
市　町　村　主　要　一　覧　③

※「祭り　行事」については事情により変更になることがあります。

市町村名 項 目 内         容

名所 旧跡

熊本城跡(熊本城公園) 旧細川刑部邸 桜の馬場城彩苑 水前寺成趣園 泰勝寺跡(立田自然公園) 妙解寺
跡(北岡自然公園) 岩戸の里公園(霊巌洞、五百羅漢) 峠の茶屋公園 武蔵塚公園 藤崎八旛宮 本妙寺(本
妙寺加藤清正公記念館) 夏目漱石内坪井旧居 小泉八雲熊本旧居 熊本洋学校教師ジェーンズ邸 横井小
楠記念館 徳富記念園 後藤是山記念館 リデル、ライト両女史記念館 御馬下の角小屋 池辺寺跡 釜尾古
墳 熊本藩川尻米蔵跡 金峰山 江津湖 熊本市動植物園 熊本市現代美術館 熊本博物館 水の科学館 くま
もと工芸会館 フードパル熊本 木原不動尊 六殿神社 塚原古墳公園 塚原歴史民俗資料館 御領貝塚 下
田のイチョウ 田原坂公園 小野泉水公園 豊岡の眼鏡橋 円台寺磨崖仏群 植木温泉 宮原温泉 田原坂西
南戦争資料館 千金甲古墳群 熊本城ホール
※熊本地震により、閉鎖中・一部立ち入り規制中の施設有り

祭り 行事
本妙寺頓写会 清正公まつり 植木温泉納涼花火大会 出水神社薪能 火の国まつり 川尻精霊流し 江津湖
花火大会 藤崎八旛宮秋季例大祭 くまもと春の植木市 くまもとお城まつり 六殿神社秋季例大祭 みず
あかり 木原不動尊春季大祭 高橋稲荷初午大祭 熊本城マラソン 水前寺こいあかり 水前寺まつり

特 産 品
馬刺 からし蓮根 熊本ラーメン いきなり団子 朝鮮飴 太平燕 清酒 赤酒  米 なす すいか メロン ト
マト きゅうり いちご れんこん 花き うんしゅうみかん 中晩柑（デコポン等） 豚肉 牛乳 牛肉 海苔
アサリ ハマグリ 肥後象がん 川尻刃物 肥後こま 肥後てまり 肥後まり 川尻桶 おばけの金太

名所 旧跡

八代城跡群(古麓城跡･麦島城跡･八代城跡)　八代海干拓遺跡（旧郡築新地甲号樋門・郡築二番町樋門・
大鞘樋門群・高島新地旧堤防跡） 松浜軒 水島 春光寺（松井家墓所） 懐良親王の墓 日奈久温泉 日奈
久温泉神社 赤松第一号眼鏡橋 日本遺産石工の郷（めがね橋群、白髪岳天然石橋） お祭りでんでん館
（八代市民俗伝統芸能伝承館） 八代市立博物館未来の森ミュージアム さかもと八竜天文台 百済来地
蔵堂 今泉製鉄跡 岩崎神社(いぐさ発祥の地) 赤星公園 岩永三五郎の墓 石匠館 美生の滝 五家荘 せん
だん轟の滝 五家荘平家の里 樅木の吊橋 緒方家 左座家 梅の木轟の滝

祭り 行事

八代くま川祭り(8月第1土曜) やつしろ全国花火競技大会(10月第3土曜) 九州国際スリーデーマーチ
(3月第1土曜日を基準とした金曜・土曜・日曜) 八代妙見祭(11月22、23日) 坂本ふるさとまつり(11月)
せんちょうい草の里まつり(10月) ふる郷愛鏡祭(5月) 東陽しょうが祭(10月) 平家いずみお茶まつり(6
月) 五家荘紅葉祭(10月下旬～11月下旬) 城下町「やつしろ」のお雛祭り(2月中旬～3月上旬) 九月は日
奈久で山頭火(9月) みなと八代フェスティバル(未定)

特 産 品
晩白柚 い草 トマト 日奈久ちくわ 高田焼 かずら豆腐 しょうが 茶 柚子 ヤマメ 鮎 メロン 竹細工
手打ち刃物 青のり 長ナス 刀　5月節句のぼり

名所 旧跡

人吉温泉 人吉城跡 球磨川くだり ラフティング 道の駅人吉/人吉クラフトパーク石野公園 人吉駅前か
らくり時計 国宝青井阿蘇神社 願成寺 永国寺 石水寺 人吉梅園(梅木4600本) 大村横穴群 鹿目の滝(日
本の滝百選) 布の滝 大野渓谷 矢岳高原 人吉城歴史館 人吉石造機関車庫 大畑駅　人吉鉄道ミュージ
アムＭＯＺＯＣＡステーション８６８　焼酎蔵めぐり

