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資料３．主要な観光資源・地域資源、イベント等 

＜主要な観光資源・地域資源＞ 

 [本地域のうち、三重県下における観光資源・地域資源（★印は世界遺産登録資産に含まれるもの）] 

観光資源・地域資源 所在地 観光資源・地域資源 所在地 

紀伊長島の島々、高塚公園展望台 紀伊長島町 大昌寺不動堂の格子絵天井 紀伊長島町 

土井竹林 尾鷲市 ツヅラト峠★ 紀伊長島町 

野鳥の小途 尾鷲市 荷坂峠★ 紀伊長島町 

九木神社樹叢 尾鷲市 一石峠 熊谷峠★ 紀伊長島町 

九木崎原生林 尾鷲市 始神峠★ 紀伊長島町、海山町 

三木崎遊歩道・三木崎灯台 尾鷲市 馬越峠★ 尾鷲市、海山町 

天狗倉山 尾鷲市 八鬼山越え★ 尾鷲市 

八幡峠、八幡峠への道 尾鷲市 三木峠 羽後峠★ 尾鷲市 

賀田トチの森 尾鷲市 曽根次郎坂・太郎坂★ 尾鷲市、熊野市 

七里御浜★ 熊野市、御浜町、
紀宝町、鵜殿村

尾鷲神社 尾鷲市 

獅子岩★ 熊野市 二木島・逢神坂峠★ 熊野市 

鬼ヶ城・鬼ヶ城跡★ 熊野市 大吹峠★ 熊野市 

浜街道★ 熊野市、御浜町、
紀宝町、鵜殿村

観音道★ 熊野市 

七色峡 熊野市 松本峠★ 熊野市 

楯ヶ崎 熊野市 花の窟★ 熊野市 

大丹倉 熊野市 除福の宮 熊野市 

熊野の巨木 熊野市 大馬神社 熊野市 

神川の桜 熊野市 横垣峠★ 御浜町 

ホタルの里 熊野市 風伝峠★ 御浜町、紀和町 

熊野の滝 熊野市 神内神社 紀宝町 

便石山 海山町 

歴
史
系 

弁慶の生誕地 紀宝町 

天満海食洞門 海山町 平尾井薬師 紀宝町 

大台ケ原・大台林道・粟谷小屋 海山町、宮川村 横手地蔵★ 紀宝町 

与八高・嘉茂助の頭 海山町、宮川村 梶鼻王子★ 紀宝町 

魚飛渓 海山町 通り峠★ 紀和町 

不動の滝 御浜町 赤木城跡 紀和町 

風伝の朝霧 御浜町 大河内行宮址碑 紀和町 

引作の大クス 御浜町 楊枝薬師堂 紀和町 

市木のイブキ 御浜町 

 

外人墓地 紀和町 

子の泊山登山道 紀宝町 鳥止野神社 鵜殿村 

大烏帽子山登山道 紀宝町 貴祢谷社・鵜殿氏一門の墓石群 鵜殿村 

飛雪の滝 紀宝町 鵜殿神社 鵜殿村 

丸山千枚田 紀和町 梶鼻王子権現跡 鵜殿村 

瀞峡 紀和町 

 

諸手船 鵜殿村 

布引の滝 紀和町   

長全寺のナギの木 紀和町   

小船梅林 紀和町   

自
然
系 

矢渕ふれあいの森展望台 鵜殿村   
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観光資源・地域資源 所在地 観光資源・地域資源 所在地 

