
令和元(2019)年度「全国・自然歩道を歩こう月間」実施行事一覧(10/1～10/31）

都道
府県 期日 大会名 主催者 開催地 歩道・コース名（距離） 大会概要 参加費 備考 問い合わせ先 ホームページアドレス

栃
木
県

1
10/12(土)～14(月

祝)　　　
遊歩道自然散策
「初秋の森散策」

塩原温泉ビジターセン
ター

栃木県那須塩原市塩
原温泉

塩原温泉渓谷遊歩道
(約3km)

秋の訪れを探しに、遊歩道の森へ。 300円 随時申込　
塩原温泉ビジターセンタ
ー
TEL:0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp/vc/

2 10/12(土)
秋の絶景を楽しもう！
ネイチャートレッキング社山 日光自然博物館 栃木県日光市

社山
阿世潟～社山往復
(約4.5km)

眺望のよい社山にモーターボートを
使ってアプローチ、紅葉の中禅寺湖
の眺めを楽しみます。

3,500円
日光自然博物館
TEL:0288-55-0880

https://www.nikko-nsm.co.jp/

3 10/19(土)
ネイチャーウォーク大沼公園
草紅葉と木の実の収穫祭

塩原温泉ビジターセン
ター

栃木県那須塩原市奥
塩原

塩原自然研究路 大沼公園
(約3km)

草紅葉と木の実の収穫祭をします。 500円
●要事前申込
●定員25名

塩原温泉ビジターセンタ
ー
TEL:0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp/vc/

4 10/19(土)
小田代原「草紅葉」
ガイドウォーク

日光自然博物館 栃木県日光市
小田代原

小田代原周回線歩道
(1km程度)

奥日光の秋の目玉、小田代原の草紅
葉を満喫します。

1,000円
(別途低公害バス料金
要)

日光自然博物館
TEL:0288-55-0880

https://www.nikko-nsm.co.jp/

5 10/20(日) 横根自然観察会 鹿沼市 栃木県鹿沼市
井戸湿原ハイキングコース
(約5km)

ガイドとともに井戸湿原の自然を観
察しながら、ハイキングをします。

500円 要事前申込
鹿沼市観光交流課
TEL:0289-63-2303

https://www.city.kanuma.tochigi.jp/
index1.html

6 10/20(日)
ネイチャーウォーク大沼公園
草紅葉と木の実の収穫祭

塩原温泉ビジターセン
ター

栃木県那須塩原市奥
塩原

塩原自然研究路 大沼公園
(約7km)

草紅葉と木の実の収穫祭、新湯富士
に登ります。

500円
●要事前申込
●定員25名
●持ち物：昼食

塩原温泉ビジターセンタ
ー
TEL:0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp/vc/

7 10/26(土)～31(木)
遊歩道自然散策
「錦秋の森散策」

塩原温泉ビジターセン
ター

栃木県那須塩原市塩
原温泉

塩原温泉渓谷遊歩道
(約3km)

紅葉の錦絵となる遊歩道の森へ。 300円
随時申込
※11/10(日)まで開催

塩原温泉ビジターセンタ
ー
TEL:0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp/vc/

8 10/27(日)
宇都宮ウォーキングフェスタ
2019

宇都宮市民憲章推進協
議会(宇都宮歩け歩け
大会実行委員会)

栃木県宇都宮市
ファミリーコース(5km)、
ふれあいコース(10km)、
健脚コース(20km)

恵まれた自然と豊かな文化にふれあ
い、人とひととの交流を深めなが
ら、歩くことの楽しさと、心と体の
バランスのとれた健康づくりをすす
めるとともに、いつでもどこでも気
軽に楽しめる生涯スポーツとして大

事前申込800円、
当日申込1,000円
(中学生以下は無料)

雨天決行、荒天中止

宇都宮歩け歩け大会実行
委員会(みんなでまちづく
り課内)
TEL:028-632-2886

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/
oshiraselist/event/1012745.html

9 10/27(日)・30(水)
錦秋の森ウォーク①
「渓谷の森編①」

塩原温泉ビジターセン
ター

栃木県那須塩原市塩
原温泉

赤川渓谷線歩道
(約5km)

塩原温泉郷でも随一の、渓谷景観を
誇る清流の森へ。

1,500円

●要事前申込：9/30～
受付
●定員各回20名
●持ち物：昼食

塩原温泉ビジターセンタ
ー
TEL:0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp/vc/

10 10/30(水) 紅葉のミツモチに登ろう！
たかはらの森管理グル
ープ県民の森管理事務
所

栃木県矢板市長井 ミツモチ山登山道
(約6km)

