
【別紙１】①1 万人のウォーク＆トレッキング 
 期間中の週末を中心に和歌山県内のいずれかでウォークイベントが実施されているよ

うにします。イベントの開催場所・日時は下記のとおりです。ぜひ、ご参加ください。 

 

 

１万人のウォーク＆トレッキング 一覧 
ＮＯ コース 主催 ＴＥＬ 区分 人数 実施日 エリア 内容

1 熊野三山と人気の熊野古道３ＤＡＹＳウォーク 新宮市観光協会 0735-22-2840 中辺路 20 9月14日（土）～16日（月） 新宮市
語り部の案内のもと、熊野三山と人気の熊野古道を３日間かけて
巡るウォーク。

2 三輪崎八幡神社例大祭見学ウォーク 新宮市観光協会 0735-22-2840 中辺路 40 9月15日(日) 新宮市
毎年9月中旬開催の例大祭に併せ、熊野古道「高野坂」をガイドと
一緒にウォークした後、県の無形民俗文化財に指定されている
「鯨おどり」を見学。

3 熊野三山と人気の熊野古道３ＤＡＹＳウォーク 新宮市観光協会 0735-22-2840 中辺路 20 9月21日(土)～23日(月) 新宮市
語り部の案内のもと、熊野三山と人気の熊野古道を３日間かけて
巡るウォーク。

4 聖なる森熊野古道を歩くリレーウォーク　中辺路③－１ ｢聖なる熊野古道を歩く｣事務局 073-432-0215 中辺路 80 9月28日(土) 田辺市
滝尻王子～不寝王子～飯盛山展望台(昼食)～高原熊野神社な
どを巡るコース。

5 高野七口女人道巡り 高野町商工会 0736-56-2468
町石道

高野七口 － 9月29日(日) 高野町
かつて女人禁制の高野山において、女性たちが歩き開いた高野
山の外周、女人道を歩くイベント。

6 まちめぐりウォーキング 橋本市観光協会 0736-33-3552 その他 20 9月29日(日） 橋本市
橋本市内のスポットをめぐるウォーキングイベント。観光ボランティ
アガイドと昼食付。（９月天満宮）

7 記紀の旅・和歌山三社参りとたま駅長(仮称) わかやまDC推進協議会 073-441-2775 その他 30 10月5日(土)
和歌山市
紀の川市

和歌山電鐵を利用し、日前宮～竈山神社～伊太祁曽神社伊太祁
曽、足神神社などをめぐるコース。

8 有田地域　駅からウォーキング大会(第1回)
有田地域駅周辺活性化協議会
事務局(有田振興局企画産業課内)

0737-64-1286 紀伊路 - 10月5日(土) 湯浅町
JR湯浅駅～熊野古道～糸我峠～万葉の道～醤油蔵のある「伝
統的建造物群」～熊野古道の目印「立石道標」～「立石茶屋」～
湯浅駅を巡るコース。

9
熊野古道ウォーク（発心門王子～熊野本宮大社・大雲
取越）(仮称)

県観光連盟 073-422-4631 中辺路 20
10月5日(土)～7日(月)
(2泊3日)

田辺市・新
宮市・那智
勝浦町・太
地町

発心門-熊野本宮大社、大雲取越をトレッキングした後、シーカ
ヤックなどを体験。（ゴールドウィンタイアップ企画）

10 みなべウォーク～須賀神社秋祭りを目指して～ みなべ観光協会 0739-72-4949 紀伊路 100 10月9日（水） みなべ町 須賀神社の秋祭りに併せて実施。

11 熊野参詣道 環境保全トレッキング(仮称) 県観光振興課 073-441-2775 中辺路 200 10月12日(土) 田辺市
熊野古道中辺路（発心門王子～熊野本宮大社)を土入れ等保全
活動しながらトレッキング。

12 熊野三山と人気の熊野古道３ＤＡＹＳウォーク 新宮市観光協会 0735-22-2840 中辺路 20 10月12日(土)～14日(月) 新宮市
語り部の案内のもと、熊野三山と人気の熊野古道を３日間かけて
巡るウォーク。

