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『KDDI 株式会社』が道普請 を実施します！！
県では、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の保全と活用を図るため、企業、団
体、来訪者等の皆さまによる「１０万人の参詣道環境保全活動」を実施しています。
この度、本活動の趣旨にご賛同された『KDDI 株式会社』に、下記のとおり道普請
を実施していただくことになりました。
記
１．日

時

２．場
所
３．参加人数
４．内
容

令和４年５月２８日（土）１３：１５～１４：３０

※当日が雨天の場合は、翌日 29 日（日）同時刻に実施します。
また、荒天および参詣道の状態によっては中止の可能性があります

熊野古道中辺路 三軒茶屋跡付近（道標 71 番周辺）
約４０名（予定）
道普請を実施後、三軒茶屋跡～熊野本宮大社間の約 2.1ｋｍの熊野
古道をトレッキングします。今回道普請に加え、翌日 29 日（日）
に熊野速玉大社権現川原の清掃活動も実施していただく予定です。
◆『ＫＤＤＩ株式会社』によるサステナビリティ活動◆

ＫＤＤＩによる道普請は、今回で７回目の実施となります。
ＫＤＤＩでは、社会とともに持続的成長を目指すため、サステナビリティ重要課題を定
め、スマホ・ケータイ安全教室や使用済み携帯電話のリサイクル等、様々なサステナビ
リティ活動に取り組んでいます。
関西地区での主な環境保全活動として、道普請の他にも、コウノトリ生育地保全活動や
天王山森林保全活動並びに京都大学芦生研究林保全活動に取り組んでいます。

「１０万人の参詣道環境保全活動」の３つの効果
✓世界遺産の保全・・道普請活動により、世界遺産の道を後世に良好なままで伝えることができます！！
✓誘客及びリピーターの獲得・・何ものにも代え難い達成感が得られ、
“世界遺産ファン”が増えます！！
✓企業の広報展開・・ＣＳＲレポートや企業の広報ツールにより、国内外に熊野古道の魅力を発信！！
※平成２１年度から企業・学校等 150 団体、累計３万４千人以上の方が参加しています。

※実施予定箇所

※前回活動の様子

報道関係者各位
2022 年 5 月吉日
ＫＤＤＩ株式会社

「世界遺産熊野古道道普請活動」の実施について
～環境保全ボランティア活動の取り組み～
日時：2022 年 5 月 28 日（土） 11:15～14:30
※雨天時は 29 日（日） 13:15～14:15 に変更、29 日（日）も雨天の場合は中止
場所：熊野古道 中辺路 三軒茶屋跡

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、KDDI 株式会社（以下、KDDI）は、2022 年 5 月 28 日(土)並びに 29 日（日）に、2022 年度の関西地区サ
ステナビリティ活動の一環として、世界遺産である和歌山県の熊野古道の道普請ボランティア活動（注）を実施致
します。なお、当該ボランティア活動は、和歌山県の協力の元、今回で 7 度目の実施となりますので、是非、取材
いただきたくご案内申し上げます。
KDDI は、社会の持続的成長に貢献する会社を目指しており、そのため、SDGs への取り組みの一環として多様
なサステナビリティ活動や環境保全活動を推進しています。
本活動は、社員が同じ関西地区にある世界遺産の環境保全活動に参加することで、KDDI の環境保全活動へ
の理解を深めると共に社員の一体感醸成を図り、地域コミュニティとの関係を強化することを目的として実施して
います。
関西地区では、2022 年 4 月 23 日に、第 32 回となる「天王山（京都府山崎町）における森林保全活動」を KDDI
グループ社員およびその家族 95 名で実施しました。
その他に「豊岡市でのコウノトリ生息地保全活動」を 2021 年度で 5 回目を実施し、「京都大学芦生研究林保全活
動」を 2021 年度より実施しています。
また、全国でも、高尾山（東京都八王子市）や富士山（山梨県南都留郡）を始めとする森林保全活動や各地の清
掃活動、自然保護活動等、積極的にボランティア活動を実施、予定しております。
KDDI は、今後も全国各地における環境保全活動の推進並びに社員ボランティア活動の更なる活性化による地
域コミュニティとの関係強化を図ってまいります。
「世界遺産 熊野古道 道普請 2022」の概要につきましては、別紙をご覧ください。
敬具
（注） 平成 16 年 7 月、世界遺産として登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」の保全と活用を図る為、和歌山県様が企業、
団体、来訪者等による「１０万人の参詣道環境保全活動」を実施中。本活動の趣旨に賛同し、KDDI は、参詣道の土の補
充、横断溝・側溝の清掃、浮き石拾い等の環境保全ボランティア活動を実施する予定です。

