コース名

カ ミ ハチコク

上八石
イシカワ

石川コース

カ ミ ハチコク

上八石
フ ド ウ タキ

不動滝コース

ナカ ハチコク

中八石
ク ノ ギ

久之木コース

コースの魅力・特徴や参考事項

登山に係る所要時間

・八石城は、鎌倉幕府創設に尽力した大江広元（おおえ
のひろもと）の子孫である越後毛利（もうり）氏の流れ
を汲む八石毛利浄広（きよひろ）・周広（ちかひろ）親
子の居城と言われています。
・八石毛利氏は、先祖を共にする北条（きたじょう）城
の北条毛利丹後守（たんごのかみ）の策略により暗殺・ 登り１時間２５分
滅亡させられたという「落城秘話」が残っており、４月 【登山口～八石城址６０分】
１８日は落城日にあたり、この日に登山すると障りがあ 【八石城址～上八石山頂２５分】
ることから「八石登山禁止の日」として伝承されてきま
した。
・毎年5月下旬から6月初旬の日曜日に地元の中鯖石コ
ミュニティセンター主催の山開き・安全祈願祭が八石城
址で開催されます。

交通アクセス

専用駐車場

バスの乗り入れ

トイレ

①JR柏崎駅前バス停から「岡野
町車庫線」または「宮平北線」
で、石川入口バス停まで約30
分。バス停から登山口まで徒歩
10分。
登山口に普通車５台程度。大型車 マイクロバスの乗り付けは可 ありません。
②JR信越本線安田駅で下車しタ は駐車できません。
能ですが、駐車は不可。
クシーで登山口まで約15分。
※タクシーは常駐していないた
め、利用の際は市内のタクシー
会社への予約が必要です。

①JR柏崎駅前バス停から「岡野
町車庫線」または「宮平北線」
・登山口入口となる善根（ぜごん）の不動滝周辺は農村
で、飛岡バス停まで約30分。バ
公園として駐車場や水洗トイレ、遊歩道が整備されてい
ス停から不動滝まで徒歩30分。
ます。不動滝は三段で、奇岩怪石が高くそびえ、高さ72
②JR信越本線安田駅で下車しタ 不動滝周辺の農村公園に普通車 不動滝手前の市道までマイク 不動滝周辺の農村
ｍ余りあり、古来より不動明王の滝として八石山にかか 登り１時間２５分
る多くの滝の中でも最も信仰されてきた名瀑です。
クシーで不動滝まで約15分。 ７台程度。大型車は駐車できま ロバスの乗り付けは可能です 公園に水洗トイレ
・滝壺に向かって左側岩窟には、明治の初め地元・佐之 【不動滝～八石城址６０分】
※タクシーは常駐していないた せん。
が、駐車は不可です。
１棟
【八石城址～上八石山頂２５分】
久（さのきゅう）の村松家出身であった八代目柏戸関が
め、利用の際は市内のタクシー
深く信仰し、寄進した不動明王の石像が鎮座していま
会社への予約が必要です。
す。
※冬期間は交通止めとなりま
す。

・登山道を登る行程からは米山の展望が非常に良い。
・登山口から50分登った地点にある久之木峠の御堂平
（みどうだいら）から下八石山頂に向かうことも可能。
・登山口から分岐した川筋を少し登ったところに屏風滝 登り１時間１０分
あり。
・久之木集落内の市道は狭いため自動車利用時には交通 【登山口～御堂平５０分】
安全に注意してください。また、善根神社脇から分岐す 【御堂平～中八石山頂２０分】
る登山口入口手前駐車場までの農道も狭く対面通行はで
きないので特に注意して運転してください。

①JR柏崎駅前バス停から「岡野
町車庫線」または「宮平北線」
で、久之木バス停まで約30分。
バス停から登山口まで徒歩30
分。
②JR信越本線安田駅で下車しタ
クシーで登山口手前駐車場まで
約20分。
※タクシーは常駐していないた
め、利用の際は市内のタクシー
会社への予約が必要です。
※冬期間は交通止めとなりま
す。

登山口手前に普通車１０台程度
駐車可能。駐車場までの農道は
対面通行ができないほど狭いた
め大型車は進入できません。

善根神社脇にある登山口へ向
かう農道分岐点までの市道は ありません。
マイクロバス乗り付けが可能
ですが、駐車は不可です。

ミナミ ジョウ ハチ コ ク

シモ ハチコク

南 条 八 石 （下八石）
ミナミジョウ

南条コース

ミナミ ジョウ ハチ コ ク

シモ ハチコク

南 条 八 石 （下八石）
ア カ オ タキ

赤尾・滝コース

ミナミ ジョウ ハチ コ ク

シモ ハチコク

南 条 八 石 （下八石）
アカオ

赤尾コース

ミナミ ジョウ ハチ コ ク

シモ ハチコク

南 条 八 石 （下八石）
カシマ

鹿島コース

・大字南条字追田（おおた）地内から始まる南条コース
は、南条八石（下八石）登山道としては、地元団体によ
る登山環境整備が近年積極的に図られ最も人気がありま
す。
・登山道は途中の「かやかりば分岐点」で、「峰コー
ス」「沢コース」「三ツ小沢コース（赤尾八石山展望台
経由）」に分かれそれぞれに特徴・個性があり登山者を
飽きさせません。「峰コース」「三ツ小沢コース」は勾
配が急なところがあります。
・コース内には、カタクリ、ツツジ、ニリンソウ、ユキ
ツバキ、山アジサイの群生地があり登山者の目を和ませ 登り１時間００分
【登山口～下八石山頂】
てくれます。
・山頂には、「豆ノ木小屋・やまぼうし」という２棟の
山小屋（お休み処）やトイレも整備されており、３６０
度のパノラマが開けます。
・登山口に普通車２０台駐車可能ですし、麓の広場にも
大型バスの乗り入れ・Ｕターン・駐車が可能な駐車場が
整備されています。
・学校登山にも適した登山コースです。
・毎年５月中旬から下旬の日曜日に山開き・安全祈願祭
を麓の広場で実施しています。

