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はじめに

退職後は海外を含め各地の観光を楽しんでいます。退職直後は数日の宿泊を伴う海外

旅行/国内旅行を多く行いましたが、準備が面倒、移動時間が長くて疲れる、また効率が悪

いなどの理由から、今は宿泊旅行を止めています。近年は手軽で観光効率の良い日帰り

観光（私は「mini 観光」と呼んでいます。）を楽しんでいます。以下に、私の mini 観光を紹介

します。

1．mini 観光

（1）mini 観光とは

「mini 観光」は私の造語で、「車で早朝出発し、観光地で陽の暮れるまで、または観光場

所の閉館/閉園時間まで観光を楽しむ日帰り観光」と位置付けています。早朝出発し、主に

高速道路を利用して観光地に向かうので、神奈川県海老名市に住んでいますが関東一円

の観光地に出掛けられます。都心や横浜方面への mini 観光は、道路の混雑、駐車場の不

便さなどがあるので公共交通を利用します。

（2）mini 観光の利点

一般に日帰り観光はツアーバスによる観光や、公共交通を使った観光ですが、私の場合

は車の運転が苦にならない、むしろ大好きなのでマイカーでの mini 観光になっています。こ

の mini 観光の利点を表 1に示します。

表 1 mini 観光の利点

項目 内 容

自由な日程/

行程

ツアーと違い日程が変更できるので、天気予報を見ながら日程を決め

られます。また当日の天候や急な用事などで不都合が生じれば中止/延

期も可能です。

行程も自分で決められるので、時間をあまり気にすることなく観光でき

ます。観光時間に余裕ができれば、現地の観光案内所や土産店などで

お勧めの観光場所を尋ね行くこともできます。また移動中に面白そうな観

光場所を見つければ、立ち寄ることも可能です。

多めの観光

時間

ツアーには通常長い時間の昼食、土産店の立ち寄りが付いています。

これらに要する時間で観光時間が減ることになります。mini 観光では土

産店の立ち寄りが無く、昼食時間も自由に変更できるので、たっぷり観光

できます。昼食に関してはコンビニでおにぎりやサンドイッチを買い、車中

で昼食を摂ることも多々あります。最近のコンビニには「イートインコーナ

ー」（コンビニで買ったものをコンビニ内で食べられる場所）があるので便

利です。

旅支度 宿泊観光では宿の予約が必要です。宿の種類（旅館/観光ホテル/ビ

ジネスホテル）、宿の場所（観光箇所との位置関係）、宿泊料金など、
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色々検討することがあり面倒です。また宿泊観光だと着替え他、宿泊の

ための荷物が必要になります。日帰りではこれらの準備が必要なく、気

軽に出発できます。

（3）私の mini 観光の特徴

何でも見てみよう、できるだけ多く見てみようという性格から、主になる観光地の往復で

行くことのできる周辺の観光地を合わせて見て回ります。そのために出発前に周辺の観光

地をインターネットで調べ、また観光地までの所要時間、その観光地でのおよその観光時

間を予想し計画を立てます。移動時間、観光時間、食事時間、日没時間、観光箇所の閉園

時間などを考慮し出発時間を決めます。出発時間は早くて 6時、遅い場合は 10 時です。

2．mini 観光の移動手段

mini 観光の移動手段の基本はマイカーですが、都心や横浜方面への mini 観光は、道路

の混雑、駐車場の不便さなどがあるので公共交通を利用します。

（1）公共交通

今の住居に居住して 22 年になります。小田急海老名駅（相鉄海老名駅と隣接）まで徒歩

17分の場所にあります。徒歩17分は十分歩ける距離ですが、駅周辺に安価な駐車場が多

くあることより、マイカーで駅まで行き周辺の駐車場（\400～500/24 時間）に車を停め公共

交通を利用します。表 2 に私が利用する公共交通を示します。

表 2 公共交通

区分 種類 利用内容/主な観光地

電車 小田急電鉄 小田急海老名駅から上りで新宿に向かい、都内観光に使用しま

す。下りで箱根に向かい、小田原、箱根観光に使用します。

相模鉄道 相鉄海老名駅から上りで横浜に向かい、横浜観光に使用します。

JR 横浜駅東口から羽田空港にリムジンバスが出ています。

JR 相模線 JR海老名駅から上りで茅ケ崎、下りで橋本に向かいますが、寒川

神社の参拝で一度利用しただけです。

バス リムジンバス 小田急海老名駅の東口から、羽田空港に直接向かうリムジンバス

が出ています。

ツアーバス 海老名駅東口企業送迎ターミナルから、クラブツーリズム他のバ

スツアーが出発します。

（2）マイカー

mini 観光の移動手段の基本はマイカーです。マイカーで高速道路を使った観光を行うの

で、マイカーにもこれに適した車種を選んでいます。適したという内容は、快適な走行性能、

乗り心地、長時間運転しても疲れないなどです。表 3 にマイカーの仕様を示します。
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表 3 マイカーの仕様