海山町郷土資料館 海山町 きいながしま古里温泉 紀伊長島町 

天文科学館 尾鷲市 有久寺温泉 紀伊長島町 

お人形の家 尾鷲市 鹿の湯温泉 紀伊長島町 

土井子供くらし館 尾鷲市 三浦温泉ゆ～ゆ～館 紀伊長島町 

かやの木館 熊野市 湯の口温泉 紀和町 

熊野少年自然の家天文台 熊野市 

温
泉 

入鹿温泉瀞流荘 紀和町 

くまの特産品館 熊野市 さんま寿司  

紀宝町ふるさと資料館 紀宝町 めはり寿司  

鵜殿村ふるさと歴史館 鵜殿村 カラスミ  

熊野市歴史民俗資料館 熊野市 まんぼう 紀伊長島町 

種まき権兵衛の里 海山町 みかん狩り 紀伊長島町 

ふれあい公園リス村 御浜町 かつお 紀伊長島町 

文
化
・
交
流
施
設 

紀和町鉱山資料館 紀和町 さんま 熊野市 

孫太郎オートキャンプ場 紀伊長島町 

味
覚 

渡利カキ 海山町 

キャンプ inn 海山 海山町 那智黒石 熊野市 

古里海岸・比磯海岸 紀伊長島町 御浜窯 御浜町 

三木里海岸 尾鷲市 

物
産 

市木木綿 御浜町 

新鹿海水浴場 熊野市 道の駅紀伊長島マンボウ 紀伊長島町 

大泊海水浴場 熊野市 道の駅熊野きのくに 熊野市 

紀和オートキャンプ場 紀和町 道の駅海山 海山町 

飛雪の滝キャンプ場 紀宝町 お魚らんど 海山町 

ダイビングリゾート道瀬 紀伊長島町 なかよしステーション神木 御浜町 

大里自然プール 紀宝町 海山道の駅パーク七里御浜 御浜町 

白石湖の釣り 海山町 さぎりの里 御浜町 

銚子川 海山町   

尾鷲湾釣り 尾鷲市   

ア
ウ
ト
ド
ア
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
資
源 

七里御浜の投げ釣り 熊野市、御浜町、紀宝町、鵜殿村

販
売
施
設 

  

（みえ東紀州ドライブガイド《東紀州地域活性化事業推進協議会作成》、各市町村 HP を参考に作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊野灘での釣りの様子 
（尾鷲市パンフレット「尾鷲倶楽部」より抜粋） 

三木里 
（尾鷲市パンフレット「熊野古道」より抜粋） 

湯の口温泉（紀和町 HP より抜粋） 瀞峡（みえ東紀州ドライブガイドより抜粋） 
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[本地域のうち、奈良県下における観光資源・地域資源（★印は世界遺産登録資産に含まれるもの）] 

