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日本の海岸線を歩く会 歩行報告書

報告者 友野晴夫

１．概 要

歩行名称にはブロック名（会則に記載）と概略歩行区間を記載する

歩行名称 四国 2

歩行区間詳細 スタート地点：箱漁港（香川県三豊市箱バス停）

ゴール地点：阿波しらさぎ大橋（徳島県徳島市阿波しらさぎ大橋の南）

実施期間 2021 年 3月 9～15 日

全歩行距離 194 Ｋｍ

２．メンバー表

Ｎｏ． 役割・分担 氏 名 年齢 歩行日数 備 考

1 Ｌ 友野 晴夫 67 7 日

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 3/9
大浜バス停～箱漁港

大浜バス停～多度津駅
22.3ｋｍ 友野 2区分に分けて歩く

2 3/10 多度津駅～番屋バス停 27.1ｋｍ 友野

3 3/11 番屋バス停～発栗駅 31.6ｋｍ 友野

4 3/12 発栗駅～長浜バス停 25.6ｋｍ 友野

5 3/13 長浜バス停～讃岐白鳥駅 29.4ｋｍ 友野

6 3/14 讃岐白鳥駅～小海口バス停 26.6ｋｍ 友野

7 3/15 小海口バス停～阿波しらさぎ大橋 31.7ｋｍ 友野



４．参加費

参加者延べ日数 7日×1名＝7日 参加費合計 700 円

５．歩行の詳細

3/8（月）

2215 横浜駅より夜行バスに乗る、8900 円

バスの中で日本酒を飲んで寝る

--------------------------------

第 1 日、3/9（火）、22.3Km、晴れ、寒い

（１）三豊市・大浜バス停～三豊市・箱漁港（箱バス停）

（２）三豊市・大浜バス停～多度津町・ JR 予讃線・多度津駅

7:48 高松駅でバスを降りる

岡山行き快速電車に乗り、坂出駅で観音寺行き電車に乗り換える

8:41-8:49 詫間駅、駅前で大浜行きのバス、100 円に乗る

9:20 大浜バス停より今回の歩行開始地点である箱漁港にある箱バス停に向かって歩き始める

バス時刻の関係上、箱バス停まで行くと、歩行開始が 11 時頃となってしまうため、

今日は 2回に分けて歩くことにする

庄内半島のの海はきれいだ、ここは浦島太郎の伝説の発祥地である



浦島太郎の像

多少の上り下りがあったが順調にスタート地点に到着した

10:10-1020 箱バス停、バス 100 円で大浜に戻る

箱バス停

1040 大浜バス停

ここから多度津へ歩行を開始する

宅間の町中に入る

1300 詫間、ファミマで軽食する

宅間大橋を渡って、宅間駅前を左折する



ゴルフ場と竜王山の間を通る

1340 海に浮かぶ神社、津島神社

100ｍぐらい沖にある小島に神社がある入口で休憩する

見立港を過ぎる

1420 海岸寺、海岸寺駅付近

海辺の遊歩道で休憩する

1510 多度津駅

駅前のコンビニで買い出しをする

駅前のホテルトヨタ、5200 円朝食付きに泊まる

--------------------------------

第 2 日、3/10（水）、27.1Km、晴れ、暑い

多度津町・ JR 予讃線・多度津駅～坂出市・番屋バス停



700 多度津駅

線路沿いの道を進み、四国 88 か所のお寺に行く

コロナ対策のため朝食を部屋まで運んでくれる、有難い

720 四国 77 番目、道隆寺

お寺をお参りする、読経している人もいる



内陸からさぬき浜街道、県道 21 号を進む、丸亀駅を過ぎる

930 うたづ臨海公園、道の駅

きれいな公園、瀬戸大橋が遠くに見える

1120 ー 1240 坂出、うどんを食べる

関西風の出し汁が透明である

青海川の橋を渡り、左折して最初の半島をめぐる道に入る

1230 マリーナ、オリーブ畑あり

小豆島に近いのでオリーブ畑が多い、オリーブ油の製油所もある

瀬戸大橋と岡山が近くみ見え、海がきれい



最初の半島の乃生岬をまわり、王越の村に入る

1400 王越、番屋バス停、坂出駅まで 780 円

1440 坂出駅、イオンで買い物をする

1520 ホテル三中井、駅より徒歩 10 分、素泊り 4100 円

--------------------------------

