
2014年 3月 23日 

日本の海岸線を歩く会 行動報告書 

報告者   友野晴夫      

 

１．概 要 

 地域分類  東海 6 

歩行区間 
スタート地点：焼津駅（静岡県） 

ゴール地点： 舞阪駅（静岡県） 

実施期間 2013年 10月 31日（木）－3日（日） 

全歩行距離 112.1 ㎞  

 

 

２．メンバー表 

Ｎｏ． 役割・分担 氏  名 年齢・期 歩行日数 備  考 

1 リーダ  友野晴夫 20期 4日  

2      

 

 

３．歩行の概要 

  月/日 出発地 ～ 到着地 歩行距離 歩行参加者 備  考 

1 10/31 焼津駅－静波海岸 23.3Km 友野  

2 11/1 静波海岸－御前崎市内 29.9Km 友野  

3 11/2 御前崎市内－磐田市小島 35.7Km 友野  

4 11/3 磐田市小島－舞阪駅 23.2Km 友野  

 

 

４．費用 

交通費：行き、2590円、JR横浜線・成瀬駅 ～JR東海道本線・焼津駅 

      帰り、7140円、JR東海道本線・舞阪駅～浜松＝新横浜（新幹線）～JR横浜線・成瀬  

宿泊費： 1泊目、4200円  静波ハウスみなみかぜ（0548-22-5839） 

 2泊目、5000円・朝食付き  くれたけイン御前崎 （0537-85-1211） 

 3泊目、3500円  ビジネス旅館富士園 （0538-32-3385） 

食費：5000円 ＋ α  

合計  28000円 

 

 

５．歩行記録 

【10/31（木）天気：晴れ】 

 



528 成瀬駅発 

531・551 町田駅 

637 新松田駅 

650 JR松田駅 

800・808 沼津駅 

917 焼津駅 交通費：2430円 

 

930 焼津駅発 

駅前で地元のおばさんに写真を撮ってもらい出発 

すぐに漁港に出て海沿いに行く 

カタクチイワシを釣る人たちを見る 

 焼津駅 

 

1000 親水公園 

きれいな海浜公園 

高台に登ると景色がきれいに見える 

運河の様な木谷川沿いの道を行く 

小魚の群れが泳いでいる様子が良く見える 

風情のあるのどかな街並みを行く 

 焼津港 

 

1100 田尻北公園の海岸 

太平洋っぽい海の風景 



今日はモヤがあり、富士山や伊豆半島は見えない 

それでも秋の強い日差しの海は雄大に見える 

海岸沿いに遊歩道がずっと続く 

振り返ると静岡の街、日本平が良く見える 

川がある度に海岸から離れて内陸の道の橋を渡る 

海側、松林の中、道路といろいろと臨機応変に歩く 

 海岸の公園 

 

1200 小さな川の河口 

長く海岸のサイクリングロードが続く 

やがて内陸に入り、大井川の橋を目指す 

 

 

1300 大井川手前の小さな公園(トイレ有り） 

大井川、太平橋を渡り、また海側の小道を歩く 



 大井川 

 

1420 湯日川親水公園 

吉田漁港から釘が浦海岸まで海岸ロードをあるく 

サーファーが多くいる 

 

1500 新田 

ここから内陸に入り、川の橋を渡る 

県道31号を歩き、静波へ出る 

コンビニで食料、ビールを買う 

 

1610 静波海岸、宿に着く 

歩数：38838歩 

 ペンション 

ペンション風の宿「みなみかぜ」、素泊まり 4200円 

今日は私しか客がいない 

きれいなフトン、大きな風呂がよかった 

洗濯物を干す道具が充実している 

海まで 1分、津波が来たらNG 

プロ野球、日本シリーズを見て寝る 

 

【11/1（金）天気：晴れ】 

550 起床 



640 宿発 

海岸の砂浜に立って朝日を浴びる、記念写真をとる 

少し海岸沿いに歩いてから内陸に入る 

県道150号を 1Km歩いて、また海岸ローをを歩く 

海岸ロードがずっと続いている 

  

 

740 相良平田港 

多くの漁船が海に浮かんで、朝の水揚げに出港している 

朝の散歩中のおばあちゃんと会話する 

相良サンビーチの遊歩道を歩く 

 海岸遊歩道 

 

840 7&i・コンビニのカウンターでコーヒータイム 

海岸歩道をずっと歩く 

 

