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北九州市門司区 戸ノ上山（大台ケ原）



大台ケ原から大里の市街地と関門海峡を望む

　風師山の山頂部は三つの峰からな
り、その形から髪飾りや冠に花を挿し
た様を指し、挿頭花ノ山と書いて『か
ざしのやま』と言われたという。
　我が国山岳界の大先達である槇有
恒の記念碑や吉井勇の歌碑などがあ
る風頭から眺める関門海峡の眺望は
抜群。眼下に巌流島（舟島）が望める
ほか、海峡の東西には周防灘と玄界
灘の海が広がり、晴れていればはるか
大分県の由布岳や鶴見岳の山々も遠
望できるという。また、風頭や展望台
から見る夕景や夜景は変化に富み雄
大で素晴らしい。
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　山頂には、矢筈山キャンプ場があ
り、深い照葉樹林に囲まれ、多くの
動植物が生息している。樹木のトン
ネルをくぐれば、森林浴をゆっくり
と楽しめる山道が続く。
　戦時中は山頂に旧陸軍の保塁陣地
が築かれ、当時の名残が現在も残っ
ており、一部はキャンプ場の施設と
して使われている。キャンプ場南西
面のスナイダー広場からは戸ノ上山
の秀麗な眺めが楽しめる。

　古くは弘法大師が806年、唐から都に戻る途中、戸ノ上山に魅せられ上陸し、
山麓に満隆寺を建立したと伝えられる霊峰である。山頂からの関門海峡、巌流
島、彦島方面を眼科にする景観は絶景。
　「大台ケ原」と呼ばれる美しい緑の平地では、春夏秋冬パノラマ的に景色を
堪能できる。特に冬場の日の出は美しく、毎年多くの登山客が初日の出を楽し
みに訪れる。
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約５時間（昼食・休憩含む）

大久保貯水池
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「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
電子地形図 25000を複製したものである。（承認番号　
平30情複、　第1074号）」
この山あるきガイドマップを複製する場合には、国土地
理院の長の承認を得なければなりません。
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登山会が建てた山小屋は毎日の登山
者により、きれいに保たれている。

※矢筈山キャンプ場は、「平成 30 年 7 月豪
雨」の影響により、アクセス道路等が不
通であるため、当分の間、使用できませ
ん。（平成 31年３月現在）

山頂には戸上神社の上宮がある。
木立の中で静けさが際立つ

この木のゲートをくぐれば風師山・
矢筈山への登山口につながる

風頭には日本山岳会の発展に貢献
した槇有恒記念碑が建っている

緩やかなアップダウンが続く。登
山道は整備されていて歩きやすい

キャンプ場を通り山頂へ向かう。
史跡を探すのも楽しみの一つだ

登山道路沿いにはもみじが多く、
春は新緑、秋には紅葉が楽しめる
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風師山の魅力は、何といっても風頭の360°見渡せる景
色にあります。よく晴れ渡った日にははるか大分県の由
布・鶴見、国東半島までよく見えます。毎日早朝登山す
る登山者も多く、北九州市でとても人気のある山です。

幼児から大人まで幅広い年代が楽しみに訪れる大台ケ原で
は、関門海峡、響灘そして市街地と、東西南北で違ったロケー
ションを楽しむことが出来ます。特に北九州空港の真上か
ら登る初日の出はとてもすばらしいですヨ。

吉井勇歌碑「風師山のぼりて空を
仰ぐとき雲と遊ばむこころ起りぬ」
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本山は比叡山延暦寺の天台宗の寺院。境内からは大里
の街並みや海峡が望めるほか、戸ノ上山頂への直行
ルートもでている。

大久保貯水池
大正１４年に旧大日本製糖大里製糖所が工業用水確保の為、山深い城山の地
に水源地を築造した。今はコナラ・スダジイ・マテバシイ・アラカシ・アカ
ガシなどの常緑林に囲まれ静かな佇まいをみせる。

戸ノ上山の頂に上宮、麓に下宮を有している。創建は宇多天皇の
寛平年間（889～ 898 年）。戸ノ上山上に三柱の大神を祀った事
に始まるといわれ、大里地区の氏神となっている。九州の諸大名
が参勤交代で大里宿を通過する時、交通安全を祈願していた。

