
○ レジャーランド・レクリエーション公園
令和２年11⽉時点

市町村 名称 内容 所在地

⿅児島市 県⽴吉野公園 植物，スポーツ広場，子供遊具等 ⿅児島市吉野町7955

⿅児島市 かごしま健康の森公園 プール，テニスコート，体育館，広場 ⿅児島市⽝迫町825

⿅児島市 錦江湾公園 キャンプ場，アスレチック等 ⿅児島市平川町1818番外

⿅児島市
⿅児島ふれあいスポーツ
ランド

クレイ広場，芝生広場，屋内運動場，屋内プール，トレーニング室，EXスタジ
オ等

⿅児島市中⼭町591-1

⿅児島市 吉田運動場 体育館，多目的グラウンド，テニスコート ⿅児島市本城町46

⿅児島市 桜島⾃然恐⻯公園 恐⻯型遊具，ロングすべり台，展望台 ⿅児島市桜島横⼭町79

⿅児島市 喜入総合運動場 体育館，400ｍトラック，多目的グラウンド，テニスコート ⿅児島市喜入町6166-3

⿅児島市 千貫平⾃然公園 遊歩道，パノラマ展望台 ⿅児島市揖宿郡頴娃町

⿅児島市 松元平野岡運動場 体育館，研修施設，テニス場，多目的グラウンド，温泉 ⿅児島市上⾕⼝町3400

⿅児島市 八重⼭公園 野外ステージ，草スキー，ロングすべり台，アスレチック等 ⿅児島市郡⼭町5517番地1

⿅児島市
スパランド裸楽良(郡⼭総
合運動場)

体育館,多目的競技場,人工芝ﾃﾆｽｺｰﾄ6面,ジｮギﾝグｺｰｽ,グﾗﾝドゴﾙﾌ場,幼児広場,多
目的広場,温泉,ｽパゾｰﾝ,宿泊,ﾚｽﾄﾗﾝ,ﾄﾚｰﾆﾝグｽﾀジｵ

⿅児島市東俣町1450

⿅児島市 スカイぱれっと 遊歩道，パノラマ展望台
⿅児島市平川町瀧⾕川辺町野崎今
木場

⿅児島市
グリーンファーム（観光
農業公園）

体験⽤農地、交流体験施設、農産物直売館、農園レストラン、環境学習棟、
キャンプ場、滞在型市⺠農園、⾃然遊歩道、多目的広場

⿅児島市喜入⼀倉町5809番地97

⿅児島市
都市農村交流センターお
茶の⾥

多目的広場、遊具広場、交流室、農産物直売所、飲⾷施設 ⿅児島市春⼭町１０６５－１

⿅児島市 桜島溶岩グラウンド 体育館，グラウンド，芝生広場，野外ステージ ⿅児島市桜島横⼭町1722-17

⿅児島市 かんまちあ 広場，子供遊具等 ⿅児島市浜町2-20

⿅屋市 霧島ケ丘公園 バラ園,四季の花,シンボルタワーゴーカート,グランドゴルフ等 ⿅屋市浜田町1250

⿅屋市 ⿅屋海浜公園 樹齢100余年の⻘松に囲まれる海⽔浴場 ⿅屋市浜田町

⿅屋市 横尾岳公園 標⾼400ｍ，つつじが⾒れ，360度の⼤パノラマを⼀望できる ⿅屋市⼤姶良町3117

⿅屋市 輝北うわば公園
標⾼550ｍの⾼台にあり，360度景観に富み，星空の観察地でもあるｱｽﾚﾁｯｸ,ｸﾛ
ｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ,グﾗｽｽｷｰ,ふれあいの森等

