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いわきの廃道 神楽山林道 

2021 年 11 月 23 日（火） 秋葉信夫、吉田睦、山中剛 

12 月 13 日（月） 秋葉信夫、栗崎透、栗崎容子、尾形成久、 

尾形長子、松本恵理、下山田安廣 

 

昭和 21 年から昭和 35 年まで小川町内倉から川前町神楽山麓まで森林鉄道が通って

いた。丁度背戸峨廊三連の滝の上部を通っていた。軌道が廃止されたのちも歩くことが

でき、背戸峨廊の上部 

で事故が起きると一番近い搬出路として使われていた。（＊神楽山林道の詳細については

ネット調べると、関東森林局のホームページで見る事ができます。） 

私も 30 年位前に「三連の滝」から歩いたことがあり、1 時間もかからず内倉に着い

たのを覚えている。その道がどうなっているかズーッと気になっており、一昨年歩いて

みた。土砂崩れで「三連の」からは上がれないので、その上の「猿峨廊」から上がり、

林道跡

をたど

った。し

かし、途

中で分

からな

くなり、

国道

399 号

の工事

中のと

ころへ

出てえ

らく遠

回りを

して内

倉に戻

った。 

その後、内倉から辿ったが

藪がひどくて途中で戻った。 

11 月 23 日、内倉から刈

り払いを行ったが、猿画廊の

約 200ｍ手前までしか進め

なかった。残りの刈り払いを

12 月 13 日に行い、猿峨廊

に下りる急斜面にトラロープ
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を設置し、何とか歩けるようになりました。 

内倉の国道 399 号線の工事現場事務所が神楽山林道の起点。 

後ろの作業道を辿ると内倉沢に架かる橋脚と橋の残骸が残っている。 

「危険」の看板が立っているとこをさらに進むと、橋脚と残骸が見られる。この先に神

楽山林道が続いているが断崖でこれ以上は進めない。看板の所まで戻って、トラロープ

の掛っている急斜面を登り迂回する。下方に先ほどの橋残骸が見られる。尾根を辿ると

工事中の国道 99 号に出るので手前の急斜面を降りる。 

沢を下がると林道跡に合流し、所々に橋の残骸や軌道敷の石垣が残っている。林道跡

はまだ続くが、猿峨廊の枝沢にトラロープで降りる。 

 来年は、内倉→内倉沢→背戸峨廊→猿峨廊猿→神楽山林道→内倉の周遊をやってみた

い。 
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竹貫鎌倉岳（669ｍ） 

2021 年 12 月５日（日） 太 

 

