
令和２年11⽉時点

市町村 名称 内容 所在地

⿅屋市
｢ふれあいの森｣スダジ
イ

樹齢約250年，根回り約6m，⾼さ22m ⿅屋市下⾼隈町

⿅屋市 七狩⻑⽥貫神社の⼤楠 樹齢800年，⾼さ25m，根元から2本にわかれ，その偉容は植物学上貴重 ⿅屋市⽥崎町

枕崎市 いぬまきの巨木 樹齢約500年，根回り７ｍ，⾼さ22ｍ 枕崎市⿅篭麓町南⽅神社内

出水市 出水の⼤楠 樹齢1300年，出水市指定⽂化財 出水市上鯖渕

指宿市 アコウの木 樹齢150年，⾼さ13.5ｍ，幹周5.6ｍ
指宿市湊四丁目17番1号
稲荷神社

指宿市 揖宿神社境内のクス
樹齢約700年｡根回り約６ｍ。楠の⼤樹が８株も群⽣しているのは県内で
も珍しい

指宿市東⽅733番地

指宿市 枚聞神社の⼤楠 推定樹齢⼀千年，根本は六畳敷の広さ 指宿市開聞十町1366番地

⻄之表市 奥神社内のアコウ
地上7〜8mくらいのところからたくさんの根が出ている。横幅は8m前後
に広がる。

⻄之表市国上1053番地

薩摩川内市 永利のオガタマノキ 樹齢約800年，根回り8.4ｍ，⾼さ20ｍ 薩摩川内市永利町⽯上神社境内

薩摩川内市 新⽥神社の⼤樟 樹齢2000年，周囲12.5ｍ，直径４ｍ 薩摩川内市宮内町

薩摩川内市 藤川天神の臥⿓梅
紅梅菅原道真公が自らお手植えになった1本が次第に繁茂したもの
（川内川流域県⽴自然公園）

薩摩川内市東郷町藤川(菅原神
社)

薩摩川内市 梶原家の⼤ソテツ
平家の落武者がこの地に居住,植えたと⾔われる｡推定樹齢750年以上にな
る。

薩摩川内市⿅島町

日置市 千本楠
明治43年日英博覧会に切株を出品した際に樹齢800年と推定された10数
株の⼤楠郡。パワースポットとしても知られる。

日置市吹上町中原

曽於市 投谷八幡銀杏 根回り7.5ｍ,⾼さ30ｍでたくさんのぎんなんがつく 曽於市⼤隅町⼤谷宮ヶ原5536

曽於市 ⼤銀杏の木
末吉南之郷にある⾼岡⼩学校の校庭の真ん中にそびえ⽴つ⼤きな銀杏の
木。樹齢160年以上と⾔われています。この地域のシンボルとなってお
ります。

曽於市末吉町南之郷10150-１
８（⾼岡⼩学校敷地内）

霧島市 ⼤楠 約800年の歴史を⾒てきた⼤楠4本(参道,社務所,境内付近)
霧島市隼人町
⿅兒島神宮

霧島市 夫婦銀杏 宮浦宮内に2本の銀杏が寄り添う｡樹齢1000年以上,⾼さ38m 霧島市福山町福山2437

南さつま市 イヌマキ 推定樹齢300〜400年，⻑さ185ｍの並木(64本)
南さつま市加世⽥武⽥ 竹⽥神社
内

南さつま市 クスノキ 推定樹齢400年
南さつま市加世⽥武⽥ 竹⽥神社
内

南さつま市 イチョウ 推定樹齢350年，直幹で姿の良い樹相をした雄木
南さつま市⾦峰町宮崎3523-1
日枝神社内

○ 巨木・古木



市町村 名称 内容 所在地

南さつま市 アコウ
推定樹齢250年，あたかも2本のアコウがくっついたように⾒え，根本に
は空洞があり，その中にも数本の気根が⼟へ伸びているのが⾒られる。

南さつま市加世⽥⾼橋1936-2
吹上浜海浜公園内

南さつま市 イヌマキ 推定樹齢300年
南さつま市⼤浦町9120 宇留島
坊本家敷地内

南さつま市 アコウ
推定樹齢100年，⼤当集落の⻘年団が⼦供たちの丈夫な体の成⻑を願っ
て，学校のシンボル木として植樹したものと⾔われている。

南さつま市笠沙町⽚浦2338
旧⽟林⼩学校跡

南さつま市 アコウ
推定樹齢350年，秋目や平原のアコウに⽐べても何ら遜⾊のない堂々と
した樹勢。しかもこれほどまでに人々の⽣活に密着したアコウはなかな
か⾒られない。