13 みなべウォーク～東岩代八幡神社秋祭りを目指して～ みなべ観光協会 0739-72-4949 紀伊路 100 10月13日（日） みなべ町 東岩代八幡神社の秋祭りに併せて実施。

14 国名勝・天然記念物「橋杭岩」クルーズ&ウォーク 古座観光協会 0735-72-0645 大辺路 30 10月13日(日) 串本町
串本、古座の大辺路を歩く途中、国の名勝天然記念物の橋杭岩
や紀伊大島を船から見学。

15 高野七口ウォーク（京大阪道）(仮称) わかやまDC推進協議会 073-441-2775
町石道

高野七口 30 10月14日(月･祝)
橋本市
高野町

京都府八幡市からの東高野街道が、河内長野市で西高野街道と
合流し和歌山県に入る高野街道京大阪道。学文路駅から六地
蔵・宿場跡をたどりながら女人堂に至るウォーク。

16 熊野速玉大社例大祭見学ウォーク 新宮市観光協会 0735-22-2840 中辺路 40 10月16日(水) 新宮市
毎年１０月１５・１６日に開催される例大祭に併せて実施する
ウォーク（ガイド説明付き）。中でも県無形民俗文化財指定「御船
祭」の勇壮な早船競漕見学は見ごたえあり。  

17 原木市場記念市と新宮鉄道軌跡ウォーク 新宮市観光協会 0735-22-2840 その他 40 10月18日(金) 新宮市
原木市場にて、１０月１８日開催の秋の記念市にあわせて見学す
るとともに、木材に関連した新宮鉄道軌跡の地をガイドの説明を
聞きながらウォークを行う。

18 聖なる森熊野古道を歩くリレーウォーク　中辺路③－２ ｢聖なる熊野古道を歩く｣事務局 073-432-0215 中辺路 80 10月19日(土) 田辺市
熊野高原神社～大門王子～十丈王子～牛馬童子像～近露王子
などを巡るコース。

19 本州最南端潮岬ウォーク(仮称)
串本ｱｳﾄﾄﾞｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員
会・わかやまDC協議会共催

0735-62-3171
（串本町観光協会）

大辺路 30 10月19日(土) 串本町
大辺路及びジオサイト候補地橋杭岩などを巡るコース設定。夜に
「天と地の星」イベント。

20 熊野古道わくわくハイク
熊野古道わくわくハイク実行委
員会（事務局：海南市役所産業
振興課）

073-483-8461
(海南市産業振興
課)

紀伊路 1000 10月20日（日） 海南市

約10キロから15キロの熊野古道ハイキング。参加者による環境
保全活動（道普請）、おもてなしとして、みかん狩り体験、ふるまい
ハモ鍋があります。　※はりきりコース：約16km、らくらくコース：約
11km。ゴール地点では、地元の産物を販売する「軽トラ市」が開
催。

21 紀伊万葉ウォーク～加太万葉故地歩き～
和歌山県文化遺産活用活性化
委員会

0736-22-2953 万葉の道 50
10月20日(日)～21日(月)
(1泊2日)

和歌山市
城ヶ崎万葉歌碑、淡嶋神社～田倉崎万葉歌碑～あわしまみち～
役行者堂～春日神社をめぐるコース。全国万葉交流会有り。

22 みなべウォーク～鹿島神社秋祭りを目指して～ みなべ観光協会 0739-72-4949 紀伊路 100 10月20日（日） みなべ町 鹿島神社の秋祭りに併せて実施。

23 まちめぐりウォーキング 橋本市観光協会 0736-33-3552 その他 20 10月20日(日) 橋本市
橋本市内のスポットをめぐるウォーキングイベント。観光ボランティ
アガイドと昼食付。（１０月門前市）

