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市町村 名称 概要 所在地

⿅児島市 従⼀位島津⻫彬公之像 島津家28代当主。制作は⼤正6年。制作者は朝倉⽂夫 ⿅児島市照国神社

⿅児島市 従⼀位島津忠義公之像 島津家29代当主。⼤正6年建⽴。制作者は朝倉⽂夫
⿅児島市城⼭公園（探勝
園）

⿅児島市 従⼀位島津久光公之像 島津忠義の⽗（国⽗）。⼤正6年建⽴。制作者は朝倉⽂夫
⿅児島市城⼭公園（探勝
園）

⿅児島市 ⻄郷隆盛銅像 明治維新で活躍｡昭和12年5⽉23⽇除幕｡本体5.257m｡制作者は安藤照 ⿅児島市中央公園

⿅児島市 ⼤久保利通銅像 明治維新で活躍｡昭和54年9⽉26⽇除幕｡本体4.3m｡没後100年記念顕彰制作者は中村晋也 ⿅児島市甲突川左岸緑地

⿅児島市 平田靱負銅像 1753年⽊曽川治⽔⼯事の総奉⾏｡昭和30年6⽉5⽇除幕｡宝暦治⽔200年顕彰。制作者は安藤⼠ ⿅児島市平田公園

⿅児島市 東郷平⼋郎元帥銅像 1903年連合艦隊司令⻑官となり1905年ﾛｼｱのﾊﾞﾙﾁｯｸ艦隊を破る｡昭和32年に岡⼭県より移設。制作者は⾬田光平 ⿅児島市多賀⼭公園

⿅児島市 五代友厚銅像 ⼤阪商法会議所初代会頭｡制作は昭和36年11⽉12⽇｡昭和56年4⽉移設。制作者は坂上政克 ⿅児島市泉公園

⿅児島市 小松帯刀銅像 島津久光の藩政改⾰を助け藩政の中⼼となる｡薩⻑同盟時の家⽼であり,⼤政奉還勧告者でもある｡制作者は⻄俣敏弘｡ ⿅児島市中央公園

⿅児島市 坂本⿓⾺新婚の旅碑 坂本⿓⾺と妻のお⿓が⽇本で最初の新婚旅⾏を⾏った｡昭和55年2⽉28⽇除幕｡制作者は中村晋也 ⿅児島市天保⼭公園

⿅児島市 若き薩摩の群像
1865年の薩摩藩英国留学⽣19名のうち薩摩藩出⾝の17名を銅像にしたもの｡制作は昭和57年3⽉31⽇｡⾼さ12.1m(台座9.49m)｡
制作者は中村晋也

⿅児島市JR⿅児島中央駅
東口

⿅児島市 林芙美⼦⽂学碑 当碑のある古⾥町で芙美⼦は⼀時期を過ごした｡｢花のいのちは短くて苦しきことのみ多かりき｣の⾃筆の⽂が刻まれている。 ⿅児島市古⾥公園

⿅児島市 天璋院篤姫像 薩摩藩主島津家の⼀⾨に⽣まれ，徳川13代将軍家定に嫁いだ天璋院篤姫の像。平成22年12⽉19⽇に建⽴。制作者は中村晋也⽒
⿅児島市城⼭町（黎明館
敷地内）

⿅児島市 ⻑淵剛「叫びの肖像」 平成16年8⽉に⾏われた⻑渕剛オールナイトコンサートを記念して、制作されたモニュメント。
⿅児島市桜島⾚⽔町（⾚
⽔展望広場）

⿅児島市 松方正義像 明治時代を代表する官僚・政治家で，⾸相や⼤蔵⼤⾂などを務め，⽇本銀⾏を設⽴した松方正義の像。平成20年6⽉1⽇除幕。 ⿅児島市下荒田1丁⽬

⿅児島市 乃⽊静⼦像 明治時代に陸軍⼤将や学習院院⻑を務めた乃⽊希典の妻・静⼦の像。平成28年11⽉27⽇に建⽴ ⿅児島市新屋敷町

⿅児島市 調所広郷像 薩摩藩の家⽼として，藩財政の改⾰を⾏った調所広郷の像 ⿅児島市天保⼭公園

⿅児島市 加納知事頌徳碑
 ⻄南戦争で疲弊した明治の⿅児島で，産業基盤の復興・近代化や⼈材育成などに尽⼒した，加納久宜（かのうひさよし）知事を
顕彰する碑。昭和17年11⽉に建⽴

