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市町村 名称 内容 所在地

⿅児島市 レインボービーチ
⼈⼯ﾋﾞｰﾁで全⻑100ﾒｰﾄﾙ｡夏場は海⽔浴,ｵﾌｼｰｽﾞﾝ中はﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ･ｻｯｶｰ等に利
用できる｡
（霧島錦江湾国⽴公園）

⿅児島市桜島横⼭町

阿久根市 牛之浜海岸
県指定文化財（名勝）
（阿久根県⽴⾃然公園）

阿久根市大川牛之浜地区

阿久根市 脇本海岸
海⻲が産卵に上陸する延⻑３㎞の砂浜
（阿久根県⽴⾃然公園）

阿久根市脇本折口地区

阿久根市 阿久根大島
120頭の野⽣の⿅と遊べる松林の美しい周囲4kmの島
（阿久根県⽴⾃然公園）

阿久根市街地より2㎞の海上

指宿市 花瀬海岸
県の天然記念物に指定された｢縄状⽞武岩｣がある。
（霧島錦江湾国⽴公園）

指宿市開聞十町 脇浦地区

薩摩川内市 あさつけの滝
⾼さ約16m，幅約1m。かつてカズラを滝壺に浸し，あさの原料を取って
いたことから名付けられてた。

薩摩川内市百次町

薩摩川内市 そばどんの滝
⾼さ約6m，⽔量は豊富。昔近くにそば屋があり，近くにあった島津藩の
製鉄所の⼈夫たつぶそばを振る舞っていたのが滝の名の由来

薩摩川内市城上町

薩摩川内市 藤本の滝
落差30m，幅15m。薩摩華厳と称される２段階で真夏でも
周辺はひんやりとしている。

薩摩川内市樋脇町

薩摩川内市 湯の滝 落差6m。市⽐野温泉街の中ほどを流れる市⽐野川にある滝 薩摩川内市樋脇町

薩摩川内市 仙⼈の滝 細⻑い滝 薩摩川内市入来町

薩摩川内市 洗心の滝 放⽔面が一枚岩の滝 薩摩川内市入来町

薩摩川内市 践祚の滝 石積状でできた滝 薩摩川内市入来町

薩摩川内市 トンボロ地形 トンボロ(陸繋砂州)上の集落 薩摩川内市⾥町

薩摩川内市 ⻑⽬の浜
幅50ｍ,⻑さ４㎞の海の中道。30億年前に出現した微⽣物クロマチウムが
⽣息
（甑島国定公園）

薩摩川内市上甑町瀬上

薩摩川内市 ナポレオン岩
横から⾒ると⼈の顔に似ている
（甑島国定公園）

薩摩川内市下甑町瀬々野浦

薩摩川内市 観音三滝
55ｍの⾼所から３段になって落ちる滝
（甑島国定公園）

薩摩川内市下甑町⻘瀬

薩摩川内市 ⻑野滝 大河ドラマ「⻄郷どん」でも放映された滝 薩摩川内市入来町

⻄之表市 能野海岸
国道58号に沿って植えられたビロウ並木が，いかにも南国といった雰囲気
を出している海岸。東シナ海に沈む⼣⽇が絶景。

⻄之表市住吉

⽇置市 江口浜
東シナ海に沈む⼣⽇は絶景
（吹上浜⾦峰⼭県⽴⾃然公園）

⽇置市東市来町伊作田

⽇置市 江口浜海浜公園
⼈⼯ビーチで⽔質は最⾼のＡＡ
（吹上浜⾦峰⼭県⽴⾃然公園）

⽇置市東市来町伊作田

○ 海岸線，滝，渓谷



市町村 名称 内容 所在地

⽇置市 吹上浜
⽇本三大砂丘
（吹上浜⾦峰⼭県⽴⾃然公園）

⽇置市

曽於市 桐原の滝 幅40m,⾼さ12mの滝から流れ落ちるしぶきは度々虹を架ける。 曽於市財部町下財部

曽於市 安楽川渓谷
⾃然の営みの中で何千年もかけてつくり出された渓谷を縫うように安楽川
野清流が静かに流れ心やすまるスポット

曽於市末吉町南之郷

曽於市 三連轟
堅く固まった凝灰岩が溝口川の⽔のより浸食されて段差ができたもので，
この滝の上流にある桐原の滝や下流にある関之尾滝や甌⽳群も同じ溶結凝
灰岩でできています。