県民の森の最高峰ミツモチ(1,248ｍ)
への登山です。

無料
●栃木県民対象
●要事前申込
●定員20名(先着)

県民の森管理事務所
TEL:0287-43-0479

http://県民の森.tochigi.jp/

埼
玉
県

1 10/1(火)～31(木) 戸田ヶ原ガイド (公財)戸田市水と緑の
公社

埼玉県戸田市
彩湖・道満グリーンパーク管
理事務所～戸田ヶ原
（1km）

戸田ヶ原自然再生の取り組みや、サ
クラソウについて解説します。

無料 要事前申込
(公財)戸田市水と緑の公社
TEL:048-449-1550

http://www.toda-kousha.com/park/

2 10/12(土) 月例ハイキング大会 埼玉県越生町 埼玉県越生町
山々をめぐる健脚コース
（約20.9km）

雄大な越生の山々をめぐる長距離コ
ースです。 無料

雨天時延期：
10/13(日)

越生町役場産業観光課
TEL:049-292-3121

http://www.town.ogose.saitama.jp/

3 10/14(月祝)
令和元年度 環境ナビゲーター講
座入門編

春日部市 埼玉県春日部市
庄和総合支所～龍Q館
(3km程度)

講師（埼玉県生態系保護協会春日部
支部）の説明を聞きながら、自然散
策をします。

無料
全5日間の講座の1日
目です

春日部市環境政策課
TEL:048-736-1111(内線
7715)

https://www.city.kasukabe.lg.jp/machi/
kankyou/kyouiku/navigator.html

4 10/19(土)
くまがやエコライフフェア
2019
～里山クリーンウォーキング～

くまがやエコライフフ
ェア実行委員会 埼玉県熊谷市

江南北コース
(約4.7km)

江南地区の自然豊かな里山を散策し
ながら、清掃活動を行います。 無料 要事前申込

熊谷市環境政策課
TEL:048-536-1547

https://www.city.kumagaya.lg.jp/kanko/event/
R1cleanwalking.html

https://www.nikko-nsm.co.jp/
http://www.siobara.or.jp/vc/
https://www.nikko-nsm.co.jp/
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/index1.html
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/oshiraselist/event/1012745.html
http://www.toda-kousha.com/park/
https://www.city.kasukabe.lg.jp/machi/kankyou/kyouiku/navigator.html


5 10/26(土) 令和元年度 町民ハイキング
寄居町体育協会、
寄居町コミュニティ協
議会

埼玉県寄居町 男衾コース
（約6.6㎞）

自然や文化遺産等をたどるコースで
す。

無料 雨天中止
寄居町教育委員会生涯学
習課
TEL:048-581-9994

-

東
京
都

1 10/5（土） 森林健幸ウオーキング
特別編

瑞穂町、
瑞穂町教育委員会

東京都西多摩郡瑞穂
町

みずほエコパーク～狭山池公
園～郷土資料館～みずほエコ
パーク

町内のウオーキングの他、血圧測
定、ニュースポーツ体験を実施しま
す。

無料
町内在住・在勤・在
学者対象

瑞穂町教育委員会教育部
社会教育課体育係
TEL:042-557-7071

2 10/20（日） 秋の特別行事
「八丈富士裾野ハイキング」

八丈支庁 八丈島

富士縦断林道､八丈富士鉢巻き
道路､永郷富士山線､富士環状
林道
(約13km)

富士縦断林道から八丈富士鉢巻き道
路､永郷富士山線､富士環状林道を歩
くハイキングです。

50円
●雨天中止
●詳細はHP参照

八丈ビジターセンター
TEL:04996-2-4811

http://www.hachijo-vc.com/event/event.php

神
奈
川
県

1 随時 クリーンキャンペーン 伊勢原市 神奈川県大山地内 山頂コース、見晴台コース等
（任意）

大山地内等のハイキングコースにお
けるゴミ拾い活動や、ゴミ持ち帰り
キャンペーンなどを実施します。

無料 伊勢原市商工観光課
TEL:0463-94-4729

なし

2 10/6(日) バリアフリーで楽しむ秋の箱根
環境省、
箱根ボランティア解説
員連絡会

神奈川県足柄下郡箱
根町

バリアフリー観察路：箱根ビ
ジターセンター～周辺園地～
箱根ビジターセンター
(1km)

からだの不自由な方、高齢者、小さ
なお子どもなど、皆さんで秋を五感
を使って楽しみましょう！

100円(保険料) 雨天中止
箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/
shitashimuundou.html#