第 3 日、3/11（木）、31.6Km、晴れ、暑い

坂出市・番屋バス停～高松市・八栗駅付近・相引川の橋



740 坂出駅、バスで昨日の終地点に行く、780 円

バスはがら空き、客は 2人

820 番屋バス停

今日も天気が良い、少し登り気味の道を第 2の半島をめぐる

大崎の鼻岬を過ぎる、この第 2の半島には五色台という展望台があるらしい

岡山県の直島の街並みが見える

930 弓弦羽、のとかな街並み

小山が多い、第 3の小さな半島である神在鼻への小道を行く

道はほどんど歩かれてなく、途中藪こぎをする

だいぶ時間を消耗してしまう

1100 神在鼻、高松港が近い海辺の休憩

浜辺の遊歩道を行く

やがて交通量の多い県道 16 号へ出る

1220 高松、ファミマで休憩

マメができる、大型のバンドエイド 300 円を買って補修する

1305 高松駅の南側を通過する



1400 屋島大橋、だいぶ疲れた

大橋を渡り左折し、第 4の半島である長崎の鼻をめぐる、鼻（岬）まで登りが多い

1505 長崎鼻、景色なし

道路は樹林の中で展望はなかった



車が少なく、静かな道、 明日のスタート地点である相引川の橋を通過

1620 ハ栗駅付近

ファミリーマートで食材を買いだす

1640 ゲストハウス、素泊り 2460 円

普通の家を改造してゲストハウスにしている

泊り客は私ひとりであった、有料風呂は使用ぜずシャワーで済ませた

--------------------------------

第 4 日、3/12（金）、25.6Km、曇りのち雨

高松市・八栗駅付近・相引川の橋～さぬき市・長浜バス停

730 ゲストハウス

今日は曇りで雨を覚悟で出発する



本コースで 2番目に大きな第 5の半島である八栗山の周囲をめぐる

八栗山はケーブルカーで登れる、八栗山の山頂には四国 85 番八栗寺がある（時間があれば行きたかった）

八栗山

820 庵治石切場

八栗山の斜面は石を採取するために削られている箇所が多い

この付近は石の加工場が多い、石切産業が盛んだ

920 江ノ浜、海がのどか、日が射す

四国北端の観音崎を通過する

1020 篠尾、車が少ない

海水浴場がある



道は蛇行している

1110 高尻、小さな公園

志度湾が見えてくる

1220 道の駅「源平の里むれ」、ブリ刺身で食事

志度の街で平賀源内の旧邸の前を歩く

1340 志度寺、四国 86 番

お寺をお参りする

雨が降ってきたので雨具を付けて歩く



しとしと雨なの、意外と快適に歩ける

本コースで最大の第 6の半島の基部を歩く

1430 ー 1449 長浜バス停、200 円

予定地点である昭和橋を過ぎ、少し足を延ばす

小型のコミュニティバスで駅に戻る

1505 志度駅

駅前のコンビニで食材を買い、民宿に泊まる

民宿「たいや旅館」、素泊り 3300 円、きれいで快適な宿

洗濯（全自動洗濯機がある）を無料でやって頂いて助かった

----------------------------------

第 5 日、3/13（土）、29.4Km、雨のち曇り時々晴れ

さぬき市・長浜バス停～東かがわ市・讃岐白鳥駅付近・ホテル AZ



645 志度駅

今日は土曜日でコミュニティバスが運休、タクシーで行く 1370 円

705 長浜、雨の中を行く

本コースで最大の第 6の半島をめぐる

第 6の半島の 3つの岬（小串岬、大串岬、馬が鼻）はリアス式形状で道がないのでカットして歩く

靴がぬれて靴擦れが悪化して痛む

だましだまし歩く

805 小田

興津海水浴場があり、砂が非常にきれい

途中に大きな志度ゴルフ場あり

905 猪塚、やっと雨がやむ

猪塚港がある、海岸線は断崖が続き、



道は高台をカーブしながら続いている

1010 吉見

大きな津田湾が見える

讃岐津田駅を通過する

津田の松原の中を歩く

1115 鶴羽駅付近

小さな半島である鵜部の鼻はカットして歩く

青木海水浴場のある浜辺の遊歩道を歩く

県道 122 号を進むと東かがわ市に入る



1230 北山登山口

北山というハイキングコースの入り口

付近は高台のため海の眺めが良い

小豆島方面が見える