曽於市財部町下財部

霧島市 丸尾滝
春は桜，冬は湯けむりの名所
（霧島錦江湾国⽴公園）

霧島市牧園町⾼千穂
(霧島温泉郷近く)

霧島市 犬飼滝 和気清麿呂や坂本⿓⾺ゆかりの滝
霧島市牧園町下中津川
(和気神社近く)

霧島市 新川渓谷 11⽉〜12⽉紅葉が⾒頃，国道223号妙⾒安楽温泉〜塩浸温泉の間
霧島市隼⼈町と牧園町の町
境 霧島市牧園町宿窪田

霧島市 千⾥ケ滝
霧島連⼭の滝。75mの落差を一気に落ちる滝
（霧島錦江湾国⽴公園）

霧島市霧島田口

いちき串木
野市

照島海岸
周辺には遊歩道・ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｺｰｽがある。
（吹上浜⾦峰⼭県⽴⾃然公園）

いちき串木野市照島

南さつま市 石垣群の⾥ 百万個の⾃然石で形成された石垣群,海岸公園,海⽔浴場 南さつま市笠沙町大当地内

南さつま市 国指定名勝｢坊津｣
独⾃のリアス海岸風景
（坊野間県⽴⾃然公園）

南さつま市坊津町坊

志布志市 打出ケ浜 ダグリ岬海⽔浴場のある美しい海岸線 志布志市志布志町夏井211-2

志布志市 田之浦渓谷 安楽川上流にある渓谷 志布志市志布志町田ノ浦

志布志市 せせらぎの⾥ 照葉樹林を⽣かした憩いの場 志布志市志布志町四浦

志布志市 とどろ渓谷 甌⽳群による独特な風景をのぞかせる景観 志布志市志布志町安楽

奄美市 大浜海浜公園
海岸線に⼣⽇が沈む海岸
（奄美群島国⽴公園）

奄美市名瀬小宿大浜701-1

南九州市 八瀬尾の滝 大小十数か所の流れが合わさって瀑布となっている珍しい滝。 南九州市川辺町野崎

伊佐市 曽木の滝
滝幅210ｍ,高さ12ｍの壮大なｽｹｰﾙを誇り"東洋のナイアガラ"と呼ばれる
（川内川流域県立自然公園）

伊佐市大口宮人

姶良市 重富海岸
国⽴公園に指定された⽩砂⻘松が数百メートルに広がる。約600ｍに伸び
る遠浅な干潟が特徴。
（霧島錦江湾国⽴公園）

姶良市平松7703-4

姶良市 ⿓⾨滝
⾼さ46ｍ，幅43ｍの滝。昔，唐⼈がこの滝を称して「漢⼟の⿓⾨の滝を
⾒るのが如し」と⾔ったことから，⿓⾨滝と呼ぶようになったと伝えられ
る。⽇本の滝百選のひとつ。

姶良市加治木町木田5266-1

さつま町
千尋（せんぴろ）の
滝

紫尾⼭中腹にあり⾼さ76ｍ。
（川内川流域県⽴⾃然公園）

薩摩郡さつま町
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湧⽔町 阿波溪谷
加久藤カルデラと栗野岳溶岩流の接合部に位置する阿波溪谷は、断崖が迫
り、近づくことがきびっしいため、⾃然保持や動物や植物の⽣態系が保持
されているので、四季に応じた景観を鑑賞できる。