⿅屋市輝北町1660-3

⿅屋市 平和公園
体育館,陸上競技場,野球場,幼児・児童広場,テニスコート,屋内ゲートボール場,
催し物広場,流⽔プール,ウォータースライダー

⿅屋市串良町有⾥5660-6

⿅屋市 下小原池公園 ボート，ログハウス ⿅屋市串良町小原4655

⿅屋市 ⼤塚⼭公園 展望台，アスレチック，プール，キャンプ場，サシバ観測地 ⿅屋市串良町有⾥2918ｰ7

⿅屋市 県⽴⼤隅広域公園 花の広場，冒険の広場，冒険の⾕⼤隅の⾥，カート場 ⿅屋市吾平町上名



市町村 名称 内容 所在地

⿅屋市 玉泉寺児童公園 藤，ツツジ，菖蒲園 ⿅屋市吾平町上名

⿅屋市 ウォーターパール館 ⽔に特殊な⾳波を与え，球体に変化させる⻄⽇本⼀の噴⽔装置 ⿅屋市五平町

阿久根市 番所丘公園
ゴーカート，電気⾃動⾞，ローラースケート，コンビネーション遊具，パター
ゴルフ

阿久根市⻄目6812-439

出⽔市 東光⼭公園 出⽔平野を眺望できる公園，遊具 出⽔市上鯖渕

出⽔市 市⺠の森 散策路，⻘年の家，体育館，テニスコート 出⽔市小原⼭

出⽔市 出⽔市総合運動公園 体育館，陸上競技場，温⽔プール,武道館⼸道場，テニスコ－ト，野球場 出⽔市文化町

出⽔市 ⾼野⼭公園 遊具施設，ローラースライダー，キャンプ場，展望台 出⽔市⾼尾野町⼤久保

出⽔市 荒崎展望公園 遊具，展望台 出⽔市⾼尾野町荒崎

指宿市 休暇村指宿 テニス，ソフトボ－ル，スポ－ツ広場，オ－トキャンプ場 指宿市東方10445

指宿市
花とぴあ⼭川イベント
パーク

イベント，レクリエーション広場 指宿市⼭川岡児ヶ⽔1523

指宿市 ヘルシーランド 温泉保養館，温⽔プール，多目的運動広場 指宿市⼭川福元3292

指宿市 鷲尾の森⾃然公園 遊歩道 指宿市⼭川⼭川⼤⼭

指宿市
かいもん⼭麓ふれあい公
園

⾃然流⽔プール(ウォータースライダー）,シャワー,イベント広場，ログハウ
ス,パターゴルフ,ゴーカート場,キャンプ場

指宿市開聞十町2626

指宿市 開聞総合運動公園 体育館，グラウンド，⼸道場，テニスコート 指宿市開聞十町2613

指宿市
レジャーセンターかいも
ん

温泉保健保養館，温泉プール，テニスコート，屋根付きゲートボール場等 指宿市開聞川尻5401-6

指宿市 フラワー公園 遊歩道，グラウンドゴルフコース 指宿市東方8978

指宿市
ふれあいプラザなのはな
館

中央ホール，体育館，屋内ゲートボール場，芝生広場，屋根付き遊歩道等 指宿市東方9300-1

⻄之表市 わかさ公園 ⽇ポ親交記念碑，植物園 ⻄之表市⻄之表14414

⻄之表市 あっぽ〜らんど 芝生広場，遊具，ボート等係留場⾺⽑⿅飼育舎 ⻄之表市⻄之表1910

垂⽔市 垂⽔市運動公園
体育館，陸上競技場，野球場，テニスコート，児童遊園地，イベント広場，キ
ララドーム

垂⽔市田神3000

垂⽔市 ⾼峠つつじヶ丘公園 つつじ，展望所 垂⽔市中俣4066-27

垂⽔市
猿ヶ城渓⾕ 森の駅たる
みず

森林浴，キャニオニング，バームクーヘン作り，宿泊（和⾵コテージや洋⾵コ
テージなど全8棟）

垂⽔市新御堂1344-1

薩摩川内市 寺⼭いこいの広場
アスレチック,運動広場,ゴーカート,ポニー広場,ミニ電気⾃動⾞等，フラワー
ガーデン

薩摩川内市天⾠町2453-30

薩摩川内市 いこいの森丸⼭公園 野外ステージ,運動広場,ジャングルジム,登⼭,展望,遊具,遊歩道 薩摩川内市樋脇町塔之原

薩摩川内市 入来町向⼭⾃然公園 アスレチック 薩摩川内市入来町副田



市町村 名称 内容 所在地

薩摩川内市 藺牟田池県⽴⾃然公園 サイクリング等 薩摩川内市祁答院町藺牟田

薩摩川内市
⽮⽴農村公園「せせらぎ
の⾥」

にじます池，釣堀⽔田，農産物直売所 薩摩川内市祁答院町⿊木

薩摩川内市
上甑県⺠⾃然レクリエー
ション村

ﾃﾆｽｺｰﾄ2面,ｷｬﾝプ場,海⽔浴場,ゴｰｶｰﾄ,海上遊歩道,バﾝガﾛｰ,パﾀｰゴﾙﾌ,ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ施
設