⿅児島市⼭下町
（かごしま県⺠交流セン
ター県政記念公園内）
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⿅屋市 桜花の碑
｢この若き戦⼠達の鎮魂を希い全⽇本⼈の感激を篭めて撰⽂と為す｣⼭岡荘⼋とも献詩｢小城久作｣作︓南雲に征きて還らぬ我が戦
友よ野⾥の⾥に今かへりなん

⿅屋市野⾥町

⿅屋市 特攻慰霊塔 旧⿅屋航空基地を⾶び⽴った，特攻隊員908名の御霊が奉られている。 ⿅屋市今坂町

⿅屋市
旧串良海軍航空隊基地出撃
戦没者慰霊塔

⽇夜⽇本の勝利を念じ，串良基地より⾶び⽴った若桜570柱の英霊を弔い，後世に伝え，冥福を祈るため昭和44年10⽉に建⽴し
たもの

⿅屋市串良町平和公園

枕崎市 海の記念碑 本市の遠洋漁業開拓に私財と命を投じた原耕を顕彰する記念碑
枕崎市松之尾町(枕崎外港
内)

枕崎市 太平洋戦争殉難鎮魂の碑
戦艦⼤和の沈没地点から北側約200㎞に位置する小⾼い丘に，太平洋戦争で散華された英霊の殉難鎮魂の碑と，世界の恒久平和を
願うシンボルの⼥神像が安置されている。眼下には壮⼤な東シナ海が広がり，沈没地点が⽔平線上に望める。

枕崎市火之神岬町

枕崎市 平和のｼﾝﾎﾞﾙ⼥神像
戦艦⼤和の沈没地点から北側約200㎞に位置する小⾼い丘に，太平洋戦争で散華された英霊の殉難鎮魂の碑と，世界の恒久平和を
願うシンボルの⼥神像が安置されている。眼下には壮⼤な東シナ海が広がり，沈没地点が⽔平線上に望める。

枕崎市火之神岬町

指宿市 太平次銅像 薩摩藩の財政を⽀えた海運王太平次を称え平成９年７⽉２７⽇太平次公園に建⽴された
指宿市湊三丁⽬1274-7
指宿港内 太平次公園

指宿市 死⽣の扉 フィリピンで戦死した47万６千の英霊を鎮める慰霊碑（中村晋也作）
指宿市開聞十町4208-
11(花瀬望比公園内)

指宿市 於⼀像
天璋院篤姫が於⼀と名乗った幼少期を過ごしたとされる今和泉島津家屋敷跡近くの海岸に平成２４年に建⽴された。（田原迫
華 作）

指宿市岩本（今和泉小学
校付近）

⻄之表市 種⼦島時堯像 鉄砲伝来時の島主で国産第⼀号の火縄銃を完成させた ⻄之表市⻄之表7612

⻄之表市 海の男の像 1970年の⼤阪万博のポルトガル館に展⽰したものを移設
⻄之表市⻄町49-1(⽇ポ親
交公園)

⻄之表市 ⽇葡親交記念碑 鉄砲伝来にちなんでポルトガルから昭和２年に寄贈された碑
⻄之表市⻄之表1448-
2(わかさ公園)