3 毎週日曜 ミニ観察会 神奈川県自然環境保全
センター

神奈川県自然環境保
全センター

自然観察園 ボランティアの案内により生き物、
植物を観察します。

無料
●動きやすい服装で
●雨天実施(大雨警報
時中止)

自然環境保全センター自
然保護課
TEL:046-248-6682

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4y/
01about/minikan.html

4 10/6(日) 秋の弘法山ハイク 秦野市 神奈川県秦野市弘法
山周辺

弘法山ハイキングコース
(7.5km)

弘法山ハイキングコースで、野鳥や
植物の観察を行います。

50円
●要事前申込
●定員30名(先着)

秦野市環境共生課
TEL:0463-82-9618

http://www.city.hadano.kanagawa.jp

5 10/9(水) 森林セラピー®体験 厚木市森林セラピー基
地推進協議会 神奈川県厚木市七沢 鐘ヶ嶽ハイキングコース

(約8km)

案内人による森林浴ハイキング、朝
採れハーブティーの後に温泉入浴
し、心身共にリフレッシュします。

1,000円

●定員20名(先着)
●要事前申込：東丹沢
七沢観光案内所にて
電話受付

一般社団法人厚木市観光
協会
℡046-240-1220
東丹沢七沢観光案内所
℡046-248-1102

【あつぎ観光なびHP】
http://www.atsugi-kankou.jp/forest-
therapy.html
【厚木市HP】
http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/kankou/
iyashi/therapy/d021413.html

6 10/17(木) 森林セラピー®体験 厚木市森林セラピー基
地推進協議会 神奈川県厚木市飯山

飯山白山森林公園
（約3.5km）

案内人による森林浴ハイキング、ハ
ンモックの後に温泉入浴し、心身共
にリフレッシュします。

1,000円

●定員20名(先着)

●要事前申込：東丹沢
七沢観光案内所にて
電話受付

一般社団法人厚木市観光
協会
℡046-240-1220
東丹沢七沢観光案内所
℡046-248-1102

【あつぎ観光なびHP】
http://www.atsugi-kankou.jp/forest-
therapy.html
【厚木市HP】
http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/kankou/
iyashi/therapy/d021413.html

7 10/19(土) 里山を歩こう～実りの秋～ ネイチャーウォッチン
グクラブ

神奈川県秦野市東公
民館周辺

東公民館周辺で、野鳥や植物の観察
を行います。

無料
●要事前申込
●定員20名(先着順)

秦野市環境共生課
TEL:0463-82-9618

http://www.city.hadano.kanagawa.jp

8 10/19(土)
土壌動物観察会＆
ハンモック体験

ざつきりんセーバー
（市内ボランティア団
体）、
秦野市

神奈川県震生湖周辺
の雑木林

震生湖周辺の雑木林の土の中にいる
昆虫や動物の観察会をします。
また、木の間にハンモックを吊るし
て、豊かな自然を体感します。

無料
秦野市環境共生課(森林里
山担当)

TEL:0463-82-9631

http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/
genre/1000000000407/index.html

9 10/19(土) 名古木ウォーキング

共催：
NPO法人自然塾丹沢ド
ン会、
秦野市

神奈川県秦野市内名
古木地区周辺

名古木地区の・里山・古道・
大山道

名古木の里山風景の眺望を堪能しな
がら、自然の恵みを体感し、保全再
生活動を行っている里地里山が、ど
のような環境であるかを知ることが
できます。

500円
秦野市環境共生課(森林里
山担当)
TEL:0463-82-9631

http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/
genre/1000000000407/index.html

10 10/20(日)
多摩・三浦丘陵ウォーキングラ
リー

多摩・三浦丘陵の緑と
水景に関する広域連携
会議

神奈川県三浦市、横
須賀市

三浦海岸-武山コース(健脚向
き)
約10km

三浦海岸の水平線と、農地の地平線
を眺めながら、それらを一望できる
武山、砲台山を目指します。下山す
ると収穫時期を迎えたみかん畑が広
がり、秋の実りを感じることができ

無料
要事前申込：(株)UR
リンケージ
TEL:03-6214-5740

多摩・三浦丘陵の緑と水
景に関する広域連携会議
事務局
TEL:044-200-2365

https://www.tama-miurahills.com/

11 10/26(土)
箱根ジオパーク
芦ノ湖水門と歴史を訪ねて

箱根ボランティア解説
員連絡会

神奈川県足柄下郡箱
根町

箱根ビジターセンター～深良
水門～湖尻峠～黒岳～箱根ビ
ジターセンター
(6km)

自然を楽しみながら、湖尻水門の歴
史を訪ねます。

100円(保険料) 雨天中止 箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/
shitashimuundou.html#
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