薩摩川内市上甑町中川原

⽇置市
⽇置市東市来総合運動公
園

多目的広場(ソフトボール･サッカー･陸上競技･グランドゴルフ) ⽇置市東市来町伊作田1038-2

⽇置市
城⼭公園（⽇置市伊集院
町）

展望広場,子ども広場,城跡史跡/かつて島津家の｢⼀宇治城｣があった所｡約450
年前,聖ﾌﾗﾝｼｽｺ･ザビｴﾙが訪れた｡

⽇置市伊集院町⼤田

⽇置市
⽇置市伊集院総合運動公
園

400ｍトラック，25ｍプール，流動プール，テニスコート８面、野球場，補助
グランド、サッカー場、ドーム、多目的広場、陸上競技場

⽇置市伊集院町野田1792

⽇置市 ふれあい健康センター 屋内ゲートボール場４面屋内テニスコート２面
⽇置市伊集院町妙円寺二丁目
1543-1

⽇置市 ⽇置市⽇吉総合運動公園
体育館，運動場，テニスコート，⼸道場，相撲場，グラウンドゴルフ場，合
宿，研修センター（宿泊可）

⽇置市⽇吉町⽇置5218

⽇置市 吹上浜公園 体育館，野球，テニス，ゲートボール場，陸上競技場，ドーム等 ⽇置市吹上町中原1353-5

⽇置市
東市来屋内レクリエー
ション施設 こけけドー
ム

ゲートボール４面、テニスコート２面 ⽇置市東市来町湯田700-1

⽇置市
東市来グラウンドゴルフ
場

天然芝16ホール ⽇置市東市来町湯田700-1

曽於市 末吉栄楽公園 野球場，テニスコート，体育館 曽於市末吉町諏訪8478

曽於市 末吉町花房峡憩いの森
花房峡の照葉樹林と渓⾕を生かした遊歩道，キャンプ場，ゴーカート，パター
ゴルフ,ローラースケート

曽於市末吉町南之郷11391-1

曽於市 財部城⼭総合運動公園 野球場，トレーニングセンター，体育館 曽於市財部町北俣105532

曽於市 ⼤川原峡 ⼤淀川上流溝之⼝川に沿う景勝地ハイキングコース，サイクリングコース 曽於市財部町下財部6472

曽於市 ⼤隅総合運動公園 総合運動公園（体育館，野球場，武道館，⼸道場，テニスコート等） 曽於市⼤隅町中之内8481

曽於市 弥五郎伝説の⾥ コンビネーション遊具，スキッドレース，電動カー，イベント広場⽔の広場 曽於市⼤隅町岩川5718-1

曽於市 ⼤鳥峡 奇岩・怪岩，バンガロー 曽於市⼤隅町⽉野地内

曽於市 いきいき親⽔公園 ⽔遊びのできる遊具 曽於市財部町下財部

曽於市
フォレストアドベン
チャーおおすみ

「登って,渡って,滑る」を基本に小学１年生から利⽤できるディスカバリー
コース。また,レザータグ・モバイルコース、トランポリなどもあります。

曽於市⼤隅町岩川6048-1

曽於市 新地公園 グランドゴルフ場 曽於市末吉町二之方2340

霧島市 国分城⼭公園 展望台，ゴーカート場，ローラースライダー，芝広場，観覧⾞ 霧島市国分上小川3819

霧島市 国分海浜公園 体育館，広場，テニスコート，ソフトボール場 霧島市国分下井2512

