
○ 文化財
 （記念物） 令和２年11⽉時点

内容 指定区分 名称 所在地
史跡 国指定 隼人塚 霧島市隼人町内山田265-3
史跡 大隅国分寺跡 霧島市国分中央1-1794
史跡 （附宮田ケ岡瓦窯跡） 姶良市船津字宮田
史跡 国指定 指宿橋牟礼川遺跡 指宿市十二町
史跡 国指定 城山 ⿅児島市城山町
史跡 国指定 佐多旧薬園 肝属郡南大隅町佐多伊座敷
史跡 国指定 唐仁古墳群 肝属郡東串良町
史跡 国指定 桂菴墓 ⿅児島市伊敷町仮屋 桂庵公園
史跡 国指定 南浦文之墓 姶良市加治⽊町反⼟1814
史跡 国指定 横瀬古墳 曽於郡大崎町大字横瀬字エサイ町427,1428

史跡 国指定 薩摩国分寺跡 薩摩川内市国分寺町大都及び下台の一部
史跡 国指定 塚崎古墳群 肝属郡肝付町野崎2238 他
史跡 国指定 高山城跡 肝属郡肝付町新富8341 他
史跡 国指定 旧集成館 附寺山炭窯 関吉疎水溝 ⿅児島市吉野町磯
史跡 国指定 ⿅児島紡績所技師館（異人館） ⿅児島市吉野町磯
史跡 国指定 宇宿貝塚 奄美市笠利町宇宿
史跡 国指定 知覧城跡 南九州市知覧町永⾥ 他
史跡 国指定 栫ノ原遺跡 南さつま市加世田村原字栫ノ原
史跡 国指定 上野原遺跡 霧島市国分上野原縄文の森１－１
史跡 国指定 清色城跡 薩摩川内市入来町浦之名字庵之坂，字赤城之前，字古春，字後之迫

史跡 国指定 志布志城跡 志布志市志布志町帖字松屋他
史跡 国指定 大⼝筋  ⽩銀坂 ⿓⾨司坂  ⿅児島市宮之浦，姶良市姶良町大字脇元・平松，加治⽊町⽊田

史跡 国指定 徳之島カムィヤキ陶器窯跡 大島郡伊仙町
史跡 国指定 住吉貝塚 大島郡知名町
史跡 国指定 広田遺跡 熊毛郡南種子町
史跡 国指定 赤⽊名城跡 奄美市笠利町
史跡 国指定 小湊フワガネク遺跡 奄美市名瀬小湊
史跡 国指定 大隅正八幡宮境内及び社家跡 霧島市隼人町内2496
史跡 国指定 面縄貝塚 大島郡伊仙町大字面縄字中ノ当644番 外26筆等

史跡 国指定 城久遺跡 大島郡喜界町大字山田字山田半田791番地1 外44筆

史跡 県指定 鶴丸城跡 ⿅児島市城山町
史跡 県指定 福昌寺跡 ⿅児島市池之上町48
史跡 県指定 弥生式住居跡 ⿅児島市郡元町2-4-27 一之宮神社境内

史跡 県指定 常楽院 日置市吹上町田尻中島
史跡 県指定 山川薬園跡及びリュウガン 指宿市山川町新生町35
史跡 県指定 六地蔵塔 南さつま市加世田武田17924-3
史跡 県指定 一乗院跡 南さつま市坊津町坊
史跡 県指定 平田靱負屋敷跡 ⿅児島市平之町6 
史跡 県指定 南洲墓地 ⿅児島市上⻯尾町2
史跡 県指定 南洲流謫跡 大島郡⿓郷町⿓郷166
史跡 県指定 ⻲丸城跡 日置市吹上町中原