祭り 行事
ひとよし温泉マラソン大会(2月) 人吉梅まつり(2月) ひとよし植木苗木市(2月) 人吉球磨のひなまつり
（2〜3月）人吉温泉まつり(4月) 人吉花火大会(8月15日) おくんち祭(10月3日～10月11日) 相良三十三
観音巡り(春･秋彼岸)

特 産 品 鮎 球磨焼酎 梅酒 茶 山産物 挽物 きじ馬 花手箱 鍛冶工芸 キクラゲ

名所 旧跡
万田坑(世界文化遺産) 荒尾干潟(ラムサール条約湿地) 宮崎兄弟の生家 グリーンランド 小岱山県立自
然公園 野原八幡宮 四山神社 岩本橋(石造り眼鏡橋) 賀庭寺古塔群 浄業寺古塔群 おもやい市民花壇

祭り 行事

荒尾マジャク釣り大会(7月) あらお梨の花元気ウォーク(3月) さのよいファイヤーカーニバル(7月) 荒
尾クロスカントリーカーニバル(3月) 小代焼窯出し(2～3月) 西原大神宮大祭[にしばるさん](2月11日･
9月11日) 四山神社虚空蔵祭[こくんぞさん](2月13日･9月13日) 野原八幡宮大祭[のばらさん](10月15
日) 上荒尾熊野座神社子ども神楽(4月14、15日) 御田植祭(6月25日)

特 産 品
荒尾梨 梨加工品(ジェラート、お菓子、ドレッシング等) 小代焼 海苔 海苔加工品(しょうゆ、ドレッ
シング) マジャク アサリ貝 金山スイカ　メロンパン 荒尾かぶれ 日本刀

名所 旧跡
湯の児温泉 湯の鶴温泉 亀嶺峠 徳富蘇峰･蘆花生家 蘇峰記念館 竹林園 エコパーク水俣 バラ園 侍街
道はぜのき館 湯出七滝 久木野校区の棚田群（つなぐ棚田遺産）湯の児チェリーライン(日本さくら名
所100選) 寒川水源(熊本名水百選) 中尾山コスモス園 水俣城跡

祭り 行事

久木野しし鍋マラソン大会(2月) サラたまちゃん祭り(3月) ローズマラソン大会(4月) ローズフェスタ
(5月･11月) 棚田のあかり(5月) 競り舟大会(8月) 湯の鶴温泉鈴虫まつり(8月) 中尾山コスモス祭り
（10月） 湯出神社秋祭り(湯の鶴紅葉祭）（11月） みなまた産業団地まつり（11月） 水俣漁師市（毎
月第2土曜） 恋路かき小屋（1月から3月）　九州和紅茶サミット（11月）

特 産 品
サラダたまねぎ みなまた茶 はぜの実 柑橘類 寒漬　しらす　みなまたチャンポン  みなまたスウィー
ツ　みなまた和紅茶　恋路カキ

熊 本 市

八 代 市

人 吉 市

荒 尾 市

水 俣 市



市　町　村　主　要　一　覧　③

※「祭り　行事」については事情により変更になることがあります。

市町村名 項 目 内         容

名所 旧跡

玉名温泉 小天温泉 高瀬裏川水際緑地 蛇ヶ谷公園 玉名天望館 石貫穴観音横穴 石貫ナギノ横穴群 大
坊古墳 高瀬目鏡橋 永安寺東古墳･永安寺西古墳 大野下の大ソテツ 青木磨崖梵字群 山田の藤 市立歴
史博物館こころピア 金栗四三翁住家・資料館 山の上展望公園 実山公園 尾田の丸池 ｢草枕｣の舞台｢前
田家別邸｣ 笠智衆生家 草枕交流館 蓮華院誕生寺奥之院 経塚･大塚古墳群 旧玉名干拓施設 梅林天満宮
菊池川堤防のハゼ並木　鍋松原海岸　蓮華院誕生寺南大門　高瀬船着場跡

祭り 行事

伊倉南北八幡宮大祭･練嫁行列(4月･10月中旬) 髙瀬裏川花しょうぶまつり(5月中旬～6月上旬) 玉名納
涼花火大会(8月第1金曜) 疋野神社大祭(10月15日) 四十九池神社大祭(10月15日) 小天神社火の神祭り
(10月中旬) 繁根木八幡宮大祭(10月28日･29日) 蓮華院誕生寺奥之院大祭(11月3日) 玉名市神楽フェス
ティバル(11月第1土曜) 玉名大俵まつり・玉名市産業祭(11月23日) 梅林天満宮大祭･流鏑馬(11月25日)
玉名市民文化祭(10月～12月) 玉名市民音楽祭(1月) 玉名いだてんマラソン･横島いちごマラソン大会(2
月最終日曜) 金栗杯玉名ハーフマラソン大会(3月)