霧島市 ⿊⽯岳森林公園 バンガロー，テント施設,グラウンドゴルフ場，遊具施設 霧島市国分川内4227-48

霧島市 上野原縄文の森
展⽰館，埋蔵文化センター，落葉広葉樹の森，照葉樹の森，復元集落，古代家
屋群，体験学習館，展望の丘，森のアスレチック等

霧島市国分上野原縄文の森1-1



市町村 名称 内容 所在地

霧島市 溝辺上床公園
テニスコートグラウンドゴルフ場,屋外ステージ,じゃぶじゃぶ池,草スキー場,
ローラースライダー,遊具施設

霧島市溝辺町麓3391

霧島市 丸岡公園 ゴーカート，子供遊具,サイクリング,遊歩道,スロープカー 霧島市横川町上ノ3590-9

霧島市 霧島⾼原国⺠休養地 プール,体育館,テニスコート,キャンプ場,コテージ 霧島市牧園町⾼千穂3311

霧島市 みやまの森運動公園 体育館，ゲートボール場，多目的広場，チビッコ広場 霧島市牧園町宿窪田2992

霧島市
霧島緑の村
⾃然環境活⽤センター

体育館,多目的広場,バンガロー 霧島市霧島田⼝2583-13

霧島市 霧島神話の⾥公園 ｽｰパｰｽﾗｲダｰ,グﾗｽｽｷｰ,ﾘﾌﾄ,ｲベﾝﾄ広場,パﾀｰゴﾙﾌ,ﾚｽﾄﾗﾝ他 霧島市霧島田⼝2583-22

霧島市 ⽇当⼭温泉公園
ゲートボール場，野球場，グランドゴルフ，遊具，イベント，レクリエーショ
ン広場

霧島市隼人町東郷1613-2

霧島市
福⼭運動場
まきばドーム

ゲートボールコート、テニスコート 霧島市福⼭町福⼭6346

霧島市
福⼭運動場
福⼭パークゴルフ場

公認コース36ホール、総延⻑1,814m 霧島市福⼭町福⼭6268-52

いちき串木野市 冠嶽園
薬草の宝庫でもある⼭岳仏教の名⼭「冠岳」の縮景と，その名の由来で「方土
徐福」の伝承を顕現するために設けられた中国庭園

いちき串木野市冠岳13511-7

いちき串木野市 冠岳花川砂防公園 10本の年代橋や多目的広場，⽔鏡，展望桜などがある。中国⾵公園 いちき串木野市冠岳花川

いちき串木野市 ちかび展⽰館
実際の作業トンネル跡を利⽤して作られ，⽯油備蓄の必要性や安全性について
の４つのコ－ナ－がある。

いちき串木野市野元21803

いちき串木野市 ⻑崎⿐公園
50ｍ・幼児・流⽔スライダー・海⽔プール，アスレチック施設，海浜児童セン
ター等

いちき串木野市小瀬町〃⻑崎町
100

いちき串木野市 照島 遊歩道，ﾗﾝﾆﾝグｺｰｽ，照島神社 いちき串木野市照島

いちき串木野市 観⾳ヶ池市⺠の森 桜1,000本，遊歩道，交流センター，ログハウス いちき串木野市町湊町1247-3

南さつま市 県⽴吹上浜海浜公園
お祭り広場，児童広場，運動広場⾳楽の池,プール,
オートキャンプ，サイクリングロード，ロ－ラ－スケ－ト場

南さつま市加世田⾼橋1936-2

南さつま市 加世田運動公園