24 第8回世界遺産高野山ツーデーマーチ
世界遺産ツーデーマーチ実行
委員会

0736-56-2076
町石道

高野七口
その他

－ 10月26日(土)及び27日(日) 高野町

10月26日(4コース：町石道コース、小辺路コース、真田幸村ゆか
りの町並みコース、高野山上コース)
10月27日(4コース：奥熊野コース、平家の里コース、不動坂コース
(京大阪道)コース、高野周遊コース)

25 熊野古道ウォーク（湯浅～紀伊宮原）(仮称) わかやまDC推進協議会 073-441-2775 紀伊路 30 10月27日(日)
有田市
湯浅町

「鯖っと鯵まつり」に併せて実施。

26 みなべウォーク～清川天宝神社秋祭りを目指して～ みなべ観光協会 0739-72-4949 紀伊路 100 10月27日（日） みなべ町 清川天宝神社の秋祭りに併せて実施。

27 第27回あげいん熊野詣 那智勝浦町観光協会 0735-52-5311 中辺路 130 10月27日(日) 那智勝浦町
熊野古道大門坂を中心に、平安時代より続く熊野詣の行列を再
現するイベント。雨天の場合、時代行列は中止。

28 熊野古道ウォーク（湯浅～紀伊内原）(仮称) わかやまDC推進協議会 073-441-2775 紀伊路 30 11月2日(土)
湯浅町
広川町
日高町

熊野古道の宿場として賑わった湯浅から、紀伊路の中でも難所と
いわれる日高町内原までのコース。

29 来て！見て！発見！白浜ウォークwithジオ
ALL白浜“ここでしかできない
旅”実行委員会

0739-43-6588
(白浜町観光課)

その他 100 11月2日(土) 白浜町
「円月島」、「千畳敷」、「三段壁」など、景勝地（ジオサイト）が数多
く存在する南紀白浜の景勝地をジオというこれまでとは異なった
観点から巡り歩くウォーキングイベント。

30 熊野三山と人気の熊野古道３ＤＡＹＳウォーク 新宮市観光協会 0735-22-2840 中辺路 20 11月2日(土)～4日(月) 新宮市
語り部の案内のもと、熊野三山と人気の熊野古道を３日間かけて
巡るウォーク。

31 万葉の道ウォーク（和歌浦地内）　(仮称) わかやまDC推進協議会 073-441-2775 万葉の道 30 11月3日(日) 和歌山市 「しらすまつり」に併せて実施。

32 熊野古道ウォーク（伊太祁曽神社～海南・黒江）(仮称) わかやまDC推進協議会 073-441-2775 紀伊路 30 11月3日(日)
和歌山市
海南市

「紀州漆器まつり」､「全国伝統工芸展」に併せて実施。  



 
33 まちめぐりウォーキング 橋本市観光協会 0736-33-3552 その他 20 １1月3日(日) 橋本市

橋本市内のスポットをめぐるウォーキングイベント。観光ボランティ
アガイドと昼食付。（１１月嵯峨谷）

34 県立自然公園　枯木灘ジオツアー 串本町観光協会 0735-62-3171 大辺路 20 11月6日（水） 串本町

古道の残る大辺路を歩き、日本列島の成り立ちに深くかかわる枯
木灘の世界的に有名なジオサイトを日本地質学会の後誠介氏を
お迎えし、牟婁層群といわれる深海でできた地層や、世界的な地
質遺産のさらし首層などの地形を巡る。

35 平家ゆかりの地を訪ねるウォーク 那智勝浦町観光協会 0735-52-5311 その他 40 11月7日(日) 那智勝浦町
平家ゆかりの地を訪ねるウォークと、島々を観覧船で巡るイベン
ト。年に１度だけしか見られない平家伝来の品々を特別見学。雨
天の場合、特別見学は中止。

36 西国ハートフルウォーク
西国ハートフルウォーク実行委
員会（紀の川市商工会粉河支
所内）

0736-73-5079 その他 50 11月10日(日) 紀の川市
西国三十三所　粉河寺（三番）から施福寺（四番）までを巡るコー
ス。串柿の里四郷など見どころあり。（※参加者に記念品あり。）