観光資源・地域資源 所在地 観光資源・地域資源 所在地 

吉野山★ 吉野町 住吉神社 川上村 

県立吉野川・津風呂自然公園 吉野町 宝泉寺 東吉野村 

宮滝遺跡 吉野町 龍泉寺 東吉野村 

吉野川源流・水源地の森 川上村 天照寺薬師堂 東吉野村 

下多古の森 川上村 薬師如来像（興禅寺） 東吉野村 

投石の滝 東吉野村 石鼎庵 東吉野村 

ニホンオオカミの像 東吉野村 天誅義士記念碑 東吉野村 

大台ケ原 上北山村 瀧川寺 上北山村 

北山川渓流 上北山村 北山宮 上北山村 

くらがり又谷の滝 上北山村 願行寺庭園 下市町 

池原ダム・七色ダム 下北山村 阿弥陀如来坐像（龍洞院） 下市町 

丹生川 下市町 鳳閣寺 黒滝村 

広橋梅林 下市町 理源大師廟塔 黒滝村 

黒滝吊橋 黒滝村 高算堂 黒滝村 

赤岩渓谷 黒滝村 旧黒滝村役場庁舎 黒滝村 

大峯山★ 天川村 大峯山寺★ 天川村 

八経ヶ岳 天川村 大峯奥駈道★ 天川村、川上村、
上北山村、下北山村等 

天の川 天川村 龍泉寺 天川村 

みたらい渓谷 天川村 山上ヶ岳博物館 天川村 

芝崎の奇岩 五條市 天川大弁財天社 天川村 

賀名生梅林 西吉野村 荒坂峠の万葉歌碑 五條市 

川原樋川の渓流美 野迫川村 金剛寺 五條市 

紀伊半島森林植物公園 十津川村 榮山寺 五條市 

笹の滝 十津川村 大塚山古墳 五條市 

瀞峡 十津川村 吉祥寺 五條市 

野猿 十津川村 櫻井寺 五條市 

谷瀬の吊橋 十津川村 天誅組の碑 五條市 

自
然
系 

世尊寺 大淀町 新町筋 五條市 

今木権現堂 大淀町 賀名生皇居跡 西吉野村 

石神古墳・横穴式石室 大淀町 黒木御所跡 西吉野村 

奥之院一之行場跡の記念碑 大淀町 北畠親房公の墓石 西吉野村 

柳の渡し 大淀町 大塔宮遺跡碑 大塔村 

薬水の井戸 大淀町 戸野兵衛の墓 大塔村 

吉野水分神社★ 吉野町 西教寺 大塔村 

金峯山寺★ 吉野町 小辺路★ 野迫川村、十津川村 

金峯神社★ 吉野町 平維盛歴史の里 野迫川村 

吉水神社★ 吉野町 

歴
史
系 

立里荒神社 野迫川村 

西行庵 吉野町 林業資料館 山幸彦のもくもく館 川上村 

如意輪寺 吉野町 匠の聚 川上村 

吉野歴史資料館 吉野町 中井渓谷自然塾 川上村 

金剛寺 川上村 大滝ダム学べる建設ステーション 川上村 

大西助五郎の碑 川上村 木工の里・かわかみ 川上村 

橘将監の墓 川上村 ふるさと村 東吉野村 

歴
史
系 

御所跡 川上村 

文
化
・
交
流
施
設 

洞川エコミュージアムセンター 天川村 
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観光資源・地域資源 所在地 観光資源・地域資源 所在地 