小豆島

1320 小磯海水浴場

浜辺のイスに座ってで休む

三本松駅付近の住宅街を進む

1430 すき屋で牛丼

最後は国道 11 号を歩く

1500 ホテル AZ 香川東かがわ店、朝夕食バイキングの 2食付き 6240 円

国道沿いの大きなビジネスホテル



靴擦れのため、付近のドラッグストアーで傷パッドとテーピングを買い補修する

--------------------------------------

第 6 日、3/14（日）、26.6Km、晴れ

東かがわ市・讃岐白鳥駅付近・ホテル AZ～鳴門市・小海バス停

650 ホテル

四国 88 か所を一周しているお遍路さんと話す

今日が 88 箇所目で 42 日間歩いたそうである、尊敬しました！



815 与治山

第 7の半島である与治山をめぐる

登り下りが大きい

下るところに安戸池がある

安戸池

900 引田

通りがかったウォーキングのおばさんに阿戸池はブリ（ハマチ）養殖の発祥地と聞く

940 セブンイレブン

朝のコーヒータイム、国道 11 号を進む、和三盆の製造店に寄る

相生駅前を過ぎる



1035 徳島県に入る、長浜

歩道が広く海岸線がまっすぐで歩き易い

1130 ー 1205 折野

ラーメン店でわかめラーメンを食べ、海を眺めながらしばし休憩する

海岸線のまっすぐな平坦な道が歩き易い

1300 鳥ケ丸

ときどき小さな港町がある

遠くに小豆島が見える

1320 海の駅

地元のブランドである徳島ブリ、引田ブリ（ハマチ）を水槽で見る



1420 ー 1506 小海口バス停

予定地点よりも少し先まで歩けた

バスで鳴門駅まで行く 280 円

1530 鳴門駅

けっこう閑散とした街並み、駅前でも静かでした

駅前のスーパーで買い出し

1600 ホテル、ＮＥＸＥＬ α鳴門、素泊り 3960 円

テーピングで足の靴ずれを補修する、今日も何とか持ちこたえた

--------------------------------------



第 7 日、3/15（月）、31.7Km、晴れ

鳴門市・小海バス停～徳島駅付近・阿波しらさぎ大橋の南

625 ホテル

635 鳴門駅、バス 280 円

乗客は私ひとり

650 小海口バス停

県道 183 号を歩く、日の出湾を回り込む、第 8の半島である瀬戸町北泊をめぐる

ゴルフ場まで登りが続く、四国内陸と淡路島の間に大きな島がある

大きな島に行く小鳴門新橋は渡らず、手前を右折して下る

小鳴門新橋



745 成田山光輪寺

大きなお寺

島との間の細い海峡沿いの狭い道を歩く

850 下本城

鳴門市瀬戸町の住宅地、通勤の車が多い

920 セブンイレブン

パンとコーヒーで休憩する

1020 地元のスーパー「マルナカ」

海鮮丼弁当を買う

当初の終点である撫養大橋を渡る

橋から鳴門市街

今日は徳島駅方面へ歩ける所まで行く予定

1020 妙見山神社

第 9の半島である里浦、大手海岸をめぐる

半島の先端は車が通れない遊歩道を歩く



1110 大手海岸北、海鮮丼を食べる

長が～い一直線の海岸を飽きるほど歩く

1210 大手海岸南

7日目の疲れが出る

長く休みのんびりと歩く

1310 ー 1340 大津橋

旧吉野川の橋を渡る

讃岐うどん店に入り、おやつ代わりに小玉 180 円を食べる



1410 松茂町の公園

街中の公園で休む

淡路街道を進む

1430 加賀須野橋

今切側の橋を渡る

ローソンで黒酢ドリンクを飲み最後の気合を入れる！

最後に吉野川にかかる大きな橋を渡る

1610 ー 1650 阿波しらさぎ大橋、やった！

県道 29 号が通る橋長 1,291m、河川に架かる道路橋としては四国最長



歩き終わったのであとは帰るだけ、ほっとしたので、橋の脇のマクドナルドで大休止する

徳島駅まであと３ｋｍだが、バスがないので、ゆっくり歩く

1730 徳島駅前

ホテルサンルートの銭湯 750 円に入る

居酒屋、山内農場で、芋焼酎、タイの刺身と焼き鳥で打ち上げ、一杯やる

夜はコーヒー店で記録の整理をする

2208 徳島駅発

夜行バスで横浜へ帰る

16 日

615 横浜駅着

お疲れ様でした・・・