945 須々木海岸 

御前崎がよくみえる所までくる 

埠頭領域に入り、船着場が多くなる 

 

1045 御前崎公民館 

ゲートボール中のおじさんと会話する 

御前崎エコパーク（公園）の中を歩き港に出る 



 エコパーク 

 

御前崎なぶら市場で「釜揚げしらす丼」をテイクアウトする 

   シラス丼 

 

 海水浴場公園 

 

1120 御前崎海水浴場公園で昼食 

目の前に風力発電が回っている 

御前崎半島のヘリを忠実に歩く 

御前崎灯台の前を通過する 

（灯台は高台にあるので、ピストンをパスする） 



 御前崎先端 

 

 御前崎灯台 

 

1240 ウミガメ産卵の地、駐車場あり 

サーファーが多い、サーファーに適した波 

白波が長く続くところ 

道は海岸から遠ざかり海岸段丘を登る 

県道157号線沿いの太平洋自転車道路を歩く 

 

 

1350 風力発電の下 

内陸に入り浜岡原発を迂回するように国道 150線にぶつかり左折する 



 海岸サイクリングロード 

 

1440 コンビニ 

国道は上下を繰り返す 

浜岡原発館入口を過ぎる 

  

 

1510 ビジネスホテル・いくれたけイン、45049歩 

5000円、朝食付き 

近くのスーパーに買い出しに行く 

 宿 

 

【11/2（土）天気：曇り】 

510 起床、露天風呂に入る、朝食 



 

705 ホテル発 

海辺に出る、浜岡砂丘、風力発電の塔が多い 

多くの釣り人がいる、ずうっとサイクリングロードを歩く 

 砂丘 

 

800 砂丘の風力発電 

風力発電塔が 10基ぐらいある 

砂丘の上のサイクリングロードは高台に位置し 

終始眺めが良い、サーファーが多い 

砂丘の上を万里の長城のごとくサイクリングロードが続く 

 砂丘のサイクリングロード 

 

900 南遠大砂丘 

我妻屋あり、眺めが良い 

菊川はサイクリング専用の新しい橋を渡る 

途中でサイクリング中の韓国人と 30分ぐらい話し名刺交換をする 

写真を撮り合う 

途中、ジョギング中の人と 10分ぐらい話す 

ウォーキングの人も多い 

話ししている時間が長くあまり先に進まない 



  

 

1000 大東町 

我妻屋あり、パンを食べる 

ずっと海岸砂丘のサイクリングロードが続く 

 

 

1110 東大谷川（大渕） 

疲れたので少し昼寝をしたら回復した 

 

1215 中新田 

サイクリングロードが内陸に入ってジグザグなので、 

海岸線のダートなロードを歩く 

 



 

1315 福田漁港手前 

晴れ、少し暑い、内陸に入って 150号線に入る 

橋の手前のコンビニでパスタを買い橋を渡って休憩して食べる 

 

1420 大田川ほとり 

釣り人多い 

 

 

1510 海に出る、福田公園 

サイクリングロードが再び始まる 

野球場があり、ダートの海岸線の小道を行く 

やがて道が途絶え内陸に入る 

 

1640 海老島北バス停 

磐田駅行きのバスに乗る、バス代 250円 

 

1700 磐田駅 

スーパーで買い出しをして宿に入る、51860歩 

 

1740 ビジネス旅館・富士園、3500円 

安宿だが畳の小部屋で寝心地は良い、風呂は共同で大きい！ 

 



 

【11/3（日）天気：曇り】 

550 起床 

645 ホテル発 

 

719 磐田駅発 

浜松アウトシティ行きのバスに乗る 

 

730 海老島北バス停 

田奈町というところ、田んぼの中を歩く 

150号線に出る 

 海老島北バス停が 4日目の起点 

 

820 遠州大橋東（天竜川） 

風量発電塔 4基が川沿いに立っている 

橋を渡り川沿いに海岸に出ると強風となる 

海岸道路は工事中で行けず、遠州浜公園内の遊歩道を歩く 

 天竜川 



 サイクリングロード（途中で工事中だった） 

 

925 遠州浜公園、ベンチあり 

遠州灘大橋で馬込川を渡る 

公園を右に見て中田島砂丘にくる 

ここは観光客が多い 

遠州灘海浜公園の中を歩くと途中で凧揚げ大会を見る 

その後も海岸道路は工事中で行けない 

 中田島砂丘 

 