体育館，陸上競技場，野球場，武道館，⼸道場，テニスコート，
児童公園，プール，ゲートボールパターゴルフ，展望広場等

南さつま市加世田武田18100

南さつま市 杜⽒の⾥公園 焼酎池，コンビネーション遊具，野外ステージ，イベント広場
南さつま市笠沙町⾚生木6762(⿊
瀬地内）

南さつま市 笠沙恵⽐寿
ソルトプ－ル，キッズデッキフィッシャ－マンズデッキ，
冒険桟橋，イベント広場

南さつま市笠沙町⽚浦14847-1

南さつま市 丸⼭島公園 子供広場，テニスコート，ゲートボール場 南さつま市⼤浦町7575-1

南さつま市 県⽴吹上海浜公園 南薩少年⾃然の家等 南さつま市⾦峰町⾼橋

志布志市 やっちくふるさと村 コンビネーション遊具 志布志市松⼭町新橋1526-1

志布志市 松⼭城⼭総合公園 陸上競技場，体育館，多目的広場プール，児童広場，芝生広場等 志布志市松⼭町新橋1570-17

志布志市 松⼭城址 展望台，神州不滅の碑，桜の名所 志布志市松⼭町新橋

志布志市 ⼤⾕⼭⾃然公園 炊飯施設，かぶと虫 志布志市松⼭町尾野⾒



市町村 名称 内容 所在地

志布志市 ダグリ岬遊園地 遊園地，海⽔浴場，レジャープール 志布志市志布志町夏井211-2

志布志市 志布志運動公園 体育館,陸上競技場,武道館,多目的広場,屋内温⽔ﾌﾟｰﾙ,相撲場 志布志市志布志町安楽201-13

志布志市 ⼤浜緑地公園 芝生広場，遊具 志布志市志布志町志布志3219-6

志布志市 鉄道記念公園 遊具，イベント広場，SL
志布志市志布志町志布志三丁目
26番1号

志布志市 「蓬の郷」 浴場，ﾚｽﾄﾗﾝ，ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ，ほたる川,めだか池 志布志市有明町蓬原351-3

奄美市 ⼤浜海浜公園 展望台,キャンプ場,みはらし広場，野外ステージ、⽇本の渚百選 奄美市名瀬⼤字小宿字⼤浜

奄美市 ⾚崎公園 チビッコ広場 奄美市名瀬⼤字朝仁字牧

奄美市 おがみ⼭公園 遊歩道，展望所，薬草園 奄美市名瀬⼤字⾦久字永田

奄美市 本場⼤島紬泥染公園 泥染⽤泥田 奄美市名瀬⼤字伊津部勝

奄美市 名瀬運動公園
陸上競技場,市⺠球場,多目的広場市営プール,総合体育館,クロスカントリー練習
コース,テニスコ－ト多目的屋内練習場,⼸道場

奄美市名瀬⼤字小宿2878-1

奄美市 内海公園⾃由広場 ちびっこ広場 奄美市住⽤町摺勝

奄美市
⿊潮の森マングローブ
パーク

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ原生林とﾘｭｳｷｭｳｱﾕを飼育し展⽰している。ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ原生林をｶﾇｰで探
検することができる。