国指定



内容 指定区分 名称 所在地
史跡 県指定 清水磨崖仏 南九州市川辺町清水薬師
史跡 県指定 泊如竹の墓 熊毛郡屋久島町安房104-1
史跡 県指定 愛甲喜春の墓 志布志市志布志町志布志2ー18ー14
史跡 県指定 郡山町川田堂園の供養塔群 ⿅児島市郡山町川田1238
史跡 県指定 指江古墳 出水郡⻑島町指江598
史跡 県指定 栗野町稲葉崎の供養塔群 姶良郡湧水町稲葉崎330-3
史跡 県指定 栗野町田尾原の供養塔群 姶良郡湧水町田尾原85-3
史跡 県指定 和泊町の世之主の墓 大島郡和泊町内城808
史跡 県指定 来迎寺跡墓塔群 いちき串⽊野市大⾥1197
史跡 県指定 宝満寺跡 志布志市志布志町帖6530 他
史跡 県指定 ⻯⾨司焼古窯 姶良市加治⽊町小山田6095
史跡 県指定 私学校跡石塀 ⿅児島市山下町6-1
史跡 県指定 根占町川南宇都の板碑 肝属郡南大隅町川南諏訪上
史跡 県指定 薩摩町永野別府原古墳群 薩摩郡さつま町永野別府原
史跡 県指定 宗功寺墓地 薩摩郡さつま町⻁居5254・5255
史跡 県指定 脇本古墳群糸割渕1号墳・2号墳 阿久根市脇本糸割渕5657,5643-2
史跡 県指定 赤水の岩堂磨崖仏 霧島市横川町赤水
史跡 県指定 笠野原⼟持堀の深井⼾ ⿅屋市串良町細山田5323
史跡 県指定 小浜崎古墳群 出水郡⻑島町蔵之元⻤塚,⽩⾦,⽩⾦先
史跡 県指定 明神古墳群 出水郡⻑島町蔵之元明神
史跡 県指定 加世堂古墳 出水郡⻑島町山⾨野3342
史跡 県指定 刀匠玉置家歴代の墓 ⿅児島市喜入町8230
史跡 県指定 鶴田町大願寺跡墓塔群(開山堂跡・薬師堂跡) 薩摩郡さつま町柏原字上大願寺2636及び2630

史跡 県指定 犬田布貝塚 大島郡伊仙町犬田布1152
史跡 県指定 城間トフル墓群 奄美市笠利町万屋
史跡 県指定 市来町市来貝塚 いちき串⽊野市川上
史跡 県指定 厚地松山製鉄遺跡 南九州市知覧町大字厚地字枦場,字河⼝及び字皆尾平

史跡 県指定 宇都窯跡 姶良市鍋倉1376-2
史跡 県指定 横峯遺跡 熊毛郡南種子町大字島間小字横峯2510番地の1

史跡 県指定 ⿊川洞⽳ 日置市吹上町永吉９１８５番地
史跡 県指定 頴娃城跡 南九州市頴娃町郡
史跡 県指定 美山薩摩焼窯 日置市東市来町竃ノ平973,974
史跡 県指定 建昌城跡 姶良市⻄餅田2185番地など計60筆
史跡 県指定 天⾠寺前古墳 薩摩川内市天⾠町字寺前651－2の一部
史跡 県指定 岡崎古墳群（15号古墳） ⿅屋市串良町岡崎3250－2の一部，1785の一部

史跡 県指定 ⽴切遺跡 熊毛郡中種子町大字坂井字今平2876番地1ほか

史跡 県指定 岡野窯跡群 伊佐市菱刈市山2033番地10
史跡 県指定 掛橋坂 姶良市蒲生町北字込原
史跡 県指定 ⾦山水⾞（轟製錬所）跡 南九州市知覧町郡字轟
史跡 県指定 ⼾森の線刻画 ⿅児島県大島郡天城町大字瀬滝
史跡 県指定 根占原台場跡 肝属郡南大隅町根占辺田608番地１の一部

史跡 県指定 中甫洞⽳ 大島郡知名町志検水窪662番地
天然記念物 国特天 ⿅児島県のツルおよびその渡来地 出水市



内容 指定区分 名称 所在地
天然記念物 国特天 喜入のリュウキュウコウガイ産地 ⿅児島市喜入生⾒字貝和田267-1,上荒田1284一⼄⼝

天然記念物 国特天 蒲生のクス 姶良市蒲生町上久徳2258蒲生八幡神社
天然記念物 国特天 ⿅児島県のソテツ⾃生地 指宿市山川町,南さつま市坊津町,肝属郡南大隅町，肝付町

天然記念物 国特天 屋久島スギ原始林 熊毛郡屋久島町
天然記念物 国特天 枇榔島亜熱帯性植物群落 志布志市志布志町帖字向川原
天然記念物 国特天 アマミノクロウサギ 奄美大島・徳之島
天然記念物 国指定 ルリカケス 奄美大島・加計呂⿇島・請島
天然記念物 国指定 藺牟田池の泥炭形成植物群落 薩摩川内市祁答院町藺牟田1944
天然記念物 国指定 キイレツチトリモチ産地 ⿅児島市吉野町字桜⾕、柳ヶ⾕,東愛宕,新道

天然記念物 国指定 ヤッコソウ発生地 日置市東市来町湯田4008-4
天然記念物 国指定 ノカイドウ⾃生地 霧島市牧園町高千穂新床⿅倉3968,万膳えびの1488