 鎌倉岳を東側コース（右回り）で登り、夕暮れを避けて頂上直下で折り返し（左回り）下山。車で

登山口を移動し、頂上に近く、日没の遅い西側コースで登りなおした。 

【東側ルート（荷市場登山口）】 

荷市場登山口の駐車場（砂利敷き）には、コース案内板と道標はあるが、トイレはない。駐車場の

奥から階段状の登山道が始まる。杉林、雑木の樹林を進み、小さな岩場を何度か超えると主脈の上に

出る。ここで西渡登山口からのコースと合流。四阿、携帯電話基地局があり、山頂まで尾根道になる。

賽の河原のピークに登って下ると山頂直下に分岐があり、ここから左回りコースに入った。左回りコ

ースは、急峻な主脈の中腹を通るコースで、クサリ箇所も多く、崩落個所もある。コース全体が夕方

は主脈の陰になって暗くなるのが早い。巨石、巨木など見どころたくさんだが、慎重に急ぐ。荷市場

登山口コースに合流するとそのまま下山。やはり頂上を踏みたいので、車で西側ルート（大沢登山口）

へ移動した。 

【西側ルート（大沢登山口）】 

大沢登山口駐車場から遊歩道入口まで舗装のため、鎌倉岳山頂までは 15 分足らず。 

駐車場トイレに寄り、長寿の強清水で喉を潤すと、さっそく登頂した。完全な日没まで少しだけ時

間があったので、駒形神社に立ち寄り※、賽の河原まで行ってから折り返した。二度目の賽の河原だ

が、地蔵菩薩が残照に照らされ少し赤かった。駐車場に戻る頃は、とっぷり暮れていた。 

※神社から修験の森へは「遊歩道の一部が陥没しており、大変危険なため」通行禁止とのこと 

文責：太 

タイム 

【東側ルート（荷市場登山口）】（２時間） 

13：40 荷市場登山口→14：20 西渡登山口分岐→14：25 左回りコース分岐→14：30 四阿 

→14：40 賽の河原→14：45 左回りコース分岐（山頂下）→14：55 修験の森→15：00 観音巌 

→15：05 天狗の屏風岩→15：10 振り向き巌 14：25 左回りコース分岐→15：40 荷市場登山口 

【西側ルート（大沢登山口）】（５０分） 

15：45 大沢登山口→15：55 遊歩道入口→16：00 鎌倉岳（山頂）→16：10 駒形神社 16：15 

→16：20 左回りコース分岐（山頂下）→16：25 賽の河原→16：30 遊歩道入口 

→16：35 大沢登山口 
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入道山（686ｍ） 

2021 年 12 月５日（日） 太 

 

 入道山は、竹貫鎌倉岳からよく見え、地元ではよく知られた山である。石城山岳会の「いわき市と

その周辺の山々」にも登載されている。気になっていたので、登ってみた。 

「道の駅ふるどの」から北へ 2.5km 入った場所に狩猟鳥獣供養塔と山神が祀られている。そこを

右折したすぐ上が「入道山の清水」。その前を通って上って行き、最高地点を過ぎてすぐ舗装道が少し

広くなった場所がある。付近に造林作業道があるので、ここから登るのが適当であろう。 

車を停めて登り始め、雑木林から尾根に出ると、境界土塁の反対側は造林地。下刈りされ、比較的

歩きやすい。登っていくと少し大きな尾根に出る。付近は伐採地で見晴らしがとても良い。詳しく同

定できなかったが、蓬田岳の他に、いわき市三和町の山々、竹貫鎌倉岳等、古殿町の山々が一望でき

た。伐採作業道を通り、途中から登山道を登るとすぐに頂上。 

山頂は樹木で囲まれ展望が利かない。手製の「入道山△686ｍ」と書かれた山名板が木にぶら下が

り、三角点は二等（点名「入道山」686.00ｍ）標石がある。すぐ脇には、「明治廿ニ年四月吉日」と

刻まれた石仏（馬頭観音？）と、倒れた馬頭観音石碑があった。 

ひと息ついて、すぐに下山、車に戻った。                     文責：太 

 

タイム 

12：30 登山口→12：55 入道山→13：15 登山口 

 

 



6 
 

第１６回いわき七峰縦走（A＋B コース） 

 

２０２１年１２月１２日（日） 

秋葉、片岡、太、山中、西田 

 