1040 遠州灘公園・西の池 

海岸と平行している 2車線の道を歩く 

途中から車の少ないネギ畑の小道を行く 

 

1140 倉松町（ネギ畑） 

しばらくは浜松郊外の内陸を歩く 

古畑広之進記念プール前を過ぎる 

バイパスが海岸に近づくところで海岸道路に出る 

 

1240 篠原町海岸 

松林の中、海岸を歩く 

海が時々見える 



 最後の海岸 

 

1310 海と別れる 

バイパスの下をくぐり、ネギ畑の中を北へ進み 

旧東海道に出て、西に進む 

旧東海道の風情を残す松林で写真を撮る 

 旧東海道 

 

1345 舞阪駅 

駅前で証拠写真を撮る、37977歩 

 終着点、舞阪駅 

 

1405 舞阪発 

1415・1420 浜松駅（新幹線に乗り換え） 



1610 新横浜駅 

1630 成瀬駅 交通費7,140円 

 

感想： 

今回は長い道のりでしたが、涼しくて、それほど疲れませんでした 

海岸線は砂丘が多く、東京では味わえない風景でした 

 

5、Yahoo地図URL： 

1日目： 23.3Km 

http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?cond=compress%3A08oof91okq1rt*e2ltjblMrio52ehGin09qk8-7345avvS1bnt523W0pefkps

-%3Blabels%3A%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%84%BC%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%A0%84%E7%94%BA%EF%BC%91%E4

%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%8D%EF%BC%91%2C%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%84%BC%E6%B4%A5%E5%

B8%82%E7%94%B0%E5%B0%BB%2C%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%84%BC%E6%B4%A5%E5%B8%82%E5%88%A9%E5%8F

%B3%E8%A1%9B%E9%96%80%2C%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E6%A6%9B%E5%8E%9F%E9%83%A1%E5%90%89%E7%94%B0

%E7%94%BA%E5%B7%9D%E5%B0%BB%2C%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E6%A6%9B%E5%8E%9F%E9%83%A1%E5%90%89%E

7%94%B0%E7%94%BA%E4%BD%8F%E5%90%89%2C%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%89%A7%E4%B9%8B%E5%8E%9F%E5%B

8%82%E7%B4%B0%E6%B1%9F%2C%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%89%A7%E4%B9%8B%E5%8E%9F%E5%B8%82%E9%9D%9

9%E6%B3%A2%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%8D%EF%BC%93%EF%BC%93%EF%BC%97%3Bfit%3Atrue

%3Btraffic%3Awalk%3Bwalkspd%3A5%3Bws%3A3%3Bptn%3Ase%2Cex%2Cal%2Chb%2Clb%2Csr%3Bs%3A0%3BisExtend%3Atrue%3

Bmode%3Arendering%3Btype%3A1%3Bstart%3A1%3Bdate%3A201401051519%3Bguide%3A2%3B&zoom=14&bbox=138.1920485

4413942%2C34.709255181466%2C138.29796361371942%2C34.796699939785334&lat=34.8028317&lon=138.28380155000002

&pluginid=wr&z=13&mode=map&active=true&start=1&layer=wr&home=on&hlat=34.8028317&hlon=138.28380155000002&poin

ter=off&pan=off&ei=utf8&v=3 

２日目：29.9Km 

http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?cond=compress%3A08oodkitr32k1G0481tuhsmKhb87qrdHjch01ceX7bsfm3jP%3Blabels%3A%E9%

9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%89%A7%E4%B9%8B%E5%8E%9F%E5%B8%82%E9%9D%99%E6%B3%A2%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%B

C%92%EF%BC%90%EF%BC%8D%EF%BC%93%EF%BC%93%EF%BC%97%2C%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%BE%A1%E5%89%8D%

E5%B4%8E%E5%B8%82%E5%BE%A1%E5%89%8D%E5%B4%8E%2C%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%BE%A1%E5%89%8D%E5%B4%8

E%E5%B8%82%E7%99%BD%E7%BE%BD%2C%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%BE%A1%E5%89%8D%E5%B4%8E%E5%B8%82%E4%B

D%90%E5%80%89%2C%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%BE%A1%E5%89%8D%E5%B4%8E%E5%B8%82%E6%B1%A0%E6%96%B0%E7%