特 産 品 海苔 いちご トマト ミニトマト みかん 高瀬飴 玉名ラーメン 椿油 小岱焼　蜂蜜

名所 旧跡
天草市イルカセンター（イルカウォッチング） 天草の﨑津集落（世界文化遺産の構成資産） 大江教会
園橋　天草キリシタン館 天草ロザリオ館 天草コレジヨ館 下田温泉 妙見浦 天草海域公園 牛深海域
公園　六郎次山 片島(龍仙島) 天草夕陽八景 棚底城跡 棚底の石垣群 倉岳神社

祭り 行事

牛深ハイヤ祭り（4月）下田温泉祭（4月)　天草花しょうぶ祭り（6月）さざ波フェスタ（7月）天草ほ
んどハイヤ祭り（7月下旬、8月上旬）産島八幡宮例大祭（10月）天草大陶磁器展（11月）栖本例大祭
（11月）あまくさロマンティックファンタジー（11月下旬～1月）牛深あかね市（12月）天草マラソン
大会（1月）宮地岳かかしまつり（3月下旬～5月上旬）

特 産 品

デコポン ポンカン あまくさ晩柑 あまくさ枇杷 車えび 伊勢えび アワビ ムラサキウニ アカウニ マ
ダイ 天草ぶり アジ イワシ ヒラメ マダコ マグロ ウツボ 緋扇貝 あおさ トサカノリ 雑節 干しダコ
天草大王 天草黒牛 天草緑竹 オクラ シモン 天草オリーブ 赤まき こっぱもち 天草陶石 天草陶磁器
椿油 天草ヒノキ

名所 旧跡

八千代座 さくら湯 山鹿灯籠民芸館 豊前街道 岳間渓谷 矢谷渓谷 番所の棚田 歴史公園鞠智城 チブサ
ン古墳 日輪寺（赤穂義士遺髪塔・日輪寺つつじ公園） 一本松公園 古代ハス園 不動岩 康平寺 相良寺
湯の街交流館ふるさと市場 道の駅かほく小栗郷 山鹿市特産工芸村あんずの丘 道の駅水辺プラザかも
と 鹿央物産館 ファーマーズマーケット「夢大地館」 菊鹿ワイナリー 山鹿蒸溜所

祭り 行事

義士慰霊祭(2月4日) 山鹿灯籠浪漫・百華百彩(2月) 「清浦総理顕彰」あんずの丘マラソン大会(3月)
山鹿温泉祭(4月) 犬子ひょうたん祭(6月15日) 鹿央里やま花の路(4月～3月) かもと招魂祭(8月) 山鹿
灯籠まつり(8月15･16日) きくかまつり(9月) 鹿北茶山唄全国大会(10月)　鹿央ふるさと祭り(10月)
かほくまつり(11月)

特 産 品 米　スイカ　キンカン　栗　茶　筍　菊鹿ワイン　山鹿灯籠　来民うちわ　山鹿ようかん　燈籠もなか

名所 旧跡
菊池渓谷 菊池温泉 竜門ダム 泗水孔子公園 鞍岳 鴨川河畔公園  菊池神社 菊池公園 菊池松囃子能場
菊池五山 袈裟尾高塚古墳 姫井橋 鞠智城跡 菊池十八外城 菊池氏墓所 円通寺公園

祭り 行事
ホタルフェスタ旭志 菊池夏まつり しすい孔子公園夏まつり 七城ふるさとコスモスまつり 菊池秋まつ
り 泗水秋まつり 菊人形菊まつり 菊池桜マラソン 菊池ふれあいレガッタ

特 産 品
カスミソウ 牛肉 牛乳 菊池水田ごぼう  メロン ヤーコン 茶 米  原木しいたけ 梨 柿 いちご 栗 ト
ルコギキョウ 古代米 菊芋

名所 旧跡
御輿来海岸 轟水源 宇土マリーナ 宇土マリーナ物産館 宇土市大太鼓収蔵館 網田焼の里資料館 あじさ
いの湯 轟泉自然公園 立岡自然公園 住吉自然公園 轟泉水道 船場橋 宇土細川藩陣屋跡 中世宇土城跡
近世宇土城跡 長部田海床路 如来寺(仏像) 城塚の千体仏 旧高月邸（武家屋敷）