項目 スカイライン 250GT アクセラ 22XD PROACTIVE

期間 2009 年 9 月～2017 年 10 月

走行距離：約 79,000km（8 年間）

2017 年 10 月～

外観

仕様 エンジン：2.49L ハイオクガソリン

寸法：L475 W177 H145

重量：1570kg 総重量：1845kg

タイヤサイズ：225/55R17

エンジン：2.2L 軽油

寸法：L458 W179 H145

重量：1440kg 総重量：1715kg

タイヤサイズ：215/45R18

国道 246 号まで 50m の場所に我が家があることで、車での移動はとても便利です。表 4

に利用する交通道路を、図 1 に関東圏の高速道路を示します。

表 4 利用する交通道路

区分 種類 利用内容/主な観光地

一般

道路

国道 246 号 我が家から 50m 走ると国道 246 号に出ます。上りで東京都千代

田区、下りで静岡県沼津市に向かいます。近隣の観光に使いま

す。

国道 129 号 上りで平塚市、下りで相模原市に向かいます。近隣の観光に使

います。国道 246 号とは一部の区間で重なっています。

高速

道路

東名高速道路 上りは国道 246 号を通り町田 IC から利用し、都内観光に利用し

ます。更には、東北道、常磐道、東関東自動車道に入り栃木県、

茨城県、千葉県を観光します

下りは国道 246 号、国道 129 号を通って厚木 IC から利用し、神

奈川県、山梨県、静岡県の観光に使用します。

小田原厚木

道路

国道 246 号、国道 129 号を通って厚木 IC から利用し、小田原、

箱根観光に使用します。更には箱根新道に入り、伊豆半島の観

光に利用します。

首都圏中央

連絡道

（圏央道）

下り（茅ケ崎方向）では利用しません。上りは国道 246 号、国道

129号を通って厚木ICから利用し、その先の中央道、関越道、東

北道に入り、山梨県、埼玉県、群馬県、栃木県を観光します。
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首都高速 国道 246号、国道 16号から首都高速に入り、東北道、東関東自

動車道に入り茨城県、千葉県を観光します。アクアラインを通っ

て千葉県の観光にも使います。

2014年 6月に、圏央道の厚木 ICから八王子 ICまでが開通し、東京都、埼玉県、群馬県、

栃木県への移動時間が格段に短縮され、この方面のmini 観光が増えました。

3．mini 観光の種類

私はmini 観光を、花に関係のあるmini 観光、祭りなどのイベントに関係のあるmini 観光、

季節に関係の無い mini 観光の 3 つに分けて楽しんでいます。それぞれを表 5～8 に示しま

す。

花に関係のある mini 観光では、花の開花を楽しむので出掛ける時期（＝開花時期）が限

られます。またイベントに関係のあるmini観光は、イベントの開催時期に合わせて出掛けま

す。梅まつり、早咲き桜の開花時期、ひなまつりは、2 月末から 3 月上旬に集中するので、

この時期のmini観光は忙しくなります。季節に関係の無いmini観光は思いついた時に出掛

けています。出掛ける場所は、参考図書（24 ページ参照）に載っている場所、テレビ番組

（旅番組や散歩番組）で紹介された場所などです。

文中の赤字は、写真の場所を示します。

常磐道東北道
関越道

圏央道

東名道

小田厚道

東関東道中央道

ｱｸｱﾗｲﾝ

自宅

千葉県

茨城県

東京都

栃木県

埼玉県

神奈川県

静岡県

山梨県

群馬県

図 1 関東圏の高速道路
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表 5 花に関係のある mini 観光

月 主たる観光地 同時に訪れる観光地

1 糸川遊歩道（あたみ桜）

（静岡県熱海市） 来宮神社、伊豆山神社、起雲閣

2 熱海梅園（梅）

（静岡県熱海市）

湯河原梅林、万葉公園、五所神社、曽我梅林、

小田原城址公園、小田原フラワーガーデン

2 世界らん展（らん）

（文京区、東京ドーム） 東京大神宮、小石川後楽園

3 三浦海岸さくら（河津桜）

（三浦市）

飯盛山妙音寺、海南神社、三崎港、

ソレイユの丘（菜の花）

3 松田山ハーブガーデン

（河津桜）（松田町） あぐりパーク嵯峨山苑、大井町郷土資料館
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3 南足柄市春めき桜