①JR信越本線北条駅で下車し、
登山口まで徒歩３０分。タク
シーで１０分。
※タクシーは常駐していないた
め、利用の際は市内のタクシー
会社への予約が必要です。
※追田集落から先の道は冬期間
封鎖されますが、徒歩で登山口
へ向かうことは可能です。

・大字本条字赤尾集落を流れる赤尾川の渓流沿いを登っ
ていくコースで、途中から三ツ小沢コースに合流し、赤
尾八石経由で下八石山頂を目指します。
・コース途中には「十三ケ滝」「見晴観音」「赤尾八石 登り１時間３０分
【登山口～下八石山頂】
展望台」があります。
・登山道入口までは、赤尾集落内の案内板や案内を参考
にしてください。

①JR信越本線北条駅で下車し、
登山口まで徒歩２０分。タク
赤尾集落内の幹線道路はマイ
シーで５分。
南条八石山頂に２
登山口附近の自動車待避所に普通
※タクシーは常駐していないた 車５台駐車可能。大型車進入不 クロバスの乗り付けも可能で
すが、駐車はできません。そ
棟。赤尾八石山頂
め、利用の際は市内のタクシー 可。
こから登山口までは徒歩とな
に１棟。
会社への予約が必要です。
ります。
※赤尾集落から先の道は冬期間
封鎖されます。

・八石山の容姿は「大仏の寝姿」に例えられますが、そ
の丁度、頭部から胸部にあたる赤尾八石、下八石の山嶺
を縦走するコースです。
・下八石山頂手前の赤尾八石山頂には展望台が設けら 登り２時間３０分
れ、米山や鯖石川が蛇行する柏崎平野、柏崎市街地を一 【登山口～赤尾八石展望台１２０分】
【展望台～下八石山頂３０分】
望することができます。
・登山道入口までは、赤尾集落内の案内板や案内を参考
にしてお進みください。

①JR信越本線北条駅で下車し、
登山口まで徒歩１５分。タク
赤尾集落内の幹線道路はマイ
シーで５分。
南条八石山頂に２
※タクシーは常駐していないた なし。駐車はできないが、普通車 クロバスの乗り付けも可能で
すが、駐車はできません。そ
め、利用の際は市内のタクシー の乗り入れ・Ｕターンは可能。 こから登山口までは徒歩とな 棟。赤尾八石山頂
に１棟。
会社への予約が必要です。
ります。
※赤尾集落から先の道は冬期間
封鎖されます。

・八石山の容姿は「大仏の寝姿」に例えられますが、そ
の丁度、頭部から胸部にあたる赤尾八石、下八石の山嶺
を縦走するコースです。
・コースの途中には「七曲り」「米山薬師祠（よねやま
やくしほこら）」があり、赤尾コースに合流し、山頂を
目指します。
登り２時間３０分
・南条八石（下八石）登山道中、最も長い約４．９㎞の 【登山口～赤尾八石展望台１２０分】
行程となります。
・下八石山頂手前の赤尾八石山頂には展望台が設けら 【展望台～下八石山頂３０分】
れ、米山や鯖石川が蛇行する柏崎平野、柏崎市街地を一
望することができます。
・登山道入口までは、大字本条字鹿島集落内の標柱や案
内板、案内を参考にしてお進みください。

①JR信越本線北条駅で下車し、
登山口まで徒歩１５分。タク
鹿島集落内の幹線道路はマイ
シーで５分。
南条八石山頂に２
登山口附近の自動車待避所に普通
※タクシーは常駐していないた 車3～4台駐車可能。大型車進入不 クロバスの乗り付けも可能で
すが、駐車はできません。そ
棟。赤尾八石山頂
め、利用の際は市内のタクシー 可。
こから登山口までは徒歩とな
に１棟。
会社への予約が必要です。
ります。
※赤尾集落から先の道は冬期間
封鎖されます。

【交通機関のご案内】 鉄道：JR東日本問合せセンター
TEL050-2016-1600（6：00～24：00）

麓の広場に駐車スペースが十分
に整備されており、普通車50～
60台（大型バス２台程度）の駐
車が可能。冬期間は駐車場が閉 麓の広場には大型バス２台程 麓の広場に３棟。
鎖となりますが、大字南条字追 度駐車可能。
山頂に２棟。
田地内の市道の路肩に駐車可能
ですので、案内看板に従ってく
ださい。

タクシー：柏崎タクシーTEL0120-805818、大和タクシー
TEL0120-044142、コスモタクシー0120-099227、遠山タクシー 市内路線バス：越後交通柏崎駅前案内所TEL0257-23-2212（7：30～18：
30）、北越後観光バス柏崎営業所TEL0257-28-6605（7：30～18：30）
TEL0120-443132