祭り 行事
粟嶋神社春季大祭(ミニ鳥居くぐり)   網田マリンフェスタ 紫陽花マンドリンコンサート 宇土大太鼓
フェスティバル うと地蔵まつり  宇土産業祭 住吉神社大祭 西岡神宮大祭(獅子舞) 網田神社大祭 松
山神社大祭 山王神社大祭(山王さんまつり) 飛躍縁祭(100円祭) うと創作うまかもん

特 産 品
海苔 アサリ 甲イカ トマト メロン きゅうり デコポン 網田ネーブル みかん 葉たばこ うと餅・小袖
餅  手打ち刃物 マテ貝

玉 名 市

天 草 市

山 鹿 市

菊 池 市

宇 土 市



市　町　村　主　要　一　覧　③

※「祭り　行事」については事情により変更になることがあります。

市町村名 項 目 内         容

名所 旧跡

天草五橋  天城橋 天草松島 上天草市交流センタースパ･タラソ天草 道の駅上天草「さんぱーる」 高
舞登山 千巌山 白嶽森林公園 龍ヶ岳山頂自然公園 天草四郎ミュージアム あまくさ海の駅・フィッ
シャリーナ天草 九州オルレ天草維和島コース 九州オルレ天草松島コース 浄土真宗西本願寺派観乗寺
大作山の棚田 向陽寺（ギター説法） 金性寺（天草新四国八十八ケ所霊場）上天草温泉郷（大矢野温
泉・松島温泉）ミューイ天文台 海中水族館シードーナツ 湯島（談合島） 長砂連古墳（県指定） 大戸
鼻古墳群（県指定） 永目神社のアコウ（県指定）千崎古墳群（市指定）御手水の滝（市指定）祝口観
音の滝（市指定）１００万本の菜の花園 樋合海水浴場 西目海水浴場 天草観海アルプス 観光交流活性
化施設（ミオ・カミーノ天草）

祭り 行事

キララ祭天草サンライズウォ－ク 夏夢音ＨＩＭＥＤＯ夏まつり 龍ヶ岳夏まつり 天草五橋祭 天草パー
ルラインマラソン大会 松島ふるさとまつり 上天草トレッキングラリー 上天草オルレフェア 天草観海
アルプストレイルラン　天草エビリンピック　天草四郎サイクリングフェスタ　ライドアラウンド Ｏ
ＮＳＥＮ・ガストロノミーウォーキング 上八幡宮例大祭 下桶川不動神社祭(赤ちゃん土俵入り) 登立
天満宮夏祭り（鷽替え) 大作山観音様祭（安産祈願） 金性寺大師祭 合津神社秋祭り 教良木菅原神社
秋の大祭 高戸神社秋季大祭　彼岸花ウォーキング　花まつり

特 産 品

車えび ワタリガニ 真鯛 ハモ とらふぐ ヒラメ コノシロ シマアジ たこ ちりめんじゃこ イリコ　ワ
カメ パール柑 ポンカン 不知火（デコポン） あまくさ晩柑  温州みかん 天草大王 天草梅肉ポーク
天草黒牛 かすみ草 ユリ 菊（電照菊） スナップエンドウ レタス 白オクラ とうがらし たまねぎ
きゅうり 湯島大根 早期米　モリンガ エリンギ ぶえんずし コノシロ姿寿司 天草砥石

名所 旧跡

三角西港 松合土蔵白壁群 名勝地「不知火及び水島」　小田良古墳　木造十一面観音立像 浄水寺碑 岡
岳公園（宇賀岳古墳） 観音山総合運動公園 誉ヶ丘公園 不知火温泉ふるさと交流センター サンサンう
きっ子宇城彩館 サンサンうきっ子みすみ店 アグリパーク豊野 農家ばいきんぐ「あぶみ野」 海鮮料理
「いさり火」 花のがっこう　三角東港「海のピラミッド」　金桁温泉　平原公園（竹崎季長の墓）
舞鴫文殊堂　響ケ原古戦場（相良堂）山崎橋　薩摩の渡し

祭り 行事
不知火･海の火まつり  みすみ港祭り ふるさと祭り (松橋・小川・豊野)　食とモノの祭典　伝統文化
芸能まつり　ちびっこトライアスロンinとよの　不知火みかん狩りウオーキング 栄町の獅子舞　宮川
虎舞保存会　小川阿蘇神社の亀蛇舞・獅子舞・とこせい（奴舞）