ふくざわ公園

一の堰ハラネ、春木径・幸せ道、

アサヒビール神奈川工場

3 河津桜

（静岡県河津町）

浄蓮の滝、伊豆七滝、栖足寺、稲取つるしひな、

宝泉寺、了仙寺、ペリーロード

3 水戸偕楽園（梅）

（茨城県水戸市）

常盤神社、弘道館、水戸東照宮、六地蔵寺、

酒列磯前神社、大洗磯前神社、真壁のひなまつり

3 城山かたくりの里 相模湖カタクリの郷、正覚寺（相模原市）

4 富士（芝桜）

（山梨県富士河口湖町）

鳴沢氷穴、富岳風穴、富士花鳥園

4 渋田川（芝桜）（伊勢原市） 相模川、相模三川公園、城山公園、ふれあいの森
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4 羊山公園（芝桜）

（埼玉県秩父市） 竹寺、子の権現、金昌寺

4 御殿場桜まつり

東山湖 秩父宮記念公園、平和公園、東山旧岸邸

5 あしかがフラワーパーク

（藤）（栃木県足利市） 足利学校、つつじが岡公園

5 町田ぼたん園（ぼたん） 町田えびね苑、薬師池公園（東京都町田市）

5 山のホテル（つつじ） 蓬莱園、箱根ホテル花月園、強羅公園（箱根町）

6 鎌倉のあじさい

長谷寺

成就院、極楽寺、御霊神社、光則寺、収玄寺、東慶寺、

明月院
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6 開成町あじさいまつり

（開成町）

大雄山最乗寺、清左衛門地獄池、足柄神社、

朝日観音堂、南足柄市のハナアオイ

6 潮来あやめまつり

（茨城県潮来市） 二本松寺（あじさい）、鹿島神宮、水郷佐原あやめ祭り

9 巾着田（彼岸花）

（埼玉県日高市） 高麗神社、高麗山聖天院、滝不動尊

11 飯山観音（厚木市） 新磯地区（相模原市）、秦野戸川公園（秦野市）

11 花咲く里山ざる菊まつり

（南足柄市）

矢倉沢ざる菊まつり（南足柄市）、

鈴木家、総世寺（小田原市）

11 仙石原のススキ 長安寺、大涌谷（箱根町）
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11 鎌倉市の紅葉

報国寺

鶴岡八幡宮、長谷寺、浄妙寺、鎌倉宮、光則寺、

源氏山公園

11 三溪園（紅葉）

（横浜市中区） 称名寺、どぶ板通り（横須賀市）、三笠公園（横須賀市）

11 高尾山（紅葉）

（東京都八王子市）

昭和記念公園（立川市）、高幡不動尊（東京都日野市）、

多摩動物園（東京都日野市）

11 日光東照宮（紅葉）

（栃木県日光市）

荒二山神社、日光山輪王寺、華厳の滝、いろは坂、

東武ワールドスクウェア
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表 6 イベントに関係のある mini 観光