南さつま市坊津町坊6916

南さつま市 アコウ
推定樹齢350年，平地が少ない地区に流れる平原川に，巨⼤な2本のアコ
ウが多くの枝から水分を求め川底へ気根を伸ばそうとしている。

南さつま市坊津町泊7357

南さつま市 アコウ
推定樹齢300年，3〜4ｍの⽯垣を抱え込むように乗り越え成⻑している
姿から，⻑年の歳⽉が感じられる。

南さつま市坊津町久志1926

南さつま市 アコウ
推定樹齢1000年，⼀目⾒て誰もが仰天する巨木に圧倒される。数々の枝
から根が垂れ下がり，枝から枝に絡み，また藤の木にも絡みつき，日頃
あまり⾒かけないアコウの巨木。

志布志市 山宮神社の⼤楠
樹齢1200〜800年，樹⾼23.6ｍ，目通し17.1ｍ，根回り32.25ｍの国の
天然記念物

志布志市志布志町安楽

志布志市
馬庭のイチイガシ
（市指定天然記念物）

推定樹齢300年〜200年,樹⾼31.66m,目通り幹回り3.65ｍ，根回り5.0
ｍで同樹種においては,県内でも樹⾼の⾼い樹木

志布志市志布志内之倉

南九州市 川辺の⼤楠
飯倉神社の境内に⽴つ樹齢約1200年の古木。落雷により３つに裂け，真
ん中の１本が枯れてしまったため２本の木のように⾒えるのも特徴。

南九州市川辺町宮4778

伊佐市 エドヒガン桜 樹齢約600年｡幹周10.99m,樹⾼28mの日本⼀の桜｡日本の巨木百選 伊佐市⼤口奥十曽

姶良市 八幡神社の⼤銀杏
樹齢約700年，根回り11.4ｍ，⾼さ14.5ｍ
市指定天然記念物
（藺牟⽥池県⽴自然公園）

姶良市鍋倉1129-8

姶良市
日本⼀の巨樹
「蒲⽣の⼤クス」

樹齢約1500年，根回り33.57ｍ，⾼さ30ｍ。環境庁の巨樹巨木林調査で
日本⼀に認定 国指定特別天然記念物
（藺牟⽥池県⽴自然公園）

姶良市蒲⽣町上久徳2259-1(八
幡神社境内)

姶良市
御仮屋犬槇
（⽅名:⼀ツ葉）

蒲⽣地頭仮屋（現︓姶良市役所蒲⽣総合⽀所）の表庭に植えられた樹
樹齢約400年、根回り４ｍ、⾼さ10ｍ 市指定天然記念物

姶良市蒲⽣町上久徳2399
（姶良市役所蒲⽣総合⽀所敷
地）

三島村 竹島のガジュマル 樹齢450年 ⿅児島郡三島村竹島

十島村 平島のガジュマル 樹齢約1000年を越えるガジュマル原⽣林 平島



市町村 名称 内容 所在地

⻑島町 温州みかん古木 樹齢250年，原木からの３代目 出水郡⻑島町鷹巣

⻑島町
城川内⼩学校と
⻑光寺のソテツ

慶⻑14年(1609)，島津⽒の琉球遠征に従軍した⼤章⽒が持ち帰り植樹し
た。

出水郡⻑島町城川内⼩学校･神
泊山⻑光寺

湧水町 ヒガンサクラ 樹齢約400年超，幹回り3.7m，⾼さ32m 姶良郡湧水町川添国有林

湧水町 蟠⿓梅 樹齢約700年，幹回り-m，⾼さ3m 姶良郡湧水町川添

湧水町 タブノキ 樹齢約500年超，幹回り6.9m，⾼さ30m 姶良郡湧水町川添国有林

湧水町 スダジイ 樹齢約500年超，幹回り6.2m，⾼さ25m 姶良郡湧水町川添国有林

湧水町 イスノキ 樹齢約500年超，幹回り4.5m，⾼さ25m 姶良郡湧水町川添国有林

⼤崎町 なげどんのタブノキ 樹齢約400年,胸⾼周囲7.45m,根回り13.2m,⼤崎町指定⽂化財 曽於郡⼤崎町仮宿上

南⼤隅町 旗山神社の⼤楠
樹齢1000年(推定),目通16m,⾼さ24m,県道68号沿いの⼤根占町池⽥旗
山神社の周囲にあります。幾百年の星霜を経て⽣き続けてきた年輪の重
みと⽣命の悠々さを感じさせる巨木