特 産 品
デコポン（不知火） みかん メロン シャインマスカット ぶどう　ナシ 太秋柿 干し柿 マンゴー しょ
うが  レンコン トマト なす イチジク い草 洋蘭 シクラメン 白玉粉

名所 旧跡
阿蘇中岳火口 草千里ヶ浜 米塚 阿蘇の草原 阿蘇神社 大観峰 仙酔峡 内牧温泉 水基巡り スズラン自
生地公園 荻岳 古閑の滝　国造神社

祭り 行事
神楽フェスティバル 大阿蘇火の山まつり 大阿蘇元気ウオーク 阿蘇の農耕祭事 ONSEN・ガストロノ
ミーウォーキング なみの高原納涼祭

特 産 品 米 トマト イチゴ アスパラガス 阿蘇たかな漬 あか牛 キャベツ そば

名所 旧跡
弁天山公園 竹迫城跡公園 蛇ノ尾公園 妙泉寺公園 二子山石器製作遺跡　ユーパレス弁天 熊本県農業
公園カントリーパーク 合志市総合センター"ヴィーブル” 元気の森公園 飯高山公園 合志マンガ
ミュージアム 合志義塾跡

祭り 行事
合志市民まつり 竹迫観音祭 須屋小屋地蔵祭 健康カントリーマラソン 竹迫初市 合志町高千穂神楽 須
屋神楽 黒石神楽  弘生ウソ替祭 虚空蔵さん 上庄ホタル祭・イルミネーション 上庄城山まつり カン
トリーパークリレーマラソン

特 産 品
スイカ 牛乳 葉タバコ ごま アップルマンゴー カスミソウ 芝 きゅうり ぶどう ホウレンソウ いちご
アスパラガス、桑、紫蘇、ソバ、茶、レモングラス、牛肉、米

名所 旧跡
日本一の石段 霊台橋 堅志田城跡 道の駅 美里「佐俣の湯」 二俣橋 フォレストアドベンチャー・美里
美里の森キャンプ場ガーデンプレイス 八角トンネル

祭り 行事
みどりかわ湖どんど祭り  アタック･ザ･日本一　新春霊台橋マラソン大会　ふるさと祭り　やまびこ祭
り

特 産 品
美里米 お茶 あか牛 アスパラガス 柿　栗 美里かぼちゃ シクラメン 里芋 スティックセニョール 島
らっきょう ハウス桃 柚子 手打ち刃物

名所 旧跡
西南戦争遺跡（半高山・吉次峠古戦場等）　西安寺五輪塔　西原製鉄遺跡　稲佐廃寺跡　西安寺神楽
年ノ神公園　ふれあいの丘交流センター　ぷらっとぎょくとう　ゆめ・ステーション・このは

祭り 行事
山北八幡宮春季大祭(2月19日)　ハニーローザ収穫祭（6月）　ふれあいまつり(8月)　ふれあいの丘交
流まつり(11月)　山北八幡宮秋季大祭(11月19日)

特 産 品 みかん すいか 梨 木葉猿 ハニーローザ ハニーローザアイスクリーム 柿 サトウキビ

宇 城 市

上 天 草 市

阿 蘇 市

合 志 市

美 里 町

玉 東 町



市　町　村　主　要　一　覧　③

※「祭り　行事」については事情により変更になることがあります。

市町村名 項 目 内         容

名所 旧跡
江田船山古墳 田中城跡 田中城ミニミュージアム 豊前街道腹切坂 金栗四三の生家 肥後民家村 八つの
神様 トンカラリン 三加和温泉郷 みかわ手漉き和紙の館

祭り 行事 古墳祭(8月) 金栗四三翁マラソン大会(11月) 山太郎祭(11月) 戦国肥後国衆まつり(2月)

特 産 品 米 なす スイカ イチゴ ぶどう タケノコ みかん 栗 肉用牛 焼酎 日本酒

名所 旧跡 国指定史跡豊前街道南関御茶屋跡 古小代の里公園 大津山公園 旧石井家住宅

祭り 行事
関所健康マラソン大会（4月） ぎおんさん（8月） ふるさと関所まつり（11月） 消防出初式（1月）
なんかん古小代の里陶器･梅まつり（3月）

特 産 品 南関そうめん 南関あげ 小代焼（陶器） 南関米 黒棒 竹箸 タケノコ 栗

名所 旧跡 金魚と鯉の郷広場 新塘(ｼﾝﾄﾞﾓ) 立花宗茂公夫人の墓（通称：ぼたもちさん） 長洲港

祭り 行事
火の国長洲金魚まつり(5月) 九州金魚すくい選手権大会(5月) のしこら祭(8月) 金魚と鯉の郷まつり
(10月) こどもが主役のハロウィンマルシェ（10月） 破魔弓祭(的ばかい)(1月) おひなさまときんぎょ
（3月）

