
五ケ山クロスについて

那珂川市 地域づくり課
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1 那珂川市について
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1-1 那珂川市について

◆人口 50,246人

◆世帯数 21,291世帯
※令和3年7月末時点
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2 五ケ山クロスの概要
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②モンベル五ケ山ベースキャンプ①五ケ山クロスベース

③リバーパーク ④グリーンピアなかがわ 各施設の総称 ＝ 五ケ山クロス
平成31年3月オープン

アーバンアウトドアの聖地

コンセプト

2-1 五ケ山クロスとは？
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福岡都市圏から車で約1時間の距離に位置
→ 都心から短時間で来訪可能で、手軽に安心して山・河川の自然に触れ合える
→ 福岡県と佐賀県の県境に位置し、国道385号で吉野ヶ里町と結ばれている

2-1 五ケ山クロスとは？

車で約1時間半圏内

車で約1時間圏内

車で約30分圏内
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①五ケ山クロスベース

「展望デッキ」がある五ケ山クロスの拠点。

美しい湖畔、自然豊かな山々の眺望を楽しむことができる場所。

サイクリングの休憩場所や、イベント開催場所として活用。

物販店舗としてモンベル福岡五ケ山店が入居。

（参考データ）

モンベル福岡五ケ山店利用人数：約16,000人（令和2年度 レジカウント）

2-2 五ケ山クロス施設紹介
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※五ケ山クロスベースは以下の賞を受賞しています。
「ウッドデザイン賞2019」、「福岡美しいまちづくり建築賞 優秀賞」
「 2019年度建築九州賞 JIA特別賞」「2020年度 グッドデザイン賞」



②モンベル五ケ山ベースキャンプ（ベースから約2km）
株式会社モンベルが運営する６０区画のキャンプサイト。

必要な道具一式をその場でレンタル可能。

初心者でも気軽にキャンプを楽しむことができる施設。

（参考データ）

【利用人数】 27,395人

【稼働率】 33.59％

【利用割合】 福岡県内 88％ 九州内 10％ 九州外 0.8％ 国外 0.2％

（福岡県内内訳 福岡市 55％ 福岡地方 31％ それ以外 14％）

※令和２年度のデータ。

※土曜日の利用は年間を通してほぼ満室。

2-2 五ケ山クロス施設紹介
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9

令和2年4月12日～5月15日の間、新型コロナウイルス感染症の影響により
臨時休業となり、昨年対比で約50％の来場者数の減少となった。

令和2年8月～11月は前年と比べて約120％～140％、来場者数が増加。
Go Toトラベルにより対象施設のウォールテンテッドキャンプサイトの利用が増加しているが、
他のサイトも総じて増加しているため、コロナ禍における3密の回避ができる屋外キャンプの
需要により来場者数が増加したことも要因と考えられる。

2-2 五ケ山クロス施設紹介
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モンベル五ケ山ベースキャンプ来場者数の推移

平成31年度 令和2年度

【来場者数】
令和元年度：25,165名
令和2年度 ：27,395名



③リバーパーク（ベースから2.4ｋｍ）

五ケ山ダム堤体直下の川遊びが楽しめる
公園。総貯水量・堤体の長さ共に福岡県
1位である五ケ山ダムがもたらす恵みあ
る河岸は家族連れに人気のスポット。

④グリーンピアなかがわ（ベースから4ｋｍ）

バンガローやBBQ・水遊び場があるキャ
ンプ村と、四季折々の景色を楽しめる
花園や広場があるスキップ広場がある。
子どもから大人まで幅広い層に楽しん
でいただける人気の施設。

利用人数・・・4,386人（キャンプ村 令和2年度）

2-2 五ケ山クロス施設紹介
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中ノ島公園
◆来園者数：60,039人（令和2年度）

※かわせみの里（直売所）利用人数

グリーンピアなかがわ
◆来園者数：4,386人（令和2年度）

モンベル五ケ山ベースキャンプ
◆利用者数：27,395人（令和2年度）

五ケ山クロスベース
◆利用者数：約16,000人（令和2年度）
（モンベル福岡五ケ山店 レジカウント）

2-3 五ケ山クロス周辺施設および来場者数 一覧

山茶花の湯（吉野ヶ里町）
◆利用者数：約180,000人（令和2年度）

道の駅吉野ヶ里（吉野ヶ里町）
◆利用者数：約100,000人
（令和2年度 物産レジカウント）
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アドベンチャーバレーSAGA
（フォレストアドベンチャー）
◆利用者数：約20,000人（令和2年度）



那珂川市水源地域振興基本構想に基づく

３ 五ケ山クロス今後の展望
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3-1 那珂川市水源地域振興基本構想に基づく今後の展望