今回初めていわき七峰縦走に参加した。私の目標は、 

 できるだけ多くいわきの山のピークを踏むこと 

 来夏に北アルプスを歩くことを目指しているので一番長い距離のコースを歩くこと 

だったため、迷わず A＋B コースでの参加を希望した。とはいえ、体力にも脚力にも自信はない。メ

ンバーに迷惑をかけたらどうしようという心配はあったが、常にサポート隊の方々が待機してくれて

いる安心感に後押しされチャレンジすることにした。 

秋葉さん、片岡さん、太さん、山中さん、西田、そして A コースで参加した小林さんご夫妻と一緒

に、日の出前に田場坂を出発。初参加の人を先に歩かせてあげて、という秋葉さんの配慮で、片岡さ

んを先頭にまずは湯ノ岳山頂を目指す。道中、朝焼けに染まる森の木々がきれいだった。 

普段の登山教室の山行であれば、秋葉さんのお山一口講座があちこちで開催され、山の植物やいわ

きの歴史に触れる時間があるが、この日はひたすら歩く、歩く、歩く！エネルギーと水分を口に突っ

込むだけの休憩を所々でとりながら、とにかく前へ進む。いつものゆったりした山行とは違うが、こ

れはこれでストイックで楽しい。時々訪れる急な上りにヘロヘロになりながらも、湯ノ岳～天狗山～

三大明神山と前半戦をやりきった。 

風力発電の工事中で三大明神山～二ツ石山は通れないため、各々の車で水石トンネル手前の入藪駐

車場まで移動。「成沢の上りはチョンボしよう」とのことで、下山田会長にお世話になって舗装路から

森に入る手前まで車で運んでもらった。ここから後半戦がスタート。私が先頭に立たせてもらい、閼

伽井嶽山頂を目指した。山頂で簡単に昼食を済ませ、再び秋葉さんが歩き始める。水石山までは車道

をショートカットする形となるので山登りのムードはないが、地味にきつくて今回の縦走の中で個人

的に一番つらいと感じた。水石山公園の見晴らしに癒やされ少し回復し、力を振り絞って剣ヶ峰を目

指す。剣ヶ峰山頂では、10 月 31 日の登山道整備で訪れた際に秋葉さんや太さんが作ってくれたベ

ンチで一休み。あの時よりも季節が進み冬枯れの山になっていた。最後の剣ヶ峰の下りは今回のコー

スで最も緊張感があった。ゴロゴロと大きな石が転がっていて、その上を落ち葉が覆い、躓いたり滑

ったりしないように慎重に歩く。整備の時にどんこを増やしておいたトラロープにも助けられた。 

小玉ダムではサポート隊の方々が「おかえり～」と笑顔で出迎えてくれた。達成感と安堵。平地に

着くと自分の膝が笑っていることに気づき、そのことが可笑しかった。キャンプ場でおやつタイムと

記念撮影をして解散となった。                        （文責：西田） 

 

（コースタイム） 

６：３０田場坂 → ８：０５湯ノ岳 → ９：４０天狗山 → １０：２０三大明神山 → 

（車移動を挟む）１１：５５成沢 → １２：４５閼伽井嶽 → １３：４０水石山 →  

１４：２０剣ヶ峰 → １５：００小玉ダム 
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犬仏山（767ｍ） 

2021 年 12 月 14 日（火） 太 

 

平日午後に少し時間ができたので、石城山岳会創立６０周年記念誌「いわき市とその周辺の山々」

に登載されている、古殿町の犬仏山に登った。 

国道４９号側、消防署三和分遣所の前から、下市萱新田集落を経て、県道１３５号「三株・下市萱・

小川線」で、古殿町山上犬仏に着いたのが午後１時過ぎ。県道に面した廃屋の前に「犬仏山約 800

ｍ」の立札がある。路肩駐車すると、大辷山が近くに、その右側に三株山が望めた。登山口というよ

りも管理道の入口で、県道から山頂まで舗装路がずっと続いている。 

 林に入って少し行くと田畑があり、民家の家屋のすぐ脇を通る。その先の作業小屋のあたりに鎖ゲ

ート。そこを越え、急なコンクリート床舗装路を登り切った場所に馬頭観音。道が平坦になると山頂

はすぐ。 

 山頂には東京電力のパラボラアンテナ付き電波塔がある。その南には電波反射板。「犬仏山 767Ｍ

遊雪会」と記された山名板と、三角点（三等「犬佛」766.97ｍ）標石は、林の中、電波塔と反射板

との間にある。電波反射の関係であろう、反射板の反射面前、南側斜面は樹木がなく、開けていた。

そこを真っすぐに下ると、少しの藪漕ぎで先ほどの民家前の畑に出た。再び家屋のすぐ脇を通って車

に戻った。 

文責：太 

タイム 

13：35 登山口（県道 135 号）→13：50 犬仏山→14：00 登山口（県道 135 号） 
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大辷山（734ｍ） 