市立五條文化博物館 五條市 みずはの湯（天川薬湯センター） 天川村 

柿博物館 西吉野村 天の川温泉 天川村 

ふれあい交流館 大塔村 金剛乃湯 五條市 

大塔村郷土館 大塔村 西吉野温泉 西吉野村 

大塔コスミックパーク・星のくに 大塔村 西吉野温泉セミナーハウスきすみ館西吉野村 

文
化
・
交
流
施
設 

鶴姫公園 野迫川村 大塔温泉「夢乃湯」 大塔村 

吉野運動公園 吉野町 森林健康館 大塔温泉「森乃湯」 大塔村 

ふるさと村キャンプ場 東吉野町 野迫川温泉郷 野迫川村 

東吉野町キャンプ場 東吉野町 湯泉地温泉 十津川村 

和佐又山キャンプ場 上北山村 湯泉地温泉公衆浴場「泉湯」 十津川村 

和佐又山スキー場 上北山村 湯泉地温泉浴場「滝の湯」 十津川村 

下北山スポーツ公園 下北山村 上湯温泉 十津川村 

池の平ゴルフ場 下北山村 十津川温泉 十津川村 

オートキャンプ場（下北山スポーツ公園）下北山村 温泉保養間「星の湯」 十津川村 

平成の森 下北山村 

温
泉 

温泉プール 十津川村 

下市町森林公園「やすらぎ村」 下市町 柿の葉寿司 下市町等 

みよしのオートキャンプ場 黒滝村 吉野葛・葛菓子 吉野町、下市町等 

黒滝・森物語村 黒滝村 鮎 大淀町等 

きららの森・赤岩 黒滝村 アマゴの甘露煮 野迫川村等 

天の川青少年旅行村 天川村 柿、柿加工品 西吉野村等 

南日裏家族旅行村 天川村 とちもち、とちの実せんべい 下北山村等 

洞川キャンプ場 天川村 めはりずし 十津川村、下北山村等 

洞川スキー場 天川村 日本茶 大淀町 

バンガローカルディア 五條市 梨 大淀町 

上野公園 五條市 ぶどう 大淀町 

きすみの里 西吉野村 りんご 大淀町 

赤谷オートキャンプ場 大塔村 八徳みそ 東吉野村 

ア
ウ
ト
ド
ア
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
資
源 

宮の向いキャンプ場 野迫川村 春まな漬け 下北山村 

大淀温泉 大淀町 こんにゃく 下市町 

宮滝温泉 吉野町 ごろごろ水 天川村 

津風呂湖温泉 吉野町 梅干 西吉野村 

中荘温泉 吉野町 わさび 野迫川村 

吉野温泉元湯 吉野町 しいたけ 野迫川村 

湯盛温泉 川上村 

味
覚 

まつたけ 野迫川村 

入之波温泉 川上村 割り箸 吉野町、下市町等 

やはた温泉 東吉野村 木工品 下市町、野迫川村等 

たかすみ温泉 東吉野村 

物
産 

吉野和紙 吉野町 

小処温泉 上北山村 吉野路大淀iセンター 大淀町 

上北山温泉 上北山村 道の駅・吉野路169 上北山村 

下北山温泉きなりの湯 下北山村 道の駅・杉の湯 川上 川上村 

下市温泉 下市町 道の駅・吉野路309 黒滝村 

御吉野の湯 黒滝村 道の駅・吉野路大塔 大塔村 

温
泉 

洞川温泉 天川村 

販
売
施
設 

道の駅・十津川郷 十津川村 

（南大和五條・吉野路ガイド《奈良県南和広域連合作成》を参考に作成） 

※市町村の順番については、南大和五條・吉野路ガイドに基づき、国道沿いのルート順としている。 
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＜主要な祭り・イベント＞ 

 [本地域のうち、三重県下における主要な祭り・イベント（★印は世界遺産登録資産内で行われるもの）] 

祭り・イベント 所在地 祭り・イベント 所在地 

燈篭祭 紀伊長島町 種まき権兵衛祭 海山町 

孫太郎太鼓船だんじり 紀伊長島町 魚飛不道祭 海山町 

港市 紀伊長島町 キス釣り大会 海山町 

熊野大花火★ 熊野市 かます祭・さんばそう 海山町 

初精霊供養の松引き★ 熊野市 関船祭 海山町 

花の窟のお綱かけ神事（２月）★ 熊野市 田の虫おくり 海山町 

泳げ！鯉のぼりくん 熊野市 大白祭（鯨船） 海山町 

磯崎港まつり 熊野市 三ツ拍子踊り 御浜町 

熊野灘ほうばい祭り 熊野市 エビかき踊り 御浜町 

木本まつり 熊野市 大海水プール 御浜町 

二木島まつり 熊野市 田の虫おくり 紀宝町 

大馬神社例祭 熊野市 観光地曳網 紀宝町 

一乗寺だるま市 熊野市 ほたるまつり 紀宝町 

産田神社大祭 熊野市 大里自然プール 紀宝町 

神川ふれあい桜まつり 熊野市 七夕祭 紀宝町 

新鹿海水浴場海開き 熊野市 平尾井薬師盆踊り 紀宝町 

大泊海水浴場海開き 熊野市 相野谷川子ども夏祭り 紀宝町 

紀伊半島太鼓フェスタ 響鼓in熊野 熊野市 紀宝フェスティバル 紀宝町 

熊野磯釣り大会 熊野市 イルミネーション点灯 光の祭典in紀宝 紀和町 

どぶろく祭（大森神社例大祭） 熊野市 紀和の火まつり 紀和町 

かやの木祭 熊野市 小船梅まつり 紀和町 

尾鷲ヤーヤ祭り 尾鷲市 楊枝薬師まつり 紀和町 

おわせ港祭り 尾鷲市 小森桜まつり 紀和町 

ハラソ祭り 尾鷲市 千枚田田植えまつり 紀和町 

鰤祭 尾鷲市 ふるさとまつり 紀和町 

山の神祭り 尾鷲市 日本一小さい村の港まつり 鵜殿村 

八幡神社例祭 尾鷲市 とうろう焼き（精霊送り） 鵜殿村 

尾鷲磯釣り大会 尾鷲市 鳥止野祭り 鵜殿村 

八幡祭 海山町   

（みえ東紀州ドライブガイド《東紀州地域活性化事業推進協議会作成》、各市町村 HP を参考に作成） 

 

 

 

燈篭祭（みえ東紀州ドライブガイドより抜粋） 熊野大花火大会（みえ東紀州ドライブガイドより抜粋） 

紀和の火祭り（紀和町 HP より抜粋） 
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[本地域のうち、奈良県下における主要な祭り・イベント（★印は世界遺産登録資産内で行われるもの）] 