特 産 品 金魚 海苔  あさり ミニトマト

名所 旧跡
昭和園　日吉神社つつじ公園　江藤家住宅 世界かんがい施設遺産（白川流域かんがい用水群）「上井
手用水・下井手用水」　矢護川公園　大津町運動公園（スポーツの森・大津）

祭り 行事
つつじ祭(4月) 地蔵祭(8月)  からいもフェスティバル(11月) スポーツの森･大津ジョギングフェス
ティバル(2月)

特 産 品 カライモ（サツマイモ） カライモ（サツマイモ）加工品　銅銭糖　梅の造花　米　茶　牛豚鶏

名所 旧跡
豊後街道菊陽杉並木 馬場楠井手の鼻ぐり 鉄砲小路の生垣 菊陽杉並木公園“さんさん” さんふれあ
(農産物販売所･温泉施設)

祭り 行事 夏まつり(8月) すぎなみフェスタ(11月) にんじんの里マラソン大会(11月) 鼻ぐり井手祭(11月)

特 産 品 にんじん スイートコーン お茶 甘藷（かんしょ） 馬刺し 和牛

名所 旧跡 瀬の本高原 黒川温泉 満願寺 押戸石の丘 マゼノ渓谷

祭り 行事
押戸石祭り（４月）、マゼノ共和国春祭り（５月）、市原祇園祭（７月）、瀬の本高原マラソン大会
（８月）、ふるさとの夏祭り（８月）、吉原神楽大祭（９月）、きよら祭（１０月）、黒川温泉感謝祭
（１０月）、米フェス（１１月）、湯あかり（１２～３月）

特 産 品 杉 檜 花き 米　夏季高原野菜(キュウリ 大根 ほうれん草等) 舞茸  椎茸　等

名所 旧跡
杖立温泉 わいた温泉郷 小国ドーム 北里柴三郎記念館 木魂館 ゆうステーション 坂本善三美術館
鍋ヶ滝公園 下城の大イチョウ 義民七兵衛碑 小国両神社 けやき水源 鏡ヶ池 下城滝

祭り 行事
杖立温泉鯉のぼりまつり(4～5月)　下城の大イチョウライトアップ(10月～11月) ふるさとの秋祭り(10
月) わいた温泉感謝祭（10月） ちちこぶ祭（11月）杖立温泉どんどや火祭り（1月）

特 産 品 小国杉 ジャージー牛乳　ヨーグルト　アイスクリーム　きゅうり ほうれん草 しいたけ 大根

名所 旧跡
池山水源　山吹水源　ヒゴタイ公園　扇棚田 国史跡の参勤交代道「豊後街道」　花山公園　うぶやま
牧場　御湯船温泉館　ヒゴタイ公園キャンプ村　ファームビレッジ産山　一覧三山の台

祭り 行事 ヒゴタイ祭(8月上旬)　うぶやまよかとこ祭（11月上旬）大草原のうさぎ追い(2月上旬)

特 産 品
あか牛（褐毛和牛）　黒毛和牛　ブラウンスイス牛の乳製品 　米　チンゲンサイ トマト　アスパラガ
ス　ホウレン草 お漬物　ヤマメ

産 山 村

和 水 町

南 関 町

長 洲 町

大 津 町

菊 陽 町

南 小 国 町

小 国 町



市　町　村　主　要　一　覧　③

※「祭り　行事」については事情により変更になることがあります。

市町村名 項 目 内         容

名所 旧跡
含蔵寺 草部吉見神社(下り宮) トロッコ列車 高森峠(桜) 休暇村南阿蘇(野草園) 奥阿蘇大橋 高森殿の
杉 上色見熊野座神社の穿戸岩(風穴)湧水トンネル公園

祭り 行事
新酒とふるさとの味まつり(2月～3月) 桜まつり(4月) 高森湧水トンネル七夕まつり(7月) 風鎮祭(8月)
すまいるフェスタｉｎたかもり(11月) クリスマスファンタジー(12月)

特 産 品
キャベツ ハクサイ ダイコン 花き ヤマメ 田楽 阿蘇高菜漬 メロン ハム ソーセージ スイカ なす(ヒ
ゴムラサキ) 夏秋トマト トウモロコシ 米 あか牛

名所 旧跡
白川水源 南阿蘇村湧水群 南阿蘇村温泉郷 ペンション村 一心行の大桜 道の駅あそ望の郷くぎの（そ
ば道場 あか牛の館） 物産館自然庵 パークゴルフ場 アスペクタ 免の石 観音桜