⻄之表市 ⽇本甘藷栽培初地の碑 ⽇本で最初に甘藷栽培が成功したことを記念して建てられた碑（1698年３⽉） ⻄之表市下⽯寺

⻄之表市 ⼋板⾦兵衛像 火縄銃国産第１号を製作した刀鍛治⼋板⾦兵衛清定(やいたきんべえきよさだ)の功績を讃えて建てられた像 ⻄之表市栄町

薩摩川内市 阿蘇鉄矢頌徳碑 初代太平橋を架橋した功績を讃えて建⽴した
薩摩川内市天⾠町2453-
17

薩摩川内市 風のモニュメント ⾼さ10ｍ，ステンレス製で風をイメージした建造物
薩摩川内市入来町愛宕ﾋﾞｽ
ﾀﾊﾟｰｸ

薩摩川内市
⻄郷隆盛愛⽝「ツン」の銅
像

⻄郷隆盛の求めに応じて兎狩りのうまい愛⽝ツンを献上したのは東郷町藤川の前田善兵衛｡平成２年のＮＨＫ⼤河ドラマ｢翔ぶが
如く｣の放映を機に建⽴した。(⽇本芸術院会員中村晋也作)

薩摩川内市東郷町藤川(藤
川天神内)

薩摩川内市
⻄郷隆盛銅像とモニュメン
ト

銅像は、狩りに訪れた⻄郷と愛⽝つんがモデルで⾼さ約１．８ｍ 薩摩川内市湯田町

薩摩川内市 おふくろさん歌碑
森進⼀さんのお⺟さんの故郷である下甑村に歌碑が建って,平成11年10⽉31⽇に除幕式が⾏われた｡近づくとｾﾝｻ-が反応して｢お
ふくろさん｣の曲が流れる｡

薩摩川内市下甑町
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⽇置市 東郷茂徳像 昭和20年４⽉外務⼤⾂となり，終戦⼯作の主役を演じた⽒の顕彰会が中⼼となり平成10年に完成した ⽇置市東市来町美⼭

⽇置市 ﾌﾗﾝｼｽｺｻﾞﾋﾞｴﾙ像 ﾌﾗﾝｼｽｺ・ｻﾞﾋﾞｴﾙがキリスト教布教のために島津貴久と会⾒してから450年を記念し，平成11年に建⽴ ⽇置市伊集院町⼤田

⽇置市 島津義弘公銅像 ＪＲ伊集院駅に降り⽴つと名将，戦神と呼ばれた義弘公の勇姿が出迎えてくれます。 ⽇置市伊集院町駅前

⽇置市 小松帯刀銅像 島津藩の家⽼。藩政改⾰、薩⻑同盟、⼤政奉還の進⾔等を⾏った｡吉利の領主。 清浄寺、旧吉利小

曽於市 弥五郎銅像 ⾼さ15m,重さ39ﾄﾝの銅の鋳物が岩川の中⼼地に⽴つ。
曽於市⼤隅町弥五郎伝説
の⾥

霧島市
「現代を⾒つめる⻄郷隆
盛」像

昭和63年8⽉に建⽴。⾼さ10.5ｍ,重さ30t,台座の⾼さ5ｍ。⼈物銅像としては⽇本⼀。(古賀忠雄作) 霧島市溝辺町麓856-1

霧島市
坂本⿓⾺・お⿓新婚旅⾏湯
治碑

坂本⿓⾺が⻄郷隆盛のすすめで妻のお⿓を連れて霧島を訪れ，塩浸温泉に宿泊したことを記念した碑。⽇本の新婚旅⾏の始まり
と⾔われている。

霧島市牧園町宿窪田
3607(塩浸温泉⻯⾺公園)

霧島市 神々の想い 古の神々の複雑な⼼の動きを⼀堂に集まった神々の顔に表現（作︓⽵道久）
霧島市隼⼈町妙⾒温泉郷
熊襲の穴入口

いちき串⽊野市 徐福像 徐福が冠をささげた霊峰冠岳とその⼭すその展望公園に⽴つ⽇本⼀の⾼さの⽯像 いちき串⽊野市冠岳

いちき串⽊野市 ⻑⾕場純孝像 衆議院議員として鉄道の国有化，⿅児島本線建設に⼤きな役割を果たされた。
いちき串⽊野市(串⽊野駅
横)

南さつま市 万世特攻慰霊碑
万世特攻慰霊碑は，今から30年程前，特攻隊の慰霊顕彰を⽬的に建碑され，
旧町名｢万世｣をも意味する。｢よろずよに｣と刻名されている.

