
いなみ山の会 

山行計画書(登山届) 
  ２０２３年４月９日  

県警 地域課 御中 

所 属  なし                      （緊急連絡先） 

  団体名  いなみ山の会           氏名  赤対  

  代表者  都倉 芳一            救援体制  あり（    人）・なし 

実施日 令和５年４月９日(日)～１１日(火) 登山方法 縦 走 

登山地 山口：寂地山・右田ケ岳・鬼ケ城 技術度 ★★＋ 

集 合 ５：３０（詳細は別途） 交 通 車 

役割   氏 名 性別 年齢 血液     現 住 所   本人携帯 緊急時連絡先 

ＣＬ 大西  男       

         

コース 

タイム 

■ ９日(日) 「寂地山」 

稲美町5:30⇒山陽姫路西IC⇒吉和IC⇒寂地峡キャンプ場(寂地峡案内所)10:30→竜

ヶ岳分岐→タイコ谷出合→みのこし峠12：30→右谷山13:00→みのこし峠→寂地山

14:20→休憩所→犬戻歩道入口休憩所⇒寂地峡キャンプ場16:00（泊） 

※実歩行時間：約４時間50分（寂地山４時間50分） 

 

■１０日(月) 「右田ケ岳・秋吉台」 

キャンプ場7:00⇒右田小学校前Ｐ8:50→石船山9:30→西峰10:25→勝坂登山口11:15

→右田小学校前Ｐ11:40⇒秋吉台(長者ケ森と冠山)12:30/15:00⇒千畳敷高原キャンプ

場16:00（泊） 

※実歩行時間：約５時間15分（右田ケ岳２時間50分＋秋吉台２時間25分） 

 

■１１日(火) 「元乃隅神社・角島大橋・鬼ケ城・関門トンネル人道」 

キャンプ場7:00⇒元乃隅神社7:10/7:40⇒角島大橋8:20/8:40⇒鬼ヶ城Ｐ9:40→10:40

→主稜線鞍部→鬼小屋10:50→11:10鬼ヶ城→鬼小屋→主稜線鞍部→鬼ヶ城Ｐ12:20⇒

唐戸市場13:20→関門トンネル人道→唐戸市場15:00⇒下関IC⇒山陽姫路西IC⇒稲美

町21:00  

※実歩行時間：約３時間30分（鬼ヶ城２時間40分＋下関１時間）  

 

コース 

紹介等 

２泊３日のテント泊で山口県の山に登ります。低山中心ですが変化に富み、秋吉

台の広大なカルスト台地のトレッキングや人気の観光スポットにも行きます。 

・「寂地山(じゃくちさん)1,337m」は、山口県最高峰でブナ林は中国山地最大級の規模 

・「右田ケ岳(みぎたがだけ) 426m」は、アルペンムード漂う山容で登山家たちに人気 

・「秋吉台」は、広大なカルスト台地を歩くトレッキングが魅力 

・「元乃隅神社(もとのすじんじゃ)」は、日本海と朱色の鳥居が生み出す神秘的な風景 

・「角島大橋(つのしまおおはし)」は、無料で渡れる一般道路で日本屈指の長さ(1,780m） 

・「鬼ケ城(おにがじょう) 620m」は、鬼小屋がある展望抜群の山 

・「唐戸市場」は、鮮魚や寿司などを様々な店が立ち並ぶ下関の人気の卸売市場 

・「関門トンネル人道」は、関門海峡を繋ぐ、全長780mの歩行者専用海底トンネル。 
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歩行者は無料、自転車20円。ＮＨＫの72時間ドキュメントでも紹介されました。 

・ベースキャンプ方式のテント泊です。（テントは担いで上がりません） 

 「千畳敷高原キャンプ場」は、日本海の眺望が抜群の場所です。 

 

■ 共同装備 

   会用テント、コッフェル、バーナー（  ）、個人用バーナー、ボンベ（  ） 

家庭用ガスコンロ、食材、調味料等（食事担当）、テーブル（  ）、椅子（  ）、 

ポリタン（  ） 

   

■ 個人装備 

    ２泊３日のベースキャンプ方式のテント泊山行に必要なもの。（寝袋、食器など） 

   ※ 個人用テント持参でもかまいません。 

   ※ 温泉グッズ 

※ ビール以外のお酒とつまみは、持ち寄り 

 

■ 宿泊：寂地峡キャンプ場 0827-74-0776 4月～11月まで サイト(路地)1,040円⇒２サイト 

              ※予約先 0827-74-0776、 温水シャワーあり 

：千畳敷高原キャンプ場 5人以下 500円、10人以下800円 0837-37-4211 ※当日受付 

     

■ 食事 １日目 朝（  － ）・昼（個 食） ・夜（共同食） 

     ２日日 朝（個 食）・昼（個 食） ・夜（共同食） 

３日目 朝（個 食）・昼（唐戸市場）・夜（ － ） 

 