37 聖なる森熊野古道を歩くリレーウォーク　中辺路④ ｢聖なる熊野古道を歩く｣事務局 073-432-0215 中辺路 80 11月16日(土) 田辺市
近露王子～野長瀬一族墓所～継桜王子～小幌王子～熊瀬川王
子などを巡るコース。

38 本州最南端潮岬ウォーク(仮称)
串本ｱｳﾄﾄﾞｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員
会・わかやまDC協議会共催

0735-62-3171
（串本町観光協会）

大辺路 30 11月16日(土) 串本町
大辺路及びジオサイト候補地橋杭岩などを巡るコース設定。夜に
「天と地の星」イベント。

39 法師山縦断トレッキング 大塔観光協会 0739-48-0301 その他 25 11月17日（日） 田辺市
法師山のブナ林の紅葉を楽しみながら自然インストラクターととも
に山歩きをするツアー。

40 熊野三山と人気の熊野古道３ＤＡＹＳウォーク 新宮市観光協会 0735-22-2840 中辺路 20 11月22日(金)～24日(日) 新宮市
語り部の案内のもと、熊野三山と人気の熊野古道を３日間かけて
巡るウォーク。

41 百合山ウォーラリー＆自然観察会
百合山の自然と遺跡を生かす
会

0736-77-3891 その他 200 11月23日(土) 紀の川市
百合山新四国八十八カ所の紅葉を散策しながら、クイズと街中に
隠された文字を探すタウンウォッチングを楽しむイベント。（※ウォー
クラリー終了後、ビンゴ大会実施。）

42
熊野古道ウォーク
　（鮎川住吉神社～清姫の墓）

大塔観光協会 0739-48-0301 中辺路 20 12月1日（日） 田辺市
住吉神社の宝物殿により宝物（刀剣など）を見ていただいた後、
清姫の墓までの熊野古道をウォーキング。ふるさとセンター大塔
では参加者に古道歩きの杖作り体験、餅つき体験を予定。

43 熊野古道ウォーク（紀伊内原～西御坊）(仮称) わかやまDC推進協議会 073-441-2775 紀伊路 30 12月中の1日
御坊市
日高川町
日高町

日高町内原から道成寺に立ち寄り、日高川河口の塩屋王子まで
のコース。

44 重畳山 滝見ウォーク 古座観光協会 0735-72-0645 その他 最低5名 12月7日(土) 串本町
パワースポット　姫川の滝からの霊峰重畳山（かさねやま）を訪ね
るウォーク。

45 有田地域　駅からウォーキング大会(第2回)
有田地域駅周辺活性化協議会
事務局(有田振興局企画産業課
内)

0737-64-1286 紀伊路 - 12月15日(日) 有田川町

 藤並駅～有田鉄道（平成14年12月31日廃線）線路跡の遊歩道（ポッポみ
ち）～BGMが流れ、喫茶コーナーもある図書館「ALEC」～有田川
町鉄道公園～産地直売所「どんどん広場」～クラシックカー博物
館「牟三荘」～藤並駅を巡るコース。

46 高野山町石道語り部ウォーク
高野山町石道語り部の会事務
局（九度山町役場産業振興課
内）

0736-54-2019
町石道

高野七口 － プレDC期間中毎日 九度山町
高野山町石道の歴史・文化・季節の植物などの解説などを聞きな
がらウォーク。

47 まちなか散策ウォーク
九度山町まちなか語り部の会事
務局（九度山町産業振興課内）

0736-54-2019 その他 － プレDC期間中毎日 九度山町 九度山町内の歴史・文化スポットを語り部と一緒に巡るウォーク  
48 心の癒しお逮夜ナイトウォーク 高野山観光事業推進委員会

0736-56-
3000(高野町観光推

進室)

0736-56-

その他 20 毎月20日 高野町
お大師様の日(毎月21日)前夜のお逮夜に、奥之院一の橋参道入り口よ
り御廟へ参拝し、日頃の報恩に感謝を捧る。普段では味わえない夜の奥
之院を体感。

