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冬の大三角・北部九州超低山巡りの旅
はじめに
福岡で活動する社会人落語（アマチュア落語）の仲間のイベント（三日間で四つの落語会）を応援かたがた
鑑賞させていただこうという趣で福岡旅行が決まった。どうせ福岡まで行くのなら、ついでに色々楽しんで
来ようと思い「北部九州の超低山歩き」も考えて見た。
各都道府県で一番低い山を歩きはじめてから何年になるだろうか、関東地方はすべて歩いたので次は中部地
方へと手を広げ始めたところである。
九州各県へは距離的な問題もあり気軽に出かける訳にもいかないので、
何かの機会に抱き合わせで行こうと思って、密かに情報面での準備だけは進めて来た。
各県の七つの山に関する情報を調べてまとめて見たが、福岡から手軽に行くことができるのは福岡県と佐賀
県ぐらいで、無理したところで大分県あたりまでが限界だろうと考え、まずは旅立ってから状況を見ながら
判断することにした。
三日間の落語会ラッシュが終って平成 27 年 12 月 14 日、福岡県下は久しぶりに朝から快晴で好機到来。
＜その１＞ 福岡県で一番低い山 「小岳」
朝食を済ませてひと休みのあとホテルを 8 時 10 分に出発。ホテルから至近距離にあるニッポンレンタカー
住吉営業所に飛び込んでホンダ N-Box を借りて 8 時 23 分に出発。
（12 時間 7,128 円）
朝のラッシュの時間が始まり通行量の多い博多の町中は他所者には恐い。ジグザグにルートをとって海辺に
近付いて行くと徐々に朝のラッシュから解放されるようになってきた。香椎へ出て海の中道への道に入ると
もう車の通行量は少ない。左手に博多の町と背後の山なみを望むようになると海の中道海浜公園。公園の一
番奥にあるＪＲ香椎線の西戸崎（さいとざき）駅に 9 時 23 分に到着。駅のトイレで用をたしながら終着駅
の撮影を楽しんでいる内に折り返しの電車が入ってきた。
カーナビゲーションの目的地を志賀中学校に設定して注意深く走っていくと、住宅街の先にショートコース
のゴルフ場と中学校が現れた。ゴルフ場の駐車場に車を止めて、9 時 30 分地図を片手に歩行開始。
中学校とゴルフ場の間の道を注意深く進んで行くとすぐに松林が始まり、中学校の正門前に「小嶽神社」と
書いた赤い鳥居を発見。小さな神殿の前で道はなくなっているので、強引に斜面を上りつめたらすぐに稜線
に飛び出した。
9 時 45 分、最も高いピーク
に到着したが何の表示も標
識もない。どう考えてもこ
こが海抜 21ｍの小岳の頂
上に違いない。何枚か写真
を撮った後南側の斜面を下
り、中学校とゴルフ場の間
の道に下山。
地図を見ると、この道は海
岸に出られそうなので行っ
てみることにした。穏やか
な日差しに揺れる海面と能
古島（のこのしま）をしば
し眺めた後駐車場に戻った。
駐車場で飲み物を飲みなが
ら次の行程を検討。大分へ行くか、佐賀へ行くか、それとも両方行くか、両方行くならどちらへ先に行く方