94%B0%3Bfit%3Atrue%3Btraffic%3Awalk%3Bwalkspd%3A5%3Bws%3A3%3Bptn%3Ase%2Cex%2Cal%2Chb%2Clb%2Csr%3Bs%3A0%3BisExt

end%3Atrue%3Bmode%3Arendering%3Btype%3A1%3Bstart%3A1%3Bdate%3A201401051519%3Bguide%3A2%3B&zoom=13&bbox=138.0

757347304199%2C34.57146462200591%2C138.28756486958005%2C34.74655280678805&lat=34.6668206&lon=138.1816498&pluginid

=wr&z=13&mode=map&active=true&start=1&layer=wr&home=on&hlat=34.6668206&hlon=138.1816498&pointer=off&pan=off&ei=utf8

&v=3 

３日目：35.7Km 

http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?bbox=137.8398541230941%2C34.63782130637341%2C137.89281165788415%2C34.68159

3014886694&cond=compress%3A08oocop52ep98S440sj4tC026h32k72D02meanc78_0241c2305WgqrlrkgO7c6h5dl_%3Blabels%

3A%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%BE%A1%E5%89%8D%E5%B4%8E%E5%B8%82%E6%B1%A0%E6%96%B0%E7%94%B0%2C%

E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%BE%A1%E5%89%8D%E5%B4%8E%E5%B8%82%E6%B1%A0%E6%96%B0%E7%94%B0%2C%E9%

9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E6%8E%9B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E6%B5%9C%E5%B7%9D%E6%96%B0%E7%94%B0%2C%E9%9D



%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E8%A2%8B%E4%BA%95%E5%B8%82%E5%A4%A7%E9%87%8E%2C%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8

C%E7%A3%90%E7%94%B0%E5%B8%82%E7%A6%8F%E7%94%B0%2C%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%A3%90%E7%94%B0%E

5%B8%82%E9%AE%AB%E5%B3%B6%2C%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%A3%90%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B0%8F%E5%

B3%B6%3Bfit%3Atrue%3Btraffic%3Awalk%3Bwalkspd%3A5%3Bws%3A3%3Bptn%3Ase%2Cex%2Cal%2Chb%2Clb%2Csr%3Bs%3A0%3

BisExtend%3Atrue%3Bmode%3Arendering%3Btype%3A1%3Bstart%3A1%3Bdate%3A201401051519%3Bguide%3A2%3B&zoom=15

&lat=34.66232219231476&lon=137.86440170802152&pluginid=wr&z=15&mode=map&active=true&layer=wr&home=on&hlat=34

.6541325&hlon=137.98173225&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3 

４日目：23.2Km 

http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?bbox=137.6431182581507%2C34.66997677427554%2C137.65635764184813%2C34.68091

762301933&cond=compress%3A08oo9hnpiarec-t9k4m87C086n0imllL4316e7n%7C4ch3b4nP0dq761oP%3Blabels%3A%E9%9D%

99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%A3%90%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B0%8F%E5%B3%B6%2C%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%

E6%B5%9C%E6%9D%BE%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%8C%BA%E6%9D%BE%E5%B3%B6%E7%94%BA%2C%E9%9D%99%E5%B2%A1%E

7%9C%8C%E6%B5%9C%E6%9D%BE%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E7%AF%A0%E5%8E%9F%E7%94%BA%2C%E9%9D%99%E5%

B2%A1%E7%9C%8C%E6%B5%9C%E6%9D%BE%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E5%9D%AA%E4%BA%95%E7%94%BA%2C%E9%9

D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E6%B5%9C%E6%9D%BE%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E8%88%9E%E9%98%AA%E7%94%BA

%E9%95%B7%E5%8D%81%E6%96%B0%E7%94%B0%2C%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E6%B5%9C%E6%9D%BE%E5%B8%82%E8

%A5%BF%E5%8C%BA%E9%A6%AC%E9%83%A1%E7%94%BA%3Bfit%3Atrue%3Btraffic%3Awalk%3Bwalkspd%3A5%3Bws%3A3%3Bptn

%3Ase%2Cex%2Cal%2Chb%2Clb%2Csr%3Bs%3A0%3BisExtend%3Atrue%3Bmode%3Arendering%3Btype%3A1%3Bstart%3A1%3Bda

te%3A201401051519%3Bguide%3A2%3B&zoom=17&lat=34.66735605&lon=137.72966715&pluginid=wr&z=12&mode=map&activ

e=true&layer=wr&home=on&hlat=34.66735605&hlon=137.72966715&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3 

 

以上 