南さつま市加世田⾼橋
1955-3

南さつま市 くじらの眠る丘
平成14年１⽉22⽇南さつま市⼤浦町小湊海岸に座礁したマッコウクジラ14頭。
前例のない救出，埋設，沈下作業を後世に残すために記念碑を建⽴。
マッコウクジラの骨格標本が展⽰されている。

南さつま市⼤浦町
29451(⼤浦特産品直売所
ふるさとくじら館隣)

南さつま市 このはなさくや姫銅像 ⽊花咲耶姫や，海幸彦，⼭幸彦の神話の物語を後⽣に継ぐため建⽴
南さつま市⾦峰町池辺
1383

志布志市 陣岳国際の森地球儀 展望所に⾼さ3.1m,直径2.6mの地球儀。眼下には志布志湾⼀帯を眼望できる景勝地 志布志市夏井

志布志市 干⽀の⽯像群 現在５体の干⽀の⽯像を設置。毎年１体ずつ設ける予定で７年後には12体が揃う。 岳野⼭⼭頂笠祇神社境内

奄美市 ⽇本復帰記念碑
昭和28年に奄美群島が⽇本復帰を果たしたことを記念して建⽴された。近くには，復帰運動の⽗と呼ばれる「泉芳朗」の銅像や
詩碑が建⽴されている。

奄美市おがみ⼭

南九州市 映画｢ホタル｣ロケ地記念碑 ⽣き残った元特攻隊員たちの姿を通して，戦争の悲惨さを訴える映画｢ﾎﾀﾙ｣のロケ地案内 知覧町旧陸軍特攻基地跡

南九州市 ｢ホタル｣の碑 映画｢ﾎﾀﾙ｣の⼼を21世紀に語り継ぐべく建⽴ 知覧町旧陸軍特攻基地跡

南九州市 慟哭，誓いの碑 世界平和を願う祈念碑で21世紀を平和の世紀とすることを碑に誓っている 知覧特攻平和会館前
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南九州市 やすらぎ観音 岩屋公園がやすらげる郷になり，また，川辺町⺠もやすらぎのある⽣活を送れるよう念願して建⽴したもの 川辺町清⽔岩屋公園内

南九州市 チャンスン
韓国古来から町や⼈々の守護神として，崇拝され親しまれており，天下⼤将軍・地下⼥将軍という男⼥の神様からなる。韓国淳
昌郡との反好交流協定を祈念して，建てられた。

川辺町清⽔6910(道の駅
かわなべやすらぎの郷)

三島村 俊寛像 流刑の⾝となった俊寛が⽣涯を閉じた硫⻩島の港に建⽴ 硫⻩島

三島村 俊寛歌舞伎記念碑 歌舞伎「俊寛」を硫⻩島の⻑浜浦で実現。世界初，史実の地での開催となった 硫⻩島

三島村 特攻平和観音像
太平洋戦争末期、特別攻撃機の⾶⾏ルートであった⿊島には機体故障や燃料不⾜で特攻機が不時着している。
終戦後、⽣存して本⼟に帰還した隊員が敢然と散った戦友の慰霊と鎮魂、島⺠への⽣存謝恩の念を顕現したいと不時着した東シ
ナ海を⾒晴らす地に観音像を建⽴している。年に1回、地元住⺠主催の平和祈念祭が開催されている。

三島村⿊島

三島村 百衣観音
明治28年、⿊島近海で操業中の枕崎の漁船23隻が台風のため遭難し、４１１名が亡くなった。亡くなった方々の慰霊のため平成
２年に当時の枕崎市⻑が⾃作の観音像を建⽴し、毎年、枕崎市の小中学⽣などが慰霊におとずれる。

三島村⿊島

十島村 十島丸就航記念碑
十島丸就航記念碑の｢汽船も亦道路なり｣の⾦⽂字は"十島村の⽗"⽂園彰の頌徳碑｡⽂園彰は｢船は島の道路である｣との信念で国や
県に熱⼼に働きかけ,道路建設資⾦の枠から船舶の建造資⾦融資獲得に成功した｡