奄美市住⽤町⽯原478

奄美市 あやまる岬観光公園 多目的広場,展望台,グラウンド・ゴルフ，海⽔プール 奄美市笠利町須野

奄美市 蒲生埼観光公園 遊歩道，展望台等 奄美市笠利町⼤字屋仁

南九州市
⼤野岳⾃然公園アグリラ
ンドえい

パﾗグﾗｲダｰ，遊歩道，展望台，広場展望台，キャンプ場，市⺠ふれあい農園，
ロードトレイン等

南九州市頴娃町郡，南九州市頴娃
町牧之内15025-5

南九州市 知覧テニスの森公園
テニスコート（17面うち１面はセンターコート）クラブハウス（サロン，更⾐
室，温⽔シャワー）

南九州市知覧町郡9126-3

南九州市 知覧平和公園
陸上競技場，多目的球場，サッカー場，庭球場，⼸道場，相撲場，ゲートボー
ル場，武道館，遊具

南九州市知覧町郡17880

南九州市 清⽔岩屋公園
⾃然流⽔プール(ｳｫｰﾀｰｽﾗｲダｰ,ｼｬﾜｰ,ﾄｲﾚ,更⾐室)，駐⾞場，キャンプ場桜の屋形
(展望所,茶屋,休憩所)⾃由広場，清⽔磨崖仏（資料館）

南九州市川辺町清⽔3882

南九州市 諏訪運動公園 陸上競技場，体育館，⾃由広場，ゲートボール場，テニスコートキャンプ場 南九州市川辺町平⼭7354

南九州市 オートキャンプ森の川辺
キャンプ場，炊事棟，ドッグラン，MTBコース，アスレチック遊具，ボルダリ
ングジム，キャンプファイヤーピット

南九州市川辺町野崎8138-1

伊佐市 曽木の滝公園 都市公園（⽇本⼀の滝） 伊佐市⼤⼝宮人628

伊佐市 忠元公園 〃（桜名所百選） 伊佐市⼤⼝原田2484

伊佐市 十曽⻘少年旅⾏村 遊歩道，キャンプ場，運動公園 伊佐市⼤⼝小木原688

伊佐市 湯之尾滝ガラッパ公園 遊具，ガラッパ像 伊佐市菱刈川南

伊佐市 楠本川渓流⾃然公園 キャンプ場，バンガロー，五衛⾵呂，遊具，そり 伊佐市菱刈田中1413-9



市町村 名称 内容 所在地

姶良市 さえずりの森 キャンプ場，健康トリム，草ソリ，河川広場，展望台 姶良市加治木町⻄別府3490

姶良市 姶良市総合運動公園
陸上競技場（現在芝生張替工事のため使⽤不可），テニスコ－ト，野球場，多
目的広場，こども広場(遊具)、体育館、トレーニングジム、人⼝芝グラウンド

姶良市平松2392

姶良市 船津公園 子供広場，多目的広場，テニスコ－ト，子供広場 姶良市船津1523

姶良市 サボーランドパーク姶良 散策道，ジョギングコース 姶良市平松195-2

姶良市 住吉池公園 キャンプ村，芝広場，ブラックバス等の釣り 姶良市蒲生町上久徳875-3

姶良市 蒲生中央公園 屋内ゲートボール場，⼤型遊具 姶良市蒲生町上久徳2698-1

姶良市 ⾼岡公園 遊具、展望台、散策道、広場 姶良市加治木町⻄別府2944

十島村 悪⽯島湯泊温泉公園 健康広場（キャンプ広場），遊歩道，砂むし，温泉，海中温泉等 ⿅児島郡十島村悪⽯島

さつま町 県⽴北薩広域公園 ⺠芸むら，市の庭，キャンプ場，⼤型複合遊具，⾜湯場 薩摩郡さつま町⻁居

さつま町 かぐや姫の⾥公園 ⽵林公園，庭園，かぐや姫グラウンド 薩摩郡さつま町⻁居

さつま町 宮之城総合運動公園 体育館(ﾊﾞﾚｰ4面)，運動場(ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ4面)，ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ場 薩摩郡さつま町船木308-2

さつま町 きららの⾥公園 ⽇本庭園⾵，休憩所，⽔⾞小屋 薩摩郡さつま町泊野1787

さつま町 神の湯ふれあい公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場(ﾅｲﾀｰ完備),体育館，研修室ﾊﾟﾀｰｺﾞﾙﾌ(9ﾎｰﾙ),ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ,ﾃﾝﾄｻｲﾄ 薩摩郡さつま町紫尾