■ 風呂 １日目 寂地峡キャンプ場の温水シャワー 

     ２日目 景清洞トロン温泉 ｢秋吉台リフレッシュパーク」内 600円 08396-2-2177 

■ 交通  

 稲美町役場 ⇒ 寂地峡キャンプ場 ４時間 10分 ﾅﾋﾞ：岩国市錦町宇佐 1388 

    寂地峡キャンプ場 ⇒ 右田小学校前Ｐ １時間 34分 ﾅﾋﾞ：0835-22-1382 

    右田小学校前Ｐ ⇒ 秋吉台 38分 ﾅﾋﾞ：名称入力 

    秋吉台 ⇒ 千畳敷高原キャンプ場 １時間 ﾅﾋﾞ：名称入力 or長門市日置中 1138-1 

    千畳敷高原キャンプ場 ⇒ 元乃隅神社 10分 ﾅﾋﾞ：名称入力 or長門市油谷津黄 498 

    元乃隅神社 ⇒ 角島大橋 40分 ﾅﾋﾞ：名称入力 or ﾏｯﾌﾟｺｰﾄﾞ 851 376 040*84 

    角島大橋 ⇒ 鬼ケ城 １時間 ﾅﾋﾞ：地図入力 

鬼ケ城 ⇒ 唐戸市場 44分 ﾅﾋﾞ：083-231-0001 

唐戸市場 ⇒ 稲美町役場 ５時間 30分 

   

■ 費用 １人 15,000円程度 （車距離：往復 約 1,000km） 

（高速代：山陽姫路西IC ⇒ 吉和IC  休日・夜間 4,510円 一般 6,440円） 

（   ：下関IC ⇒ 山陽姫路西IC  休日・夜間 6,540円 一般 9,530円） 

 

※ 中止の場合は、連絡します。 

（寂地山） ※山口県の最高峰 

https://www.yamakei-online.com/yamanavi/yama.php?yama_id=866 ← コースタイム地図 

tel:0827-74-0776
https://www.yamakei-online.com/yamanavi/yama.php?yama_id=866
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https://www.yamakei-online.com/cl_record/detail.php?id=183365 ← 安芸冠山はカット 

http://ippuku.halfmoon.jp/yama/yamaguti/jyakuti/0304jyakuti/0304jyakuti.html 

http://kankou.iwakuni-city.net/jakuchikyo-2.html ←寂地峡 

 

（右田ケ岳） ※岩山が楽しい 

http://shuza.g2.xrea.com/migitanisime07/migita07.html 

http://anoyama-konoyama.net/100314.html 

 

（秋吉台） 

https://karusuto.com/wp-content/uploads/2018/08/TREKKING1_A3_b_0522.pdf ←マップ 

https://setouchifinder.com/ja/detail/886 ←長者ケ森と冠山 

http://www.c-able.ne.jp/~mitou-14/home/map/%E7%A7%8B%E5%90%89%E5%8F%B0%E3%83%88%

E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0Map.pdf 

 

（元乃隅神社） 

https://www.asoview.com/note/651/ 

 

（角島大橋） 

https://recotripp.com/article/4cjneogkp 

 

（鬼ケ城） 

https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-2905972.html 

https://outdoor-cooking.info/outdoor-blog/hiking-to-mount-onigajo/ 

 

（唐戸市場） 

https://rurubu.jp/andmore/article/17035 

 

（関門トンネル人道） 

https://www.gururich-kitaq.com/spot/kanmon-pedestrian-tunnel 

https://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2018087294SA000/ 

 

（寂地峡キャンプ場） 

https://map.sonysonpo.co.jp/guidecamp/detailMap?account=guidecamp&accmd=0&adr=32

&bid=35010220&pgret=1 

https://www.mapple.net/sp_spot/170624/ 

 

（千畳敷高原キャンプ場） 

https://www.oidemase.or.jp/tourism-information/spots/13388 

https://tryangle.yamaguchi.jp/tryangle/nagato-senjoujikikougencamp 

 

【代替候補】 

（東鳳翩山）ひがしほうべさん 初級 ※新日本百名山 
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http://www.jac.or.jp/oyako/f15/d40a010.html 

http://www.100nokandou.com/sin100meizan/85higasiho.html 

https://houshizaki.sakura.ne.jp/higasihoubenzan2.htm 

 

（莇ヶ岳）あざみがだけ ３Ｈ５０分 ～弟見山縦走 ※中級 

https://www.yamakei-online.com/yamanavi/yama.php?yama_id=873 

 

（笠山） ※萩市にあり、明神池、風穴など見どころがいっぱい 

https://gurutabi.gnavi.co.jp/i/i_125910/ 

 

（遠岳山） ※海の近く 

https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-246750.html 

 

（白滝山）２Ｈ４５分 観音岩コース ※上級コースは止める 

https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-290493.html 

https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-854516.html 
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