祭り 行事
南阿蘇桜さくら植木まつり　南阿蘇さくらウォーク あそのみなみのあきまつり 長野阿蘇神社秋季大祭
(長野) あそ望の郷夏祭り

特 産 品 米 トマト　アスパラガス　メロン イチゴ ブドウ ミネラルウォーター じねんじょ あか牛 そば

名所 旧跡
白糸の滝 大型風力発電所「ウインドファーム」 扇坂展望所 俵山交流館「萌の里」 阿蘇ミルク牧場
風の里キャンプ場

祭り 行事
冬あかり 俵山登山 村おこしオープンゴルフ 萌の里コスモス祭り 西原村夏祭り　ふれあい祭り ニシ
ハロウィン

特 産 品 甘藷 里芋 栗 落花生 万次郎かぼちゃ　ほおずき　あか牛　ゆず

名所 旧跡
吉無田高原 吉無田水源 七滝 八勢目鑑橋 下鶴橋 門前川目鑑橋 元禄嘉永井手 城山公園 妙見坂公園
鼎春園 恐竜博物館 街なかギャラリー 東禅寺 二日県庁跡 ふれあい広場(恐竜公園)ブルック像

祭り 行事
初市(2月) 吉無田野焼き(2月～3月) 種いも市(4月) 緑の村草スキー大会(5月) 七滝滝まつり(5月) 御
船ジュラシックトレイル(7月～11月) 御船があーっぱ祭り(8月) 精霊流し(8月) 地蔵まつり(8月) 若宮
神社通し物(10月)

特 産 品

「水の鼓動」 本格米焼酎「十郎」本格樽焼酎「ガオー」球磨焼酎「ななたき」 吉無田高原そば 御船
川そうめん 吉無田高原茶 熊本県産ハチミツ 恐竜の卵(洋菓子) 御船川(水前寺菜) ばってん甘柿 味噌
漬豆腐  鰹だし醤油木乃倉 馬肉加工品 馬油化粧品 藍染製品 陶器 鉄工品　緑茶やほうじ茶を使用し
た洋菓子　活版印刷物全般　手延べ御船そらいろめん・パスタ

名所 旧跡 井寺古墳 浮島周辺水辺公園 甲斐神社(足手荒神)

祭り 行事 六嘉の獅子舞(10月) 足手荒神大祭(2月15日)

特 産 品 大豆 イチゴ トマト アユ 大豆焼酎『嘉島』

名所 旧跡
四賢婦人記念館　潮井公園　木山城址公園　秋津川河川公園　飯田山
※熊本地震で被災し、現在一部復旧中

祭り 行事 夏まつり(8月)　健康フェスタ(10月)　木山初市(3月)

特 産 品 太秋柿 スイカ 甘藷

名所 旧跡
やな場 麻生原のキンモクセイ 甲佐岳 鵜ノ瀬堰 甲佐神社 津志田河川自然公園 熊本甲佐総合運動公園
陣ノ内城跡  井戸江峡交流拠点施設　古民家交流拠点施設

祭り 行事
緑川スポーツフェスタ(3月) あゆまつり(7月) 甲佐蚤の市(10月) 産業文化祭(11月) 熊本甲佐10マイル
公認ロードレース(12月第一日曜日) 初市(3月)

特 産 品

ニラ　スイートコーン　アユ　甲佐ブランド「こうさんもん」　（マシュマロ、井戸江峡万十、にらメ
ンコ、鮎の甘露煮、ボシドラ焼き、ニラでスープ、あゆもなか、うなぎ蒲焼き、梅酒カステラ、西寒野
のかけ干し米、ニラのおやき、ニラ味ラーメン、前田養蜂園のハチミツ、ニラみそあられ、ニラえびあ
られ、麦まめ君）

名所 旧跡
通潤橋 浜の館跡 岩尾城跡 矢部城跡 清和文楽館 大川阿蘇神社農村舞台 蘇陽峡 緑仙峡
五老ヶ滝 聖滝 池尻の唐傘松 高畑赤立遺跡 清水峠

祭り 行事
馬見原追分唄まつり(4月) 火伏地蔵祭(8月下旬) 八朔祭(9月第1土日) 清和文楽の里まつり(9月中旬)
緑仙峡もみじまつり(11月3日) 蘇陽峡もみじ祭(11月中旬) 九州山地神楽祭り(1月下旬)
日向往還歴史ウォーク(3月) 神楽(白石、高畑、二瀬本、今村、男成)