戸上神社の境内にある。806年、弘法大
師が唐から都に戻る際、戸ノ上山頂に草
坊を結び、真言密法を修めたと言われる。
これが満隆寺の起りとされている。

太宰府を追われた平家一門が築
いた安徳天皇の仮御所の跡と伝
えられている。現在は戸上神社
の御旅所になっている。

高野山真言宗に属し、本尊は十一面
観世音菩薩。観音堂の前の岩清水を
“お乳水”といい安産を願う参詣者が
数多く訪れる。 小森江貯水池跡地を公園として整備された。シイ、カシなどの自

然の森を利用した施設が整備され、貯水池の名残である堰堤や、
レンガ造りの塔や水門が今なお残っている。夏は草スキーを楽し
め、親子連れに人気が高い。

北九州市の都市型公園の第 1 号。風
師山の登山口にあたる、清滝川の渓
流を生かしており、今もなお清滝の
名にふさわしい清水のせせらぎを見
ることができる。
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近年、門司区ではイノシシ目撃情
報が多く寄せられています。イノ
シシに遭遇したときは刺激を与え
ず、ゆっくりその場を離れてくだ
さい。
人慣れしたイノシシは人に危害を
加えるおそれがあります。
絶対に餌付けをしないでください。

ハチクマはユーラシア中部に分布するタカの仲間です。「ハチクマ」の名は、同じ猛禽類の
クマタカに似た姿でハチを主食とする性質を持つことに由来します。北九州市の希少な野生
生物で、 風師山では９月の中旬ごろに  「渡り」を見ることができ、多くのファンが集まります。

里山や公園でよく見られ
る身近な野鳥。
鳴き声「ヒーヨ！」

本州、四国、九州で繁殖する留鳥。
鳴き声「オーアーオー」

風師山の登山道沿いのたくさんのアジ
サイは、全て風師山早朝登山会によっ
て植樹されている。

３～４月に紅紫色の花を楽し
める。

日本の野生の桜の代表的な種。３～
４月頃、風師・矢筈山頂近辺を中心
に彩る。

風師山一帯が大水害で崩れた後に
植樹された。

４～ 5 月初旬に山のあちこちで開
花する様子を楽しめる。

羽の模様が鮮やかな大型の蝶。春の北
上、秋の南下を繰り返す「渡り」をする
蝶として知られ、時には一日に数百㎞も
移動する。　

ほかにも様々な種類の昆
虫が見られます。図鑑を
片手に散策する時間を設
けることもおすすめです。

風 頭付近などで見られ
る。開花期７～８月。

冬によく見られ
る渡り鳥。鳴き声

「ヒッ」「キッ」

冬鳥として秋にシベリ
ア方面から渡来する。
鳴き声「キョッキョッ」

春から夏にかけて一帯で鳴き
声が聞こえる。「ホーホケキョ」

「ケキョケキョケキョ」
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九州鉄道記念館前信号

JR門司駅から西鉄バス（行先
番 号 70・72・74・75・95）で
約７分。小森江バス停下車、小
森江口信号から小森江子供のも
り公園へ。園内の奥に登山口。

J R門司港駅から山手の国道３号
を小倉側へ→九州鉄道記念館前
を左折→清滝公園を経て舗装路
を約３０分で登山口。

門司
倶楽部

別院通り

戸ノ上通り

大里桃山町バス停下車、住
宅地の中の急勾配を上がり、
北九州都市高速道路の陸橋
を渡ると登山口につながる。

楽しく山あるきをするためにはまず安全第一。季節や天候などい
ろいろな条件に備えて、しっかり準備をしましょう。

※寺内バス停付近にも
戸ノ上山への登山口が
あります。

JR門司駅から西鉄バス（行先番号 70・72・74・75・
95）で約７分。小森江バス停下車、小森江口信号の所
に風師山小森江口の石標識あり。急勾配を上がり、小
森江子供のもり公園横の舗装路を上がると徒歩のみ通
過できる矢筈山登山道入り口ゲートが見える。

JR門司駅から西鉄バ
ス（行先番号 47・48）
で約９分。大久保バス
停下車後、城山町信号
を横断し、正面宅地左
手の細道を上がってす
ぐ右手に登山口。

小倉方面から国道３号を門司港方
面へ→九州鉄道記念館前交差点を
右折、清滝公園を経て舗装路を約
３.２kmで登山口。駐車可。

風頭へは、九州鉄道記念館前交差点より舗装
された道を車で行き、山道を約２０分歩くと到
着です。小森江側からは、小森江子供のもり公
園より、約1.5kmの山道です。
　風頭から風師山山頂を抜け、矢筈の分かれ
道を右へ真っ直ぐ下り、少し登ると矢筈山キャ
ンプ場です。