五ケ山ダム湖畔
サイクリング

五ケ山ダム周辺の「おすすめサイクリングコース
マップ」を作成。五ケ山ベースキャンプ及び五ケ
山クロスベースでレンタルサイクルが可能。

自然環境の活用
登山ツアーやトレイルランニング大会など、自然
環境を活用したイベントの開催による集客

吉野ヶ里町・周辺事業者
との連携による

観光人口の流入と循環

フォレストアドベンチャー吉野ヶ里や山茶花の湯、
道の駅など施設利用者の流入、五ケ山クロスと
吉野ヶ里町各施設及び周辺事業者との観光人口の循
環

国道385号の
バイパス化

年々交通量が増加している那珂川中山間～吉野ヶ里
間の道路の新設（バイパス化）が計画されている。
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五ケ山ダムの
湖面活用

五ケ山ダム湖面を活用したカヤックなどの体験イ
ベントを実施。



佐賀県吉野ヶ里町は那珂川市と隣接しており、五ケ山クロス佐賀方面の入口となる。

→ 令和元年度に観光振興に関する連携協定を締結。

→ 連携強化により、情報発信力の強化や更なる魅力向上が期待できる。
今後は共同イベントの開催やエリアガイドブックの作成等を検討中。

3-2 吉野ヶ里町との連携
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那珂川市 吉野ヶ里町×

訪客数の増加
消費額の増加

五ケ山クロスの魅力向上

令和3年3月にグランドオープンした
「アドベンチャーバレーSAGA」は
自然を楽しむアクティビティと言う点で
五ケ山クロスと似たコンセプトとなっている。



ダム湖面で株式会社モンベルによるカヌー・カヤック体験イベントを実施予
定。
受付は五ケ山クロスベースとモンベル五ケ山ベースキャンプを予定
→ イベント時は体験者・観光客ともに増加すると考えられる。

3-3 五ケ山ダムの湖面活用

ビオトープ

【受付場所①】
五ケ山クロスベース
（モンベル福岡五ケ山店）

緑色部分：湖面利用箇所
（網場の上流）

中継箇所（※想定）

【受付場所②】
モンベル五ケ山ベースキャンプ

網場

【湖面乗降場所】
※艇庫設置

上流広場
（付近に約600本の桜を植樹）
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福岡県サイクルツーリズム推進協議会にサ
イクルツーリズムのルートの一つとして、
国道３８５号線から五ケ山へ抜けるルート
が認定されている。

五ケ山ダム湖畔の周回ルートマップも作成。

ベース・キャンプ場でのレンタルサイクル
で、湖面周回サイクリングを楽しめる。

3-4 五ケ山ダム湖畔サイクリング



（第1回 五ケ山・脊振クロストレイル大会について）

※トレイルランニング・・・山岳レースとも呼ばれる、舗装路以外の山野を走るもの。
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2020年3月8日に開催予定であった、五ケ山・脊振クロストレイル大会を同年12月6日（日）に実施。
トレイルラン世界ランキング1位の選手もゲストランナーとして出場。

【大会詳細】
主催：那珂川市
共催：九州トレイルランニング協会（TRAQ）
後援：福岡市 佐賀県吉野ヶ里町
協力：背振少年自然の家 スカイトレイル
協賛：ユニバーサルフィールド

那珂川清滝 南畑みらい協議会
山茶花の湯 など

【レース詳細】
距離 ：約32km
累積標高 ：約2200m
制限時間 ：8時間
エントリー数：406名
スタート数 ：320名
優勝タイム ：2時間58分48秒

3-5 自然環境の活用
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大会当日は大きなトラブル等も発生せず、スムーズな大会運営を行うことができた。

令和３年度以降も継続して大会開催を予定。（令和３年度は、令和４年３月に実施予定）

3-5 自然環境の活用
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① 那珂川市ホームページや五ケ山ク
ロスのＳＮＳにおけるプロモー
ションに参加

Instagram「@GOKAYAMACROSS」に
おいて店舗やメニュー等の紹介・
魅力などを発信
※フォロワー数 約3,100人
（令和3年.8月現在）

3-6 情報発信・ネットワーク

② 五ケ山クロスネットワーク会議に参加可能

佐賀県吉野ケ里町、福岡市早良区、那珂川市及び五ケ山クロス周辺事業者に
おける情報共有・ネットワーク強化を目的に、年数回の五ケ山クロスネットワーク
会議を開催している。
参加メンバー間での個別ネットワークによるコラボ企画も実施されている。
（令和2年度参加メンバー）

●那珂川市 ●吉野ケ里町 ●福岡市 背振少年自然の家
●フォレストアドベンチャー（アドベンチャーバレーＳＡＧＡ） ●博多南駅前ビル
●モンベル五ケ山ベースキャンプ ●モンベル福岡五ケ山店 ●中ノ島公園 など