が効率的か・・・・。
熟慮の末、まずは佐賀県で一番低い山を目指そうという解を得て 10 時 30 分に出発。
＜その２＞ 佐賀県で一番低い山 「櫻ケ岡」
カーナビゲーションを佐賀県小城（おぎ）市の小城公園にセットして出発。和白（わじろ）
・香椎経由で福岡
都市高速道路に入り、水城（みずき）で 3 号線に降りて左右の山なみを楽しみながら鳥栖（とす）へ。東西
南北に走る高速道路の交点になった巨大な鳥栖 IC から長崎自動車道に入り、脊振（せふり）山南部の緩や
かな傾斜を右手に見ながら佐賀平野へ。
快晴の空の下に広がる佐賀平野の向こうに天山（てんざん）から多良の山なみまでがうかがえる。
佐賀大和 IC で下りて小城・牛津方面への道に入るともう静かな町並に入ってしまう。広い平野の中の僅か
な起伏である櫻ケ岡はすぐにわかった。小城公園の駐車場に 12 時 05 分到着。平日の昼間で人影はない。
小城藩の初代藩主鍋島元茂が鯖岡（沙婆岡）と呼ばれる小さな丘に櫻を植えて茶屋を設けたのが始まりで、
のちに櫻岡と名付けられた。後年池水・邸閣が配されて櫻の名勝となり、その美しさは朝廷にも聞こえ、後
西院天皇の御製の詠歌も賜ったったとのこと。
南北に長い小城公園は南側に大きな池が二つあり、北側が山になっており最高点は一番北にある烏森稲荷神
社にあるようだ。
まずは池の畔から岡山神社
へ上がり、境内を北進する
と少しずつ高度を増してい
く。築山をいくつも越えて
烏森稲荷神社を抜けると、
石段が待ち構えていた。石
段を上り切ると、何やらう
やうやしき石碑が立つ櫻ケ
岡の最高点（海抜 41ｍ）に
辿りついた。時計を見ると
12 時 20 分、おなかも空い
てきた。石碑は後西院天皇
の御製の歌を記念するもの
のようだが、文字が判読し
にくい状態。
北側には天山・彦岳の稜線が間近に見られ、東側には佐賀市南部の広大な平野が広がるなかなかの景色。
駐車場に戻ったが付近にお店は一軒もない。
これから大分まで行って夕暮れまでに一山登って、博多のニッポンレンタカーへ 20 時 30 分迄に車を返せる
だろうか？時間的には微妙なタイミングだが、いちかばちか強行することにした。腹は減っているが付近に
店がないので我慢して、12 時 50 分に出発。
＜その３＞ 大分県で一番低い山 「碇山」
空腹のせいかラーメン屋の看板がやたらに気になる。佐賀大和 IC から長崎自動車道に入り、時計を見なが
ら東進。最初に出会った金立（きんりゅう）SA でトイレ休憩のついでに豚まんとコーヒーで昼食。鳥栖 JCT
から大分自動車道に入ると左の車窓に甘木・夜須（やす）の山々が、右の車窓には田主丸（たぬしまる）周
辺の山々が連なるようになってくる。そして日田を過ぎると両側の山なみが車窓にどんどん近付いてくる。
時速 95Km 程度のスピードで走り続けながら景色を楽しむのはかなり忙しいが、30 余年前に歩いたことが
ある山がいくつもいくつも見えて懐かしくて嬉しくてたまらない。どこかで止まってゆっくり景色を楽しみ
たい心境ではあったが、夕暮れまでに碇山に登らなければならないので、そうもいかない。