天然記念物 国指定 ヒガンザクラ⾃生南限地 姶良郡湧水町川添
天然記念物 国指定 川内川のチスジノリ発生地 伊佐市刈町湯之尾滝付近から荒田天神橋付近まで

天然記念物 国指定 ヘゴ⾃生北限地帯 南さつま市笠沙町，薩摩川内市⾥町・上甑町・下甑町・肝属郡南大隅町・肝付町

天然記念物 国指定 城山 ⿅児島市城山
天然記念物 国指定 栗野町ハナショウブ⾃生南限地帯 姶良郡湧水町堀切3817
天然記念物 国指定 塚崎のクス 肝属郡肝付町野崎字大塚2238
天然記念物 国指定 藤川天神の臥⿓梅 薩摩川内市東郷町藤川1266
天然記念物 国指定 志布志の大クス 志布志市志布志町安楽1519-2
天然記念物 国指定 薩摩鶏 ⿅児島県
天然記念物 国指定 地頭鶏 ⿅児島県
天然記念物 国指定 永利のオガタマノキ 薩摩川内市永利町石神106-1
天然記念物 国指定 稲尾岳 肝属郡錦江町・南大隅町・肝付町
天然記念物 国指定 神屋・湯湾岳 奄美市住用町・大島郡宇検村
天然記念物 国指定 アカヒゲ 南⻄諸島（喜界島，与論島，沖永良部島を除く）・屋久島・種子島

天然記念物 国指定 オオトラツグミ 奄美大島
天然記念物 国指定 オカヤドカリ 南⻄諸島
天然記念物 国指定 オーストンオオアカゲラ 奄美大島
天然記念物 国指定 カラスバト ⿅児島県
天然記念物 国指定 トゲネズミ 奄美大島・徳之島
天然記念物 国指定 ケナガネズミ 奄美大島・徳之島
天然記念物 国指定 アカコッコ トカラ列島・屋久島・種子島
天然記念物 国指定 エラブオオコウモリ ⼝永良部島・トカラ列島
天然記念物 国指定 ヤマネ ⿅児島県本⼟
天然記念物 国指定 イイジマムシクイ トカラ列島・屋久島・種子島
天然記念物 国指定 万之瀬川河⼝域のハマボウ群落及び⼲潟生物群集 南さつま市
天然記念物 国指定 大和浜のオキナワウラジロガシ林 大島郡大和村大和浜字瀧ノ川93－１
天然記念物 国指定 志布志のカワゴケソウ科植物生育地 志布志市志布志町内 安楽川，前川
天然記念物 国指定 ヤクシマカワゴロモ生育地 屋久島町 一湊川，⽩川
天然記念物 国指定 薩摩⿊島の森林植物群落 ⿅児島郡三島村大字⿊島
天然記念物 国指定 夏井海岸の⽕砕流堆積物 志布志市志布志町地内
天然記念物 国指定 宝島⼥神山の森林植物群落 ⿅児島郡十島村大字宝島⼥神
天然記念物 国指定 天降川流域の⽕砕流堆積物 霧島市横川町，牧園町，隼人町



内容 指定区分 名称 所在地
天然記念物 国指定 徳之島明眼の森 大島郡伊仙町犬田布字明眼
天然記念物 国指定 喜界島の隆起サンゴ礁上植物群落 大島郡喜界町大字中⾥
天然記念物 国指定 甑島⻑⽬の浜及び潟湖群の植物群落 薩摩川内市⾥町⾥字⽜瀬
天然記念物 国指定 種子島阿嶽川のマングローブ林 熊毛郡中種子町大字坂井池之角
天然記念物 県指定 トカラウマ ⿅児島郡十島村
天然記念物 県指定 ハマジンチョウ 阿久根市波留5267ほか
天然記念物 県指定 タモトユリ ⿅児島郡十島村⼝之島
天然記念物 県指定 ヘゴ⾃生地北限 出水郡⻑島町北⽅崎
天然記念物 県指定 カワゴケソウ科 さつま町・伊佐市・南さつま市・南九州市・錦江町・南大隅町・志布志市・屋久島町

天然記念物 県指定 仙人岩の植物群落 いちき串⽊野市冠岳1352
天然記念物 県指定 天然橋 南九州市川辺町上山田柿房虚空蔵岳
天然記念物 県指定 縄状玄武岩 指宿市開聞町脇浦花瀬崎
天然記念物 県指定 権現洞⽳ 南九州市川辺町上山田君野
天然記念物 県指定 溝ノロ洞⽳ 曽於市財部町大塚原
天然記念物 県指定 オニバス⾃生地 薩摩川内市寄田町885-39,886-3,886-6 小⽐良池