2021 年 12 月 14 日（火） 太 

 犬仏山に登ったときに時間が余ったので、近くにある大辷山（おおっぺやま）に立ち寄り、登った。 

県道１３５号「三株・下市萱・小川線」から農道「下大久田・竹貫田線」に入り、峠にある林道「ヲ

テマ線」の入口付近に駐車。林道に入ると、すぐに左側に「ヲテマ土場」の入口がある。伐り出され

た木材がたくさん積まれているが、入ると奥に鎖ゲートがあり、その先に作業道が続く。進むと、左

手、山側に文字の消えかかった木製手作りの案内板があり、そこが登山口。落ち葉で踏み跡がわかり

にくいが、ところどころプラスチック製の黒い階段土止めがあるので、確認しながら登る。 

岩が疎らにある尾根を登り、少し傾斜が緩くなると山頂。雑木のため少し視界は良くない。二等三

角点（点名「大久田」734.09ｍ）標石のほか、たくさんの石仏がある。10 体以上見えたが、落ち

葉の下にもっと埋もれているかもしれない。見えている限りで一番古い年号が文化４年（約 215 年

前）、最も新しいのが昭和 17 年（約 80 年前）。大正２年と昭和 17 年の石塔（板碑）に「馬頭観世

音」とあるので、石仏はすべて馬頭観音かと思われる。 

下山は、登山コースではないかもしれないが、登りとは違う尾根を下り、駐車した場所まで戻った。 

文責：太 

タイム 

14：40 農道（下大久田・竹貫田線）林道（ヲテマ線）入口→14：45 ヲテマ土場→14：55 大辷

山→15：10 農道（下大久田・竹貫田線） 
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いわき七峰縦走 

 
2021 年 12 月 15 日（水） 

                                   参加者：登山教室 1 名、山岳会 2 名  サポート 2 名                                                     

報告者 小松順子 

 

第 16 回いわき七峰縦走 B コースに参加しました。 

予定では 12 月 8 日(水)でしたが、荒天候の為 1 週間延期となりました。当日は雲一つ無い青空で

風も無く、絶好の登山日和、水石トンネル駐車場に到着すると、サポートの下山田さんと永井さんが

コーヒーを入れて出迎えてくれ、嬉しくてモチベーションがあがった。 

AM9：00 に山岳会の尾形ご夫婦と共に出発、コースを案内して貰いながら気持ち良く歩く、成沢

過ぎから 2、3 歩で渡りきれるちょろちょろと水が流れている小川があり、その度、足が竦み腰が引

けてしまい、立って渡る事ができず、四つ這いの様な姿勢で尾形さん御夫婦に見守って貰いながら渡

った。 

閼伽井岳頂上で写真を撮り、少し下ると閼伽井岳を目指して登ってきた C 班の青天目さんと会う。

3 人で「追いつかれた」とお喋りながら歩いていたら、目印の赤テープを見失無い道に迷ったが、秋

葉校長先生から救いの電話が入り助かる。 

C 班と合流し 6 名で水石山を目指し元気に歩く、AM11：40 に水石山ではサポートが昼食の準備

をして待っていてくれた。12 月とは思えない様な暖かい日だまりのなか、下界を見下ろすと、ここ

に勝る世界は無いと思えるような最高の気分、昼食を食べながら楽しい話しに盛り上がり、みんなの

大きな笑い声が山に響き渡っていた。 

トイレを済ませ、12：20 剣が峰を目指し出発。美しい稜線を歩き、13 時 5 分 603.8m の剣が

峰で記念写真を撮る。ここからが七峰縦走コースの最も険しい急激な下りになると聞き、不安が襲っ

てきてドキドキしたが、校長先生の「大丈夫だから」の声を聞き、『よし、行こう』と、気をしきしめ

てゆっくりと下る。 

小玉ころがしの最強の下りでは、私の前に経験豊富な山中さん、後ろには秋葉校長先生が付いて下

さり、ロープの場所になると山中さんが私のストックを持ってくださり、私はロープをしっかり持っ

て一歩一歩慎重に下る、尻餅をつくこともありましたが、おてんばだった幼い頃の童心に返ってロー

プワークを楽しみながら下ることができました。 

14：20 小玉ダム到着、サポーターが美味しいゆず茶でゴールを祝ってくれ、嬉しさ倍増、4 月

11 日に背戸峨廊で怪我し、8 ヵ月経ってやっと登山教室山行に復帰できました。 

皆様の沢山の励ましや応援のお蔭です。本当に長い間見守って頂き、ありがとうございました。 

 

【 コースタイム 】 

AM9：00 水石トンネル駐車場→AM10：37 閼伽井岳→AM11：40 水石山（昼食）12：20→13：

05 剣ヶ峰→13：39 小玉ころがし→14：20 小玉ダム 
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七峰縦走 C コース 