さつま町 観⾳滝公園
ガラス工芸館，グランドゴルフ場，レストランキャンプ場，河川プール，温泉
宿

薩摩郡さつま町永野

⻑島町
あずまレジャーランド太
陽の⾥

ケビン，海⽔浴場アスレチック，キャンプ場
出⽔郡⻑島町鷹巣333ｰ1出⽔郡⻑
島町鷹巣333ｰ19

⻑島町
⻑島町野営場等林間休養
施設

遊歩道 出⽔郡⻑島町蔵之元

⻑島町 獅子島化⽯パーク 化⽯発掘体験 出⽔郡⻑島町獅子島

湧⽔町
栗野岳レクリエーション
村

⽇本⼀枕木階段，⼤パノラマ展望台，アスレチック 姶良郡湧⽔町栗野岳

湧⽔町 ＳＬ公園 ＳＬを展⽰ 姶良郡湧⽔町川⻄

湧⽔町 池平公園 桜，遊具，広場 姶良郡湧⽔町中津川

湧⽔町 ⽵中池公園 プール，遊具，スライダー 姶良郡湧⽔町川添

⼤崎町 くにの松原 町営プール,キャンプ場,芝生広場展望遊具，遊歩道，クロスカントリーコース 曽於郡⼤崎町益丸226-1

⼤崎町 ⼤崎ふれあいの⾥公園 体育館,多目的広場,イベント広場,遊戯広場，⽇本庭園他 曽於郡⼤崎町神領2392

⼤崎町
ジャパンアスリートト
レーニングセンター⼤隅

陸上に特化したトレーニング施設 曽於郡⼤崎町菱田1441



市町村 名称 内容 所在地

東串良町 円⼭公園ふれあいの森 児童館，プール，キャンプサイト 肝属郡東串良町川東洲崎

錦江町 神川⼤滝公園 吊橋，林間広場，親⽔広場，森林体験交流センター 肝属郡錦江町2382

錦江町 花瀬⾃然公園 ｷｬﾝプ場,バﾝガﾛ-,遊歩道,ｵ-ﾄｷｬﾝプ場,多目的広場,流⽔プ-ﾙ 肝属郡錦江町田代川原花瀬

南⼤隅町 台場公園 薩英戦争当時の砲台跡，炊飯施設バーベキュー台 肝属郡南⼤隅町根占辺田原

南⼤隅町 ⼤浜海浜公園 バンガロー 肝属郡南⼤隅町根占⼭本6868

南⼤隅町 ⽴神公園 バーベキュー台，炊飯施設，東屋 肝属郡南⼤隅町根占辺田舟木

肝付町 叶岳ふれあいの森 ｺﾃｰジ，林間広場，ボードウォーク 肝属郡肝付町南方2030-83

肝付町 上床公園 ⾃然遊歩道，アスレチック等 肝属郡肝付町南方

肝付町 轟の滝 河川広場 肝属郡肝付町波⾒

肝付町 やぶさめの⾥総合公園
多目的広場,ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場,⼤型遊具⾼⼭温泉ﾄﾞｰﾑ,⾼⼭やぶさめ館(宿泊施設).特産
品販売