肝属郡南⼤隅町根占池⽥

肝付町 塚崎の⼤クス
樹齢約1,200年〜1,300年以上｡⾼さ32m,目通り幹14m｡塚崎古墳の1号
墳上に⽣えている｡塚崎⼤塚神社の神木とされている。

肝属郡肝付町野崎

肝付町 ⼩⽥のクス
第12代景⾏天皇が熊襲親征の際，お忘れになった杖が根付いて⼤木に
なったといわれている。

肝属郡肝付町

中種⼦町
坂井豊受神社
の⼤そてつ

推定樹齢700年以上の日本⼀の⼤ソテツ 熊毛郡中種⼦町坂井

中種⼦町 ヤクタネゴヨウ 古くから丸木舟の用材として使用｡現存する島内最⼤の古木 熊毛郡中種⼦町増⽥郡原

屋久島町 縄⽂杉
推定樹齢7200年とも⾔われる屋久杉の代表格｡周囲16.4m,⾼さ25.3m
（屋久島国⽴公園）

屋久島町国有林内(標⾼1300m)

屋久島町 夫婦杉（夫）
樹齢2000年，周囲10.9ｍ，⾼さ22.9ｍ
（屋久島国⽴公園）

屋久島町⼤株歩道沿い

屋久島町 夫婦杉（妻）
樹齢1500年，周囲5.8ｍ，⾼さ25.5ｍ
（屋久島国⽴公園）

屋久島町⼤株歩道沿い

屋久島町 ⼤王杉
樹齢3000年，周囲11.1ｍ，⾼さ24.7ｍ
（屋久島国⽴公園）

屋久島町⼤株歩道沿い

屋久島町 ウィルソン株
屋久杉の切り株。1586年，豊⾂秀吉の命令により⼤阪城築城のために切
られたと⾔われる。周囲13.8ｍ
（屋久島国⽴公園）

屋久島町⼤株歩道沿い

屋久島町 弥⽣杉
樹齢3000年，周囲8.1ｍ，⾼さ26.1ｍ
（屋久島国⽴公園）

白谷雲水峡
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屋久島町 川上杉
樹齢2000年，周囲8.9ｍ，⾼さ27.0ｍ
（屋久島国⽴公園）

屋久島町安房林道沿い

屋久島町 紀元杉
樹齢3000年，周囲8.1ｍ，⾼さ19.5ｍ
（屋久島国⽴公園）

屋久島町安房林道沿い

屋久島町 仏陀杉
樹齢1800年，周囲8.0ｍ，⾼さ21.5ｍ
（屋久島国⽴公園）

ヤクスギランド

屋久島町 ⺟⼦杉（⺟）
樹齢2600年，周囲9.0ｍ，⾼さ31.1ｍ
（屋久島国⽴公園）

ヤクスギランド

屋久島町 ⺟⼦杉（⼦）
樹齢2600年，周囲6.3ｍ，⾼さ29.5ｍ
（屋久島国⽴公園）

ヤクスギランド

⼤和村
オキナワ
ウラジロガシ林

手つかずの森の中，ウラジロガシの巨木がある。国指定天然記念物 ⼤島郡⼤和村和浜

宇検村 ⽯良のガジュマル 県道沿いにあるケンムンが宿ると⾔われている⼤きなガジュマル ⼤島郡宇検村⽯良地内

瀬⼾内町 サキシマスオウノキ 約1.5ｍの板根・胸⾼幹回り約3.0ｍ・樹⾼役17ｍ ⼤島郡瀬⼾内町油井

瀬⼾内町 於⻫のガジュマル
ブランコに乗れる⼤きなガジュマル。寅さんの映画「男はつらいよ」の
ロケ地。

⼤島郡瀬⼾内町於⻫

喜界町 日本⼀のフクギ 樹齢約350年 ⼤島郡喜界町先内

喜界町
手久津久の
ガジュマル

樹齢100年以上，根回り16m ⼤島郡喜界町手久津久

喜界町 アカテツの群落 巨⼤アカテツが多く⾒られる。 ⼤島郡喜界町志⼾桶

天城町
オキナワ
ウラジロガシ

約2ｍの板根を付けたウラジロガシの⼤木 ⼤島郡天城町三京

伊仙町 300年ガジュマル 伊仙町阿権集落の⽯垣から覗く推定300年のガジュマル ⼤島郡伊仙町阿権

和泊町 日本⼀のガジュマル 樹齢100年以上。根回り8m,枝張り直径22m ⼤島郡和泊町国頭