祭り・イベント 所在地 祭り・イベント 所在地 

世尊寺報恩大会式 大淀町 サマーフェスティバルin黒滝 黒滝村 

下渕水神祭 大淀町 河分神社秋まつり 黒滝村 

吉野水分神社お田植祭★ 吉野町 星祭り 天川村 

蔵王堂花供懺法会★ 吉野町 名水まつり（洞川） 天川村 

蔵王堂蓮華会蛙飛び★ 吉野町 大峯山戸開式★ 天川村 

蔵王堂・鬼火の祭典★ 吉野町 天河大弁財天社例大祭 天川村 

浄見原神社国栖奏 吉野町 洞川行者まつり 天川村 

上市蛭子神社初市 吉野町 天河大弁財天社七夕祭 天川村 

津風呂湖開き 吉野町 大峯山戸閉式★ 天川村 

弘願寺歯がため地蔵祭 吉野町 天の川もみじ祭り 天川村 

吉野川祭り 吉野町 鬼走り（念佛寺） 五條市 

吉野神宮秋の大祭 吉野町 流しびな 五條市 

弓祝式（鳥川神社） 川上村 毘沙門天会式 五條市 

朝拝式（金剛寺） 川上村 春期大祭（瓣天宗） 五條市 

庚申（徳蔵寺） 川上村 武智麿呂祭（榮山寺） 五條市 

全日本そまびと選手権大会 川上村 ぼたん祭りと名宝展（金剛寺） 五條市 

ちゃごかご（十二社神社） 川上村 花会式（大沢寺） 五條市 

かみせ祭 川上村 自由市場かげろう座 五條市 

お渡り 川上村 れんげ祭（地福寺） 五條市 

山幸彦まつり 川上村 紅葉葵祭り（吉祥寺） 五條市 

自然満喫会 山の学校・達ちゃんクラブ 川上村 吉野川祭り（吉野川原） 五條市 

龍泉寺初午 東吉野村 御霊神社祭り（戎神社前） 五條市 

円覚寺念仏踊 東吉野村 丘祭り（波宝神社） 西吉野村 

丹生川上神社秋祭（小川祭り） 東吉野村 すすき献灯 西吉野村 

深吉野賞（全国俳句大会） 東吉野村 カッキーフェスタ 西吉野村 

弓矢祭（薬師堂） 上北山村 惣谷狂言 大塔村 

北山宮春の大祭 上北山村 篠原踊り 大塔村 

大台ケ原山祭 上北山村 サマーレイクフェスティバル 大塔村 

上北山村清流まつり 上北山村 阪本踊り 大塔村 

北山宮秋の大祭 上北山村 弓手原のオコナイ 野迫川村 

さくら祭り 下北山村 北今西のオコナイ 野迫川村 

夏祭り 下北山村 平維盛・春の大祭 野迫川村 

山の音楽祭 下北山村 平維盛・秋の大祭 野迫川村 

とんど 下市町 昴の郷マラソン大会 十津川村 

初市（千石橋～町内） 下市町 玉置神社初午大祭★ 十津川村 

梅の里山祭 下市町 国王神社大祭 十津川村 

夏祭り 下市町 揺れ太鼓 十津川村 

とんど 黒滝村 石楠花まつり 十津川村 

河分神社春まつり 黒滝村 玉置神社秋季大祭★ 十津川村 

白龍大神大祭（鳳閣寺火渡り） 黒滝村 盆踊り大会 十津川村 

（南大和五條・吉野路ガイド《奈良県南和広域連合作成》を参考に作成） 

※市町村の順番については、南大和五條・吉野路ガイドに基づき、国道沿いのルート順としている。 
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すすき献灯（西吉野村 HP より抜粋） 

源龍寺の流しびな（五條市 HP より抜粋） 

揺れ太鼓（十津川村 HP より抜粋） 

吉野山 

（奈良県パンフレット「世界遺産」より抜粋） 
小辺路 
（奈良県パンフレット「世界遺産」より抜粋） 

雲海 
（奈良県パンフレット「世界遺産」より抜粋） 