≪本件に関するお問い合わせ≫
KDDI株式会社 関西総支社 広報担当 TEL：06-4977-6600

＜別紙＞
～「世界遺産 熊野古道 道普請２０２２」概要～
１．活動目的
①ＫＤＤＩの SDGs への取り組みの一環として、世界遺産（熊野古道）の保全活動を通じて、社員の環境保全
の理解を深めると共に一体感の更なる醸成を図り、地域コミュニティとの関係を強化する。
②ＫＤＤＩの思いと笑顔を世界の人に、世界遺産の道を将来につなぐ。

２．活動日程
2022 年 5 月 28 日（土）、29 日（日）
①日帰り、②1 泊 2 日の 2 コースを予定
※荒天の場合は中止
３．取材について
取材につきましては、以下の通り受け付けますので、何卒ご参加の程、お願い申し上げます。
☞集合場所：和歌山県世界遺産センター（熊野本宮館内） 多目的ホール
＜別紙 「住所・周辺地図」 をご参照ください＞
☞集合時間：2022 年 5 月 28 日（土） 11：00
☞所要時間：2021 年 5 月 28 日（土） 11：15～14：30
【当日の予定】（仮）
11:15～11:25 挨拶
和歌山県世界遺産センター 所長 山西 毅治
KDDI 株式会社 理事 関西総支社長 田中 稔
11:25～11:50 スケジュールの説明等
11:50～12:30 昼食
12:30～12:50 大斎原（おおゆのはら）散策
12:50～13:15 移動 （ 大斎原 ⇒ 平岩口バス停 ⇒ 三軒茶屋跡）
13:15～14:30 道普請活動
※道普請活動のみの取材の場合は、12:30 世界遺産センター（熊野本宮館内）にご集合下さい。
４．道普請 予定場所
熊野古道 中辺路 三軒茶屋跡（道標 71 番周辺）
５．参加者
ＫＤＤＩ社員およびその家族
６．参加予定人数
約 40 名程度を想定

≪本件に関するお問い合わせ≫
KDDI株式会社 関西総支社 広報担当 TEL：06-4977-6600

■住所・周辺地図
世界遺産 熊野本館
〒647-1731 和歌山県田辺市本宮 100 番地の１
TEL 0735-42－0751 FAX 0735-42-0752

道普請実施予定箇所

＜田辺市 世界遺産熊野本宮間 HP より引用＞

■交通案内
京阪神方面から
電車で

●京都・新大阪・天王寺駅から JR きのくに線（特急電車）にて
紀伊田辺駅下車。駅前から龍神バスで田辺市本宮町へ。
●京都・新大阪・天王寺駅から JR きのくに線（特急電車）にて
新宮駅下車。駅前から熊野交通バスまたは奈良交通バスで
田辺市本宮町へ。

自動車で

●阪和自動車道（海南湯浅道路・湯浅御坊道路）南紀田辺 IC より、
国道 42 号線を南下。上富田町朝来（あっそ）より国道 311 号線に入り
田辺市本宮町へ。
●阪和自動車道（海南湯浅道路・湯浅御坊道路）吉備 IC より、
国道 424 号線を南下。田辺市龍神を経て国道 311 号線に入り
田辺市本宮町へ。
●西名阪自動車道香芝 IC より、国道 24 号線、五條市を経由して
国道 168 号線を南下し、田辺市本宮町へ。

≪本件に関するお問い合わせ≫
KDDI株式会社 関西総支社 広報担当 TEL：06-4977-6600

ＦＡＸ返信用紙
KDDI 関西総支社

広報担当

FAX：06-4965-8400
「世界遺産 熊野古道 道普請 2022 について」
～環境保全ボランティア活動の取り組み～
5 月 28 日（土）取材申込み
【日時】

2022 年 5 月 28 日（土） 11 時 15 分～14 時 30 分

【場所】

世界遺産 熊野本宮館 多目的ホール
〒647-1731 和歌山県田辺市本宮町本宮 100 番地の 1

□ご出席

□ご欠席

御社名
御名前
御電話番号
ご連絡先 E メールアドレス

ご出席につきましては、お手数ですが、こちらの FAX 返信用紙に必要事項をご記入の上、
5 月 25 日（水）までにご返信いただきますようお願い申し上げます。

≪本件に関するお問い合わせ≫
KDDI株式会社 関西総支社 広報担当 TEL：06-4977-6600