肝属郡肝付町新富

中種子町 太陽の⾥ 陸上競技場，野球場，テニスコート，流⽔プール，アスレチック等 熊⽑郡中種子町5930

中種子町 なかたねふれあいの⾥ 農家ロッジ，⿊糖伝承館多目的広場，体験農園，炭焼場 熊⽑郡中種子町野間5930

中種子町 熊野漁港公園 遊歩道，多目的広場 熊⽑郡中種子町坂井

中種子町 ⾃然レクリエーション村 海⽔浴場，キャンプ場，屋外ステージ，トイレ，シャワー室，調理場 熊⽑郡中種子町

南種子町 前之浜海浜公園 スポーツ，⾃由広場，キャンプ場草スキー，トイレ，⽔飲 熊⽑郡南種子町⻄之

南種子町 宇宙ヶ丘公園 広場，テニス場，郷土展⽰館子供遊具，天望台，ゴーカート等 熊⽑郡南種子町上中

南種子町 南種子町⾃然の家 キャンプ場,多目的広場,温泉ｼｬﾜ- 熊⽑郡南種子町島間

屋久島町 屋久島総合⾃然公園 育苗センター，野外ステージ散策路，ボードウォーク 熊⽑郡屋久島町宮之浦湯ノ川

屋久島町 屋久島町憩の森 憩の森，遊歩道，遊具施設 熊⽑郡屋久島町宮之浦2473-238

屋久島町 屋久島町健康の森公園 陸上競技場、テニスコート、⼸道場、芝生広場 熊⽑郡屋久島町安房2740-1

屋久島町 キャノッピ 樹上空中回廊 熊⽑郡屋久島町原677-44

⼤和村 奄美フォレストポリス
多目的広場，ふれあい広場，⽔辺の広場，マテリヤの滝，遊歩道，キャンプ
場，グラウンドゴルフ，パターゴルフ，バッテリーカー

⼤島郡⼤和村福元

⼤和村 奄美フォレストポリス
多目的広場，ふれあい広場，⽔辺の広場，マテリヤの滝，遊歩道，キャンプ
場，グラウンドゴルフ，パターゴルフ，バッテリーカー

⼤島郡⼤和村福元

宇検村 宇検村運動総合公園 テニスコート,陸上競技場,野球場 宇検村湯湾

宇検村 湯湾岳展望台公園 焼内湾が⼀望できる展望台，遊具 宇検村湯湾



市町村 名称 内容 所在地

宇検村 峰田⼭公園 宇検村全集落を⼀望できる展望台がある 宇検村芦検

⿓郷町 奄美⾃然観察の森 森の館，遊歩道，昆虫の森，展望台等 ⼤島郡⿓郷町円1193番地

喜界町 中⻄公園 芝生広場，休憩所 ⼤島郡喜界町花良治

喜界町 メンハナ公園 広場 ⼤島郡喜界町湾

喜界町 ムチャ加那公園 広場，⽯碑 ⼤島郡喜界町小野津

喜界町 空港臨海公園 ミニゴルフ場，海⽔浴場，キャンプ場，多目的広場，野外ステージ ⼤島郡喜界町中⾥

徳之島町
畦プリンスビーチ海浜公
園

野外ｽﾃｰジ，多目的広場，ｷｬﾝプ場，展望台，海⽔浴場 ⼤島郡徳之島町畦

徳之島町 徳之島町総合運動公園 陸上競技場，野球場，多目的広場，テニスコート，レジャープール ⼤島郡徳之島町徳和瀬

天城町 与名間海浜公園 レジャープール，キャンプ，遊具施設，パターゴルフ ⼤島郡天城町与名間

天城町 天城町総合運動公園 テニスコート，野球場，多目的広場，屋内ゲートボール場，陸上競技場 ⼤島郡天城町浅間

天城町 クロスカントリーパーク 2kmコース，1kmコース，バースハウス ⼤島郡天城町松原字猫平629

伊仙町 伊仙町義名⼭運動公園 グランド，体育館，プール，テニスコート，相撲場，公園 ⼤島郡伊仙町伊仙

和泊町 越⼭公園 キャンプ場，テニスコート ⼤島郡和泊町瀬名

和泊町 笠⽯海浜公園
キャンプ場，野外ステージ，イベント広場，海⽔浴場，シンボルタワー，グラ
ススライダー

⼤島郡和泊町喜美留

知名町 マリンパーク白浜 遊具，遊歩道 ⼤島郡知名町知名

知名町 フローラルパーク ﾃﾆｽｺｰﾄ,ゲｰﾄボｰﾙ場,パﾀｰゴﾙﾌ,ゴｰｶｰﾄ,多目的広場,ﾌﾗﾜｰガｰデﾝ ⼤島郡知名町知名2190-1

与論町
タツミパークゴルフヨロ
ン

パークゴルフ場 ⼤島郡与論町