九重（くじゅう）の山々を遠望し、由布岳（ゆふだけ）が間近に迫ってくるようになり大分が近くなってき
たことを実感。
日出 JCT まで来ると眼下に別府湾が広がってきた。海を見下ろす別府湾 SA でトイレタイム。ついでにカメ
ラを持って「海と山の素晴らしい景観」のサービスエリアを楽しんだ。
別府湾 SA を出ると道は海岸線に向かってひたすら下り続けて、大分光吉 IC に 15 時 17 分着。何とか時間
的には大丈夫そうな感じになってきた。国道 210 号線へ出て大分川に沿って下郡バイパスに入ればもうあと
僅か。バイパスを離れて路地に入るとカーナビゲーションを「豊肥線の滝尾駅」にセットして慎重に進み、
駅付近で「碇山公園」に再設定。碇山公園は住宅地を走る細い道の果てにあった。15 時 30 分に到着。
日没が迫る中で効率よく事を運ぶ必要があり、気が焦る。
紅葉した木の葉が散るジグザグに走る道を小走りで登っていくと熊野神社という立派な神社が姿を見せた。
その僅か上に平坦で広い山頂が広がっており、赤い標識が「碇山 56ｍ」と示している。三脚にカメラをセッ
トしてシャッターチャンスを待つ人が二人いるだけの静かな頂上は、海抜 56ｍでは勿体ないような素晴らし
い景色。由布岳・鶴見岳を中心に特徴的な形の山々が左側に、国東半島と別府湾が右側に広がる大パノラマ。
碇山は約 9 万年前の阿蘇山
の噴火による火砕流のなれ
の果てだと言われている。
当初は海の中にあり、神武
天皇が東征のおりに碇を下
したという伝説もあり、
「碇
島」と言ったらしい。現在
でも資料を紐解くと碇島と
書かれているし、公園の中
に立つ説明の看板にも「お
おいたの遺産 碇島」と書
いてあった。
時計を見ると 15 時 45 分、
何とか 16 時前に登頂する
ことができた。見応えのあ
る景色を何枚もカメラに収
めながらカメラを構えている地元の人と立ち話。どうやら夕暮れ時のシャッターチャンスを待っているよう
だった。この景色は日没の瞬間を見たくなるような景色ではあるが、時刻が気になる。
参道を戻って車の中から、碇山の東側の明野高尾に住む U さんに電話で報告した後で 16 時に神社を出発。
往路を引き返して大分光吉 IC から大分自動車道に入ると今度は連続した登り勾配の連続。日出 JCT あたり
からは日没に向かって走るようになるのでまぶしさと暑さで頭が霞んでくる。往路同様に、由布岳を皮切り
に九重北端の山そして内陸の幾重にも重なる山なみ楽しみながら日没を追いかけて走る。それは「時との戦
い」
という言葉がぴったりするようで、
やがて太陽が山の端に隠れると同時に闇と冷気が襲いかかってきた。
鳥栖 JCT まで来るともう完全に暗闇で景色など楽しむべくもなく、行きかう車のヘッドライトを見送るだけ
になってしまった。夕方のラッシュ時間帯にかかってしまって都市高速道路はやや混雑気味だったが、ガソ
リンを満タン給油した後住吉のニッポンレンタカーに 18 時 40 分に帰着することができた。
メーターを見たら走行距離は 450Kｍだった。今となれば、碇山の頂上でもう少しゆっくりすればよかった
なと思いもするが・・・・、まずは 1 日で三県クリヤしたことを祝うのが先決。昨日見つけた東住吉通りの
「かき川」に入って黒霧島のお湯割りで祝杯をあげた後、鯖の塩焼きでご飯。
おわりに
高速道路の整備が進んだことで三県の山を一日で梯子することができた。

福岡に住んでいた 35 年前には高速道路は福岡から熊本の松橋までしか通っていなかったので、こんな芸当
はできなかった。それでも宮崎県・熊本県県境南部の山まで出向いたものだった。35 年の時の流れと科学技
術の発展に感謝すべき旅だったとも言える。
小岳・櫻ケ岡・碇山、この三つの点を結ぶと大きな三角形を描くことができる。そんなことからこの旅に
「冬の大三角」という副題をつけて見た。
さて九州各県で一番低い山、残り半分はどうしようか？これを考えることだけでまた楽しくなる。
以上
＜付録＞ 各県で最も低い山・九州篇・・・・参考文献 「日本山名事典」三省堂
県名

山名（よみ）

高さ（海抜ｍ） 場所

福岡

小岳（こだけ）

21ｍ

海の中道

佐賀

櫻ケ岡（さくらがおか）

41ｍ

小城市小城公園

大分

碇山（いかりやま）

56ｍ

大分市豊肥線滝尾駅前

標高点なし

大分

濃霞山（のうかやま）

60ｍ

佐伯市佐伯港

標高点あり

長崎

細ケ岳（ほそがたけ）

25ｍ

五島列島黄島西端

熊本

白島（しらと）

19ｍ

八代港（球磨川河口）

宮崎

虚空蔵山（こくぞうやま）

49ｍ

日南線南郷駅北東 目井津漁港

鹿児島

宮城山（みやぐすくやま）

58.4ｍ

奄美諸島徳之島

備考

三角点あり