天然記念物 県指定 川辺の大クス 南九州市川辺町宮4773
天然記念物 県指定 噴⽕により埋没した鳥居，⾨柱 ⿅児島市⿊神町262,204
天然記念物 県指定 特殊⽺⻭類及び蘚類の⾃生地 ⿅児島市東桜島町2
天然記念物 県指定 ウシウマの骨格 ⿅児島市城山町1-1 県⽴博物館
天然記念物 県指定 福山のイチョウ 霧島市福山町福山2437
天然記念物 県指定 昇⻯洞 大島郡知名町吉野平川
天然記念物 県指定 山川薬園跡及びリュウガン 指宿市山川町新生町35
天然記念物 県指定 沖永良部島下平川の大型有孔⾍化石密集産地 大島郡知名町下平川字瀬田原264-3,265-1,266,267-1

天然記念物 県指定 国分市高座神社の杜叢 霧島市国分川原108
天然記念物 県指定 住吉暗川 大島郡知名町住吉前間当り2458-1,2455-2

天然記念物 県指定 揖宿神社の社叢 指宿市東⽅733番地
天然記念物 県指定 イボイモリ 奄美大島・徳之島
天然記念物 県指定 イシカワガエル 奄美大島
天然記念物 県指定 オビトカゲモドキ 徳之島
天然記念物 県指定 オットンガエル 奄美大島及び加計呂⿇島
天然記念物 県指定 請島のウケユリ⾃生地 大島郡瀬⼾内町請島大字池地小字大山原1828

天然記念物 県指定 世界で初めて精子が発⾒されたソテツ ⿅児島市城山町1-1 
天然記念物 県指定 ⿅児島市⻄佐多町の吉田貝化石層 ⿅児島市⻄佐多町4281(指定地はこの一部)

天然記念物 県指定 犬田布海岸のメランジ堆積物 大島郡伊仙町犬田布海岸
天然記念物 県指定 アマミハナサキガエル 奄美大島・徳之島
天然記念物 県指定 南種子町河内の貝化石層 熊毛郡南種子町中之上604-1，639-1，659-1のそれぞれ一部

天然記念物 県指定 沖泊海岸の大型有孔⾍化石密集層 大島郡知名町下城須原933－5，934－5，950－2のそれぞれ一部

天然記念物 県指定 大津勘のビーチロック 大島郡知名町大津勘185－1
天然記念物 県指定 下甑島夜萩円山断崖の⽩亜系姫浦層群 薩摩川内市⿅島町藺牟田夜萩1018－1の一部

天然記念物 県指定 ミシマサワガニ ⿊島，⼝永良部島，宇治群島 地域定めず

天然記念物 県指定 南種子町のインギー鶏 熊毛郡南種子町
天然記念物 県指定 カスミサンショウウオ 出水市，阿久根市 地域定めず（種指定）

天然記念物 県指定 伏⽬海岸の池田⽕砕流堆積物と噴気帯 指宿市山川福元3339－２の一部及び海岸



内容 指定区分 名称 所在地
天然記念物 県指定 花瀬の石畳 肝属郡錦江町田代川原地内
天然記念物 県指定 薩摩隕石 ⿅児島市城山町1－1 県⽴博物館
天然記念物 県指定 スレッドレーススコリア ⿅児島市城山町1－1 県⽴博物館
天然記念物 県指定 南九州市川辺町中山田のオキチモズク 南九州市川辺町中山田 麓川用水路（上之⼝・田畑・麓・下之⼝）

名勝 国指定 仙巌園 附 花倉御仮屋庭園 ⿅児島市吉野町磯
名勝 国指定 知覧麓庭園 南九州市知覧町郡
名勝 国指定 坊津 南さつま市坊津町大字坊字御崎
名勝 国指定 旧島津⽒玉⾥邸庭園 ⿅児島市玉⾥町3387
名勝 国指定 志布志麓庭園 天水 平山 福山⽒庭園 志布志市志布志町帖字松原
名勝 県指定 桜島 ⿅児島市桜島町
名勝 県指定 ⽜之浜海岸 阿久根市大川9938地先〜9850－３地先の海岸

登録記念物 国登録 清水⽒庭園 志布志市志布志町帖字高濱
登録記念物 国登録 鳥濱⽒庭園 志布志市志布志町帖字松尾