月 イベント 内容/観光地

1 箱根駅伝 高来神社、湘南平・高麗山公園、大磯城山公園、

旧吉田茂邸

1 七福神めぐり

潮音寺（小田原市）

＜七福神めぐり＞

相模七福神、秦野市七福神、湘南・ひらつか七福神、

相州小出七福神、相州村岡七福神、藤沢七福神、

鎌倉・江の島七福神、三浦七福神、横浜・瀬谷八福神、

小田原七福神、箱根七福神、河口湖黄金の七福神、

河津七滝・七福神、小江戸川越七福神

＜一ヶ所七福神＞

あつぎ七沢七福神、七沢荘七福神神社、亀ヶ池神社、

常昌院花七福神、常泉寺河童七福神、光明寺、

龍福寺、福泉寺、秋葉神社、五所神社、榛名神社

3 座間神社のひなまつり

3 足柄上ひなまつり

瀬戸屋敷（開成町）

大井町郷土資料館、南足柄市郷土資料館、

松田山ハーブガーデン、おだわら雛の道中

3 山梨県ひなまつり

甘草屋敷（甲府市）

恵林寺、八田家書院、根津記念館、不老園（梅）、

甲斐善光寺、武田神社、舞鶴城公園
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5 端午の節句かざり

郷土資料館（南足柄市） 山十邸（愛川町）、岸邸（厚木市）

5 鯉のぼり

相模川（相模原市）

大谷（海老名市）、森の里（厚木市）、

恩曽川（厚木市）、茅ケ崎里山公園（茅ケ崎市）

8 花火大会

海老名花火 綾瀬花火大会、厚木鮎まつり

9 海老名かかしまつり

12 イルミネーション

相模湖イルミリオン

宮ヶ瀬クリスマス

江の島イルミネーション、国営昭和記念公園、

よみうりランド、東京ドイツ村、なばなの里、時之栖



12

表 7 イベント（祭り）に関係のある mini 観光

月 祭り名 内容

5 小田原五代北條祭り

（小田原市）

7 ひらつか七夕まつり

（平塚市）

7 浜降祭

（茅ケ崎市）

7 大和市阿波おどり

（大和市）

8 羽衣ねぶた祭

（東京都立川市）

8 湘南ねぶた

（藤沢市）
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8 あやせ大納涼祭 ＆

花火大会

（綾瀬市）

9 石岡のおまつり

（茨城県石岡市）

10 佐原の大祭秋祭り

（千葉県香取市）

11 川越まつり

（埼玉県川越市）

11 箱根大名行列

（箱根町）

12 秩父夜祭

（埼玉県秩父市）
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表 8 季節に関係の無い mini 観光

県名 主たる観光地 同時に訪れる観光地

神奈川 宮ヶ瀬湖周辺観光

宮ヶ瀬湖（山北町） 服部牧場、あいかわ公園、オギノパン（愛川町）

滝めぐり

酒水の滝（山北町） 夕日の滝（南足柄市）、塩川滝（愛川町）

平塚市の寺社

平塚八幡宮

金目山光明寺、妙圓寺、八剱神社、妙覺寺、

松岩寺、霧降の滝

大磯町観光

旧吉田茂邸 六所神社、鴫立庵、県立大磯城山公園

長津田（横浜市緑区）の

寺社 大林寺 福泉寺、王子神社、大石神社
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神奈川 鎌倉の寺社

鎌倉大仏（高徳院）

鶴岡八幡宮

＜寺院＞建長寺、明月院、円覚寺、長谷寺、

高徳院、報国寺、浄妙寺、杉本寺、光則寺、

龍口寺、浄智寺、宝戒寺、妙隆寺、妙本寺、

ぼたもち寺、本覚寺、東慶寺、半僧坊、成就院、

極楽寺、収玄寺、寿福寺、大船観音寺

＜神社＞鶴岡八幡宮、鎌倉宮、葛原岡神社、

御霊神社、佐助稲荷神社、八雲神社、小動神社、

宇賀福神社（銭洗弁財天）、荏柄天神社、

八坂神社、甘縄神明神社

新横浜ラーメン博物館

（横浜市港北区） 大本山總持寺（横浜市鶴見区）

横浜市観光

横浜中華街

山下公園

港の見える丘公園、横浜ランドマークタワー、

帆船日本丸、横浜赤レンガ倉庫

藤子・F・不二雄ﾐｭｰｼﾞｱﾑ

（川崎市多摩区） 日本民家園、岡本太郎美術館
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神奈川 横須賀市観光

八景島シーパラダイス

YOKOSUKA 軍港めぐり、金沢動物園、

ヴェルニー公園

小田原市観光

小田原城

生命の星・地球博物館、

鈴廣かまぼこ博物館、小田原漁港

箱根町観光

大涌谷 芦ノ湖、箱根恩賜公園、箱根関所跡、強羅公園

箱根美術館 箱根ガラスの森美術館、箱根彫刻の森美術館

箱根三社参り

箱根神社 九頭龍神社（本宮、新宮）、箱根元宮

ソレイユの丘（横須賀市） 三笠公園、猿島、三崎港、城ケ島
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東京 上野観光

上野東照宮(台東区)

上野大仏、パコダ、五條天神社、花園稲荷神社、

寛永寺、上野公園、上野動物園、アメ横

谷根千観光

根津神社（文京区） 谷中ぎんざ、夕焼けだんだん

巣鴨地蔵通商店街

（豊島区）

原宿竹下通り、明治神宮

柴又帝釈天（葛飾区) 矢切の渡し、亀戸天神社

東京十社めぐり

芝大神宮（港区芝）、品川神社（品川区）、

赤坂氷川神社（港区）、日枝神社（千代田区）、

富岡八幡宮（江東区）、根津神社（文京区）、

神田神社（千代田区）、亀戸天神社（江東区）、

白山天神社（文京区）、王子神社（北区）

関東厄除三大師

西新井大師（足立区） 川崎大師（川崎市川崎区）、観福寺（千葉県香取市）
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東京 その他の東京の寺社