十島村中之島

十島村 対⾺丸の慰霊碑
昭和19年8⽉,沖縄から疎開する学童を乗せた｢対⾺丸｣が悪⽯島沖で⽶国の潜⽔艦の⿂雷攻撃を受け撃沈｡多くの犠牲者が出て,そ
の遺体が島に漂着した｡島⺠は⼿厚く葬りその霊を慰めている｡

十島村悪⽯島

十島村 イギリス坂の碑
1824年(⽂政7年)7⽉8⽇にｲギﾘｽ艦船数隻が宝島沖に停泊し,多数の船員が島に上陸,牧場の⽜数頭を強奪し,在藩官屯所に鉄砲を乱
射する⾏動に出たため,これに応戦して⼀⼈を射殺した｡幕府は,この事件を重視して翌年異国船打払令を発令した｡

十島村宝島

さつま町 観光案内搭 宮之城地域の名物五ツ太鼓と⽵をかたどった観光案内搭（⾼さ５ｍの鋼鉄製） さつま町湯田

さつま町 かぐや姫
⾼さ１．６ｍの繊維強化プラスチック製。周りに⾦属製の⽵５本を⽴て，うち３本は特殊塗装が施され，光の加減で緑，紫⾊に
変わる

さつま町宮之城屋地宮之
城鉄道記念館

さつま町 ちくりんボード 縦2.8ｍ，横3.8ｍの電光掲⽰板
さつま町宮之城屋地宮之
城鉄道記念館前

⻑島町 遣唐使漂着記念碑
宝⻲9年(778)，遣唐使船が中国から帰国の時現在の⻑島町唐隈に漂着し，乗組員160⼈中，判官⼤伴継⼈ら４⼈が村⼈に救助さ
れた。

⻑島町唐隈港

⼤崎町 かぶと虫
ｽﾃﾝﾚｽ製の巨⼤なかぶと虫2体が銀⾊に照り輝き対向｡⼤きい方は⾼さ4.3ｍ,⻑さ7ｍ,重さ2tもある｡⾃然豊かな⼤隅半島を象徴す
る1つで,毎年7⽉にはｶブﾄ虫相撲⼤会も開かれる｡

⼤崎町神領2388-11道の
駅くにの松原おおさき内

南⼤隅町 北緯３１度線モニュメント
北緯３１度線を現すモニュメント。佐多岬の観光シンボルとなっている。同緯度上にエジプトのカイロやインドのニューデリー
がある。

南⼤隅町佐多⾺籠

肝付町 ⼈⼯衛星｢おおすみ｣模型 ⽇本初の⼈⼯衛星の打ち上げを広く紹介するもの 海蔵ふれあいパ－ク

肝付町
イプシロンロケットモニュ
メント

「宇宙のまち」肝付町をPRするため、国道220号笠野交差点近くの県道沿いに設置 県道68号線沿い

南種⼦町 ポルトガル⼈上陸の碑 天⽂12年（1543年）8⽉25⽇、台風の直撃を受けた南蛮船が、⾨倉岬の海岸に漂着し、異国⼈が種⼦島に上陸をした地 熊⽑郡南種⼦町⻄之崎原

南種⼦町
UK98ﾄﾝﾐｰﾌｪｽﾃｨバﾙ記念ﾓ
ﾆｭﾒﾝﾄ

98年に⾏われたﾄﾝﾐ-ﾌｪｽﾃｨバﾙの開催を記念して⽴てられたもの｡ｲギﾘｽの帆船ドﾗﾒﾙﾀﾝ号が漂着した際もらった｢ｲﾝギ-鶏｣の形をし
ている｡

南種⼦町下中前之浜海浜
公園
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南種⼦町 鉄砲伝来紀功碑 1543年に南蛮船が⾨倉岬に漂着し，ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ⼈によって鉄砲が伝来されたことを記念して建⽴された 南種⼦町⻄之