202１年１２月１５日(水)  

サポート：下山田、志賀、永井 参加者：秋葉、青天目、山中 

 最初は二ツ石山へのピストンです。朝の通勤時間帯で車の交通量が多い国道４９号を歩いてから橋

を渡って林道をしばらく歩きます。林道のアスファルトは寒さのため少し凍結し滑りやすくなってい

るところがありました。二ツ石山の登り口からは広葉樹林の登りになりますが、ここを登るといつも

雰囲気の良い登山道だと思います。山頂手前には立入禁止の札があり、先は一部重機で伐採されてい

ました。まだ、作業時間になっていなかったので山頂に行かせてもらいました。山頂はいつもの山頂

でしたが、写真を撮ってすぐに水石トンネルに引き返すことにしました。 

 

 

 水石トンネルで少し休憩をしてから閼伽井嶽に向かいました。沢沿い登山道を登り、閼伽井嶽山頂

に到着し、少し引き返したところで下りのルートを間違えた B コースチームと合流しました。水石山

山頂ではみんなで楽しく昼食を取り休憩してから出発しました。山岳会手作りのベンチが設置してあ

る剣ヶ峰を通過して下りが始まります。小玉ころがしはゆっくり慎重に下りました。小玉ダムに到着

すると志賀さん特製の柚子蜂蜜が待っていました。美味しくいただきました！ 

 天気も良く、楽しく、気持ち良い山行でした。サポート・参加メンバーの皆様ありがとうございま

した。また、B コースで小松さんが山行に復帰し、無事終えることができました！良かったです！こ

れからも徐々に山行に参加して慣らしてください。 

[タイム] 

水石トンネル７：００→二ツ石８：２０→水石トンネル９：２０→閼伽井嶽１０：５０→水石山１

１：４０（昼食）１２：１０→剣ヶ峰１３：００→小玉ダム１３：５０ 

                                    （文責：山中） 
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青柳山（645ｍ） 

2021 年 12 月 21 日（火） 太 

 青柳山は、竹貫鎌倉岳の西側ほぼ峰続きで、「道の駅ふるどの」の南側にある山。コースがわからな

かったので、ＳＮＳで見つけた軌跡を辿り登った。 

国道 349 号から鮫川を渡った、古殿町大字鎌田字下房にある墓地に駐車。墓地の奥から登ってい

くと、左側の沢に「松岩不動尊」と刻まれた石柱がある。その先コンクリート舗装道の終点から山道

を少し登ると、観音堂が建っている。仙道三十三ヶ所観音霊場の二十番札所で、聖観音が祀られてい

るとのこと。 

※「向山の松岩山の観音堂は仙道三十三観音(正徳五年(一七一一)大槻村良悦法師三十三観音組をつ

くる)の札所で彦根寺が別当であったという。」古殿町ホームページ「塩の道を往く」より。 

青柳山は、大字鎌田では松岩山とも呼称されていたようだ。 

観音堂の左奥から裏手の急斜面を登ると、何ヶ所かカラーテープが巻かれた樹木があった。道らし

きものはないが、ルートらしいと安心する。雑木林の尾根に出て、小薮を漕ぎながら頂上を目指す。

途中、雑木の枝越しに矢野山、入道山が見えた。赤い境界見出標が見られるようになると頂上はすぐ

である。 

山頂も雑木林で、見晴らしはなく、三等三角点（点名「沢」645.19ｍ）標石があるだけだった。

標石の上部は赤ペンキが塗られ、脇に立てられた境界見出標ととともに、一見して境界標にも見える。 

下山は、ＳＮＳと異なり、地形図を頼りに南西側に尾根を下り、古殿町簡易水道「沢浄水場」前の

舗装道に出た。そこから鮫川へ下って、川沿いに進み、駐車した墓地へと戻った。    文責：太 

 

タイム 

12：50 墓地・観音堂入口→13：05 松岩不動尊（石柱）→13：10 観音堂→13：40 青柳山 

→14：25 浄水場→14：35 鮫川出合い→14：50 墓地・入口 

  