姶良郡湧⽔町川添

大崎町 大崎海岸
延⻑7㎞におよぶ砂浜で，潮干狩り・投げ釣りなどができ，憩いの場とし
て親しまれている。
（⽇南海岸国定公園）

曽於郡大崎町益丸
（海岸）

錦江町 神川大滝
幅30ｍ，⾼さ25ｍの豪快な大滝。周囲には，その他6つの滝
が点在している。

肝属郡錦江町神川

錦江町 花瀬公園
千畳敷の石畳
（大隅南部県⽴⾃然公園）

肝属郡錦江町田代花瀬

南大隅町 雄川渓谷
夏場は涼を楽しみ,12〜1⽉にかけてｶﾜゴﾛﾓを⾒ることができる。
（霧島錦江湾国⽴公園）

肝属郡南大隅町根占川北

南大隅町 雄川の滝
南大隅町根占地区にある落差46ｍ、幅60ｍの滝。エメラルドグリーンの
滝壺が美しい。
（霧島錦江湾国⽴公園）

南大隅町根占川北

肝付町 内之浦海岸 キス釣りのメッカ 肝属郡肝付町北⽅

肝付町 岸良海岸
すみきった⻘い海に、⽩い砂浜。駐⾞場にはトイレや更⾐室も整備されて
いる。

肝属郡肝付町岸良

肝付町 辺塚海岸 ウミガメの産卵が⾒られる、エメラルドグリーンの美しい海 肝属郡肝付町岸良

肝付町 轟の滝
荒瀬川下流にある3段からなる滝
（大隅南部県⽴⾃然公園）

肝属郡肝付町波⾒

肝付町 ⾼田の滝 国道448号沿いにある滝 肝属郡肝付町岸良

肝付町 片野の滝 川上地区の遊歩道沿いにある⽳場的存在である滝 肝属郡肝付町後田

肝付町 清純の滝
二股川キャンプ場の近くにある甫与志岳登⼭道入口から2.5キロほどの場
所にある落差20メートルほどの滝

肝属郡肝付町

肝付町 万滝 落差30メートルほどの滝 肝属郡肝付町

中種子町 犬城海岸
種子島屈指の景勝地であり,海蝕洞や奇岩の多い美しい海岸(新かごしま百
景)

熊毛郡中種子町増田

中種子町 熊野海岸
辺りは熊野浦という入江になっていて,波も静かで⽩い
砂がまぶしい海岸

熊毛郡中種子町坂井

中種子町 男淵・⼥淵の滝
⾼地のない種子島では珍しい上下2連の滝で,上を男淵,下を⼥淵と呼んでい
る。

熊毛郡中種子町増田

中種子町 ⻑浜海岸 種子島⻄海岸の代表的な海岸で延々と続く砂浜は全⻑10kmにわたる。
中種子町竹之川付近から
阿⾼磯付近まで

南種子町 千座(ちくら)の岩屋
干潮時のみ姿を現す海蝕洞窟で中に千⼈座れることから
命名された。

熊毛郡南種子町平⼭浜田

南種子町 竹崎海岸
種子島宇宙センター一帯の海岸。近代的な種子島宇宙センターと⾃然美と
の対照的な景観が魅⼒。

熊毛郡南種子町茎永竹崎

南種子町 前之浜海浜公園 8㎞にわたって続く⽩い砂浜が魅⼒。ウミガメの産卵場所の１つ。 熊毛郡南種子町前之浜
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屋久島町 ⽩谷雲⽔峡
ヤクスギの原⽣林や渓谷が観賞できる。
（屋久島国⽴公園）