⼤和村 直川智翁甘蔗創苗之地 直川智翁が最初にサトウキビを植えたとされる地。 ⼤和村⼾円

瀬⼾内町 クロマグロモニュメント ⾼さ3.2ｍ，FRP製でクロマグロ養殖⽇本⼀（2014）をイメージした建造物 瀬⼾内町（海の駅前）

⿓郷町 笹森儀助 島司 顕彰の碑 奄美⼤島の⼤島島司として膨⼤な負債対策など島⺠の為につくした笹森儀助島司を顕彰する碑。 ⿓郷町⿓郷

⿓郷町 島のブルース歌碑 作曲家 渡久地政信の顕彰の碑と奄美出⾝者の⼼の愛唱歌として唄い踊りつがれている「島のブルース」の歌碑。 ⿓郷町⿓郷

徳之島町 なごみの碑
昭和19年6⽉29⽇に沖縄へ兵⼒増強のため南下中に徳之島町⻲徳の沖合で⽶軍の⿂雷攻撃を受け沈没した輸送艦富⼭丸の犠牲者
3704⼈の⽒名と遺族らの名前を刻んだ碑

徳之島町⻲徳

徳之島町 朝潮太郎銅像 第46代横綱通算幕内優勝５回殊勲賞４回 徳之島町井之川

天城町 尚⼦ロード
ｼﾄﾞﾆｰｵﾘﾝﾋﾟｯｸ⾦ﾒﾀﾞﾘｽﾄ⾼橋尚⼦選⼿が⼤会前に徳之島で練習をして⾦ﾒﾀﾞﾙを獲得し,ﾄﾞｲﾂで世界記録を樹⽴した｡この栄誉を讃え
練習ｺｰｽを尚⼦ﾛｰﾄﾞと命名

天城町与名間

天城町 尚⼦ﾛｰﾄﾞ記念碑
ｼドﾆｰ⼥⼦ﾏﾗｿﾝ⾦ﾒダﾘｽﾄの⾼橋尚⼦さんがｵﾘﾝピｯｸ出場を決めた名古屋国際⼥⼦ﾏﾗｿﾝに向けて練習に励んだｺｰｽに⽴てられた記念
碑｡｢⾬風に耐えて花咲く時を待つ夢の掛け橋徳之島｣

天城町与名間

天城町 チコブラ－ヘの⾚道儀 天城⼤橋の展望広場の頂上に配置されたランマ－ク的なモニュメント 天城町瀬滝

天城町 ⻄郷南洲翁上陸記念碑 ⻄郷南洲翁が⽂久２年（1862年）旧暦の7⽉初旬に湾仁屋湊から上陸したことを記念し建⽴されている。 天城町浅間

天城町 特攻平和慰霊碑 太平洋戦争時に建設された旧陸軍⾶⾏場の跡地に、御霊の鎮魂と平和を祈念して建⽴された。 天城町浅間

天城町 徳三宝先⽣像 柔道の総本⼭である講道館に入り、九段の段位を得るなど柔道において、その名を馳せた徳三宝先⽣の顕彰のため建⽴された。 天城町兼久

伊仙町 泉重千代翁寿像 ⻑寿世界⼀の翁の功績と⻑寿を讃え，昭和57年に全国各地の有志が寿像を建⽴ 伊仙町阿三

伊仙町 泉芳朗頌徳記念像 奄美の祖国復帰という歴史に残る運動の指導者である泉芳朗の功労を顕彰し，平成９年に⽣誕地である伊仙町に建⽴ 伊仙町伊仙義名⼭公園内

伊仙町 戦艦⼤和慰霊塔 第⼆次世界⼤戦時に，当町⽝田布沖で沈没した戦艦⼤和を旗艦とする特攻艦隊戦没者を弔うために建てられた塔。 伊仙町⽝田布

和泊町 ⻄郷隆盛銅像 沖永良部に遠島された⻄郷隆盛の居住地跡に⽴つ 和泊町⼿々知名

和泊町 ⻄郷隆盛座像 ⻄郷隆盛謫居地に復元されたもの 和泊町和泊

与論町 ミコノス通り ギリシャのミコノス島をモチーフにした壁画 与論町茶花
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与論町 ヨロン駅 JRより線路と⾞輪を寄付をうけ与論島に電⾞は⾛ってないがパロディ駅として建てられた 与論町⽴⻑