49 熊野セラピスト＆語り部と歩く熊野古道健康ウォーク 熊野で健康ラボ 0735-42-0118 中辺路 20 毎月（第3日曜日） 田辺市
熊野古道で「健康づくり」。「熊野セラピスト」と呼ばれる癒しの健
康案内人と、語り部が同行。ウォーキング後はクアハウス熊野本
宮(渡瀬温泉)にて優待価格の入浴。

50 語り部と歩く熊野古道（計18回） 熊野本宮観光協会 0735-42-0735 中辺路 25 毎週（日曜日、祝日） 田辺市
熊野古道中辺路「発心門王子～熊野本宮大社」を語り部と一緒に
ウォーク。（世界遺産登録された史跡や文化をはじめ古道沿いに
咲く草花や山里の暮らしなども紹介）※弁当持参

51 熊野本宮大社周辺探訪 熊野本宮観光協会 0735-42-0735 中辺路 25
9月及び10月（毎週土曜
日）

田辺市
熊野本宮大社周辺(熊野本宮大社・旧社地・産田社・旧史跡)を巡
る短時間探訪コース

52 まち歩きフェスタ 新宮市観光協会 0735-22-2840 その他 40 プレDC期間中毎日 新宮市

新宮市内のまちなかに観光スポットを、観光ガイドの説明を聞き
ながら巡る。
　①新宮の世界遺産・熊野速玉大社と神倉神社
　②大逆事件と新宮の文学散歩
　③国の史跡「新宮城跡」新宮藩の隆盛
　④「秦の徐福」の伝承地をたずねて
　⑤国の天然記念物「浮島の森」散策

53 特別まち歩きフェスタ（世界遺産巡り） 新宮市観光協会 0735-22-2840 その他 40 プレDC期間中毎土日祝 新宮市
新宮市内のまちなかにある世界遺産（熊野速玉大社・神倉神社）
を、観光ガイドの説明を聞きながら巡る。

54 知的熊野詣 新宮市観光協会 0735-22-2840 中辺路 45 要相談 新宮市

熊野三山と熊野古道の魅力を「熊野観心十界図」や「熊野本宮参
詣曼荼羅図」「熊野新宮曼荼羅図」「熊野那智参詣曼荼羅図」の４
つの絵解きを語り部が解説したあと、フィールドワークとして、新
宮の世界遺産を巡る。

55 熊野古道・大門坂ウォーク 那智勝浦町観光協会 0735-52-5311 中辺路 - プレDC期間中毎日 那智勝浦町 熊野古道の中でも最も古の雰囲気が残る「大門坂」を散策。

56 世界遺産・那智山周遊ウォーク 那智勝浦町観光協会 0735-52-5311 中辺路 - プレDC期間中毎日 那智勝浦町
熊野古道大門坂、熊野那智大社、那智山青岸渡寺、那智の滝
と、世界遺産4ヶ所を巡る。

57 筏師の道ウォーク&観光筏下りとおくとろ温泉入浴 北山村観光センター 0735-49-2324 その他 20
プレＤＣ期間中の
9月（土・日曜日）計9回

北山村
かつて筏師が通った道（瀞峡～立会川など）を、伝統の技を現在
に伝える現役筏師の案内によりウォーク。ウォーク後は観光筏下
りの体験。

58 まち歩きと新宮のうまいもん見っけ 新宮市観光協会 0735-22-2840 その他 10
プレDC期間中､毎日曜日
（計13回）

新宮市
新宮市内のまちなかにある観光スポットを観光ガイドと巡るととも
に、ガイドおすすめランチと新宮自慢のスイーツを味わうまち歩き
ウォーク。（ランチ＋スイーツ付き）

(備考)天候等により変更・中止になる場合があります。また、8月21日現在の情報により作成しております。掲載
のイベントの開催日・内容等変更になる場合もございます。  