熊毛郡屋久島町

屋久島町 千尋(せんぴろ)の滝
巨大な１枚岩と滝の組み合わせ
（屋久島国⽴公園）

熊毛郡屋久島町

屋久島町 ヤクスギランド
屋久杉の原⽣林と渓谷の観賞
（屋久島国⽴公園）

熊毛郡屋久島町

屋久島町 大川の滝
落差88ｍを誇る迫⼒のある滝。⽇本の滝百選の一つ。
（屋久島国⽴公園）

熊毛郡屋久島町

屋久島町 トローキの滝 滝の⽔が海へ直接流れ落ちる全国でも⾮常に珍しい滝 熊毛郡屋久島町

屋久島町 横河渓谷 駐⾞場から渓谷まで徒歩約５分と容易にアクセス可能 熊毛郡屋久島町

大和村 国直(くになお)海岸
ｻﾝｺﾞが砕けてできた⽩い砂浜とｱﾀﾞﾝの群⽣,ｳﾐｶﾞﾒの産卵地,⼣⽇の名所
（奄美群島国⽴公園）

大島郡大和村国直

大和村 ヒエン浜
ビーチロックとサンゴ礁
（奄美群島国⽴公園）

大島郡大和村⼾円

大和村 マテリヤの滝
亜熱帯の森の⽔を集めて滝壺に流れ落ちる様は清涼感いっぱい
（奄美群島国⽴公園）

大島郡大和村福元

宇検村 アランガチの滝
30ｍの３段になって落ちる滝
（奄美群島国⽴公園）

大島郡宇検村石良

宇検村 屋鈍海岸 真っ⽩の砂でできた天然の海⽔浴場 大島郡宇検村屋鈍

宇検村 タエン浜海⽔浴場 エメラルドグリーンの海は神秘的で美しい。 大島郡宇検村平田

宇検村 船越海岸 潮時に⾒れるマイクロアトールが珍しい 大島郡宇検村宇検地内

瀬⼾内町 ヤドリ浜
弓なりの砂浜が続く美しいビーチ
（奄美群島国⽴公園）

大島郡瀬⼾内町蘇刈

瀬⼾内町 ホノホシ海岸
太平洋の荒波にもまれて海岸の石が丸い。
（奄美群島国⽴公園）

大島郡瀬⼾内町蘇刈

⿓郷町 ⿓郷町内海岸線 砂浜とｻﾝゴ礁とｺバﾙﾄブﾙｰのｺﾝﾄﾗｽﾄ 大島郡⿓郷町

⿓郷町
赤尾木湾（奄美ク
レーター）

直径3.2㎞，周囲10㎞。我が国で初めて発⾒された隕石孔として知られる
「奄美クレーター」を形成するなだらかな美しい円形をした湾

大島郡⿓郷町赤尾木

徳之島町 ⾦⾒海岸
梅⾬明けの6⽉下旬から7⽉にかけて、国指定の天然記念物・オカヤドカリ
が集団で移動し産卵に訪れる海岸。粒の細かい⽩い砂浜では「星砂」を⾒
つけることも。

徳之島町⾦⾒

天城町 ムシロ瀬
巨岩がムシロを敷いたように連なる。
（奄美群島国⽴公園）

大島郡天城町与名間

天城町 犬之⾨蓋
荒波と季節風による侵食によってできた断崖奇岩の屹⽴
（奄美群島国⽴公園）

大島郡天城町兼久

伊仙町 小原海岸
徳之島全島口説(くどき)にも唄われていて，落差30mもの滝(ｳﾄｩﾑｼﾞ)があ
り，東シナ海の荒波の浸食で，きのこ岩など数々の奇岩が作られている。
（奄美群島国⽴公園）

大島郡伊仙町小島
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和泊町 フーチャ
隆起珊瑚礁が東シナ海の荒波に浸食されてできた天然の巨大な洞⽳（フー
チャ）
（奄美群島国⽴公園）

大島郡和泊町国頭

知名町 屋子⺟海岸
太平洋の荒波にもまれた海岸
（奄美群島国⽴公園）

大島郡知名町屋子⺟

知名町 沖泊海岸
荒波と季節風による海岸
（奄美群島国⽴公園）

大島郡知名町下城

与論町 大⾦久海岸
与論島で1番⻑い⽩い砂浜の海岸線
（奄美群島国⽴公園）

大島郡与論町

与論町 ウドノス海岸 茶花に位置する⽩い砂浜の海岸 大島郡与論町

与論町 百合ヶ浜
大⾦久海岸の沖に大潮の干潮時のみ出現する幻の砂浜
（奄美群島国⽴公園）

大島郡与論町

与論町 寺崎海岸
映画「めがね」の撮影の舞台となった海岸
（奄美群島国⽴公園）

大島郡与論町

与論町 皆田海岸
皆田離れといわれる離れ小島を望む海岸
（奄美群島国⽴公園）

大島郡与論町