水天宮（中央区）

湯島天満宮（文京区）

池上本門寺（大田区）、穴守稲荷神社（大田区）、

築地本願寺（中央区）、波除稲荷神社（中央区）、

愛宕神社（港区）、泉岳寺（港区）、

深川不動堂（江東区）

東京タワー（港区） 増上寺（港区）、芝東照宮（港区）

深大寺（調布市） 神代植物公園、調布天神通り

多摩地区の神社

大国魂神社（府中市）

諏訪神社、日吉神社、阿豆佐味天神社、

谷保天満宮

多摩地区の寺院

天龍山流泉寺（立川市） 拝島大師本覚院、密厳浄土寺、玄武山普濟寺
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東京 奥多摩観光

奥多摩湖（奥多摩町）

日原鍾乳洞、塩船観音寺、御岳渓谷、

御岳山・御嶽神社（東京都青梅市）

埼玉 忍城址

（行田市）

吉見百穴、吉見観音安楽寺、箭弓稲荷神社、

聖天宮

埼玉県の寺社

平林寺（新座市） 調神社、氷川神社、氷川女体神社

埼玉県の寺社

三峯神社（秩父市）

秩父神社、秩父今宮神社（秩父市）、

宝登山神社、長瀞（長瀞町）

千葉 成田山新勝寺（成田市） 東京ドイツ村（袖ヶ浦市）

小野川町並み（香取市） 香取神宮、水郷佐原山車会館
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千葉 香取市の寺社

佐原諏訪神社

八坂神社、観福寺、多田朝日森稲荷神社、

朝日森天神社

鋸山（富津市） 日本寺、マザー牧場、證誠寺、うみほたる

館山市の寺社

常楽山萬徳寺

安房神社、洲崎神社、洲埼灯台、鶴谷八幡宮、

那古寺、大福寺(崖観音)

茨城 東国三社

鹿島神宮（鹿嶋市） 息栖神社（息栖市）、香取神宮（千葉県香取市）

牛久大仏（牛久市） 筑波山神社、笠間稲荷神社、常陸国総社宮

栃木 日光市観光

日光東照宮 荒二山神社、日光廟大猷院、日光山輪王寺
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栃木 日光市観光

華厳の滝 東武ワールドスクウェア

大谷寺

（宇都宮市）

多氣山不動尊、宇都宮二荒山神社、生子神社、

佐野厄よけ大師、唐澤山神社

群馬 富岡製紙場（富岡市） 群馬サファリパーク

榛名神社（高崎市） 榛名湖、伊香保温泉、水澤観世音

群馬県の神社

妙義神社（富岡市） 貫前神社、進雄（すさのお）神社

群馬県の寺院

少林山達磨寺（高崎市） 高崎白衣大観音、慈眼寺
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山梨 猿橋（大月市） 甘草屋敷、恵林寺、大善寺

富士山周囲の観光

精進湖（富士河口湖町）

富士五湖（山中湖、河口湖、西湖、精進湖、

本栖湖）、忍野八海、白糸の滝

河口湖観光

河口湖（富士河口湖町）

河口湖オルゴールの森、久保田一竹美術館、

きみまろ茶や、河口湖ミューズ館（与勇輝館）

富士山五合目

（富士吉田市）

小御嶽神社、奥庭

御岳昇仙峡（甲府市） 金桜神社、武田神社

美し森（北杜市） 清泉寮、JR 鉄道最高地点、萌木の村
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静岡 富士山周囲の神社

本宮浅間大社（富士宮市）

北口本宮富士浅間神社（山梨県富士吉田市）、

東口本宮富士浅間神社（小山町）

富士山表口五合目

（富士宮市） ぐりんぱ、富士花めぐりの里、FUJI SAFARIPARK

時之栖（御殿場市） ありがとう寺、ありがとう神社

三嶋大社（三島市） 山中城跡、MISHIMA SKYWALK

中伊豆観光

修善寺温泉（修善寺町）

修善寺、日枝神社、指月殿、韮山反射炉、江川邸、

願成就院、眞珠院

城ケ崎海岸

門脇吊橋（伊東市） 橋立吊橋、蓮着寺、大室山
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静岡 西伊豆観光

土肥金山（伊豆市） 富士見山達磨寺、馬ロック（黄金崎）

久能山東照宮（静岡市） 日本平、三保の松原

参考図書：

（1）地図でめぐる神社とお寺（帝国書院）

（2）旅に出たくなる地図・関東甲信越（帝国書院）

（3）旅に出たくなる地図・日本（帝国書院）

（4）花を楽しむ地図・日本各地の花を愛でる（帝国書院）

（5）公園への小さな旅（首都圏みどりのネットワーク）
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