特 産 品 トマト キャベツ ピーマン キュウリ イチゴ 米 矢部茶 柚子製品 ブルーベリー 栗

高 森 町

南 阿 蘇 村

西 原 村

御 船 町

嘉 島 町

益 城 町

甲 佐 町

山 都 町



市　町　村　主　要　一　覧　③

※「祭り　行事」については事情により変更になることがあります。

市町村名 項 目 内         容

名所 旧跡
道の駅竜北 立神峡 大野窟古墳 野津古墳群 まちつくり酒屋 竜北公園　秋山幸二ギャラリー（まちづ
くり情報銀行内）

祭り 行事
いちご杯九州ヘラブナ釣り大会in氷川(4月) 納涼祭(7月29日) 地蔵祭(8月24日) 梨マラソン大会（9月
20日頃) 三神宮秋季大祭(10月13日) 「道の駅」竜北ウォーキング(10月) わらしべ市(12月) 氷川まつ
り(3月) ひなまつり展(2月～3月)

特 産 品 もち米 吉野梨 晩白柚 和鹿島いちご い草 トマト 高田焼

名所 旧跡
うたせ船 佐敷城跡 野坂の浦 御立岬公園 芦北海浜総合公園 赤松館 星野富弘美術館 大野温泉セン
ター　海水浴場（御立岬、鶴ヶ浜、マリンパークビーチ）

祭り 行事
佐敷諏訪神社例大祭(4月）御立岬ビーチサッカーフェスティバル（5月） ビーチバレーインくまもと
（7月）  国際交流まつり（10月）演能会（10月）芦北うたせマラソン大会 （3月）

特 産 品
デコポン　甘夏　いちご　はるか　みはや　スイートスプリング  太秋柿　サラダたまねぎ　足赤エビ
石エビ ちりめん　太刀魚（田浦銀太刀）　あしきた牛　大関米　黒糖　ナチュラルミネラルウォー
ター真っ清水　温泉塩商品（塩あめ　塩ラスク　塩せんべい）　芦北自酒（葦分　夢あしきた）

名所 旧跡
舞鶴城公園 重盤岩眼鏡橋 彫刻群 つなぎ温泉四季彩 つなぎ美術館 物産ギャラリーグリーンゲイト 達
仏

祭り 行事
夏祭り(8月) 競舟大会(8月15日) つなぎふれあい祭り(11月) ブロンズマラソン大会(11月) つなぎオイ
スターバル（1月～4月）つなぎ桜祭りウォークラリー大会(3月) 亀萬酒造新酒祭り（3月）つなぎ平国
小マルシェ（3月）つなぎ朝市（毎月第2土曜）

特 産 品 デコポン 亀萬の酒 太刀魚のみりん干 コノシロの酢漬け(このみ漬け) スイートスプリング　牡蠣

名所 旧跡
桑原家住宅 亀塚古墳群 京ヶ峰横穴群 新宮寺六観音 大平渓谷 剣豪 丸目蔵人佐の墓 神城文化の森 土
屋観音 錦くらんど公園 道の駅・錦 球磨川河川敷のツクシイバラ 平成峠　人吉海軍航空基地跡

祭り 行事
ツクシイバラ観賞おもてなし・剣豪「丸目蔵人」顕彰少年剣道選手権大会(5月) 錦町民ゴルフ大会(9
月) ふるさと祭り・錦町文化祭(11月) にしき産業フェスタ（2月） ボランティアフェスティバル（3
月）

特 産 品 なし もも メロン 茶 イチゴ リキュール酒(なし 桃 メロン 茶 ヨーグルト) 球磨焼酎 ホルモン

名所 旧跡

白髪岳　麓城跡(紅葉)　谷水薬師堂　上村相良氏周辺遺跡　深田阿蘇神社　ビハ公園キャンプ場　ヘル
シーランド　山上八幡神社　白髪神社　皆越鬼子母神　おかどめ幸福駅　岡留神社　丸池リュウキンカ
公園　才園古墳　鬼の釜古墳　森園カントリーパーク　平景清息女の墓　岡原霧島神社　阿蘇釈迦堂
おいちの墓　諏訪原神社　天子の水公園　勝福寺　相良三十三観音(秋時観音 宮原観音 上手観音 覚井
観音 植深田観音 内山観音 永峰観音)

祭り 行事
谷水薬師大祭(旧暦1月8日、春・秋彼岸、土用丑の日)　天子の水公園花菖蒲祭り(6月)　ぎゃんぎゃん
笑祭(8月)　　相良三十三観音霊場巡り(春、秋彼岸)　岡原霧島神社大祭(10月)　阿蘇諏訪神社大祭(10
月)　白髪神社大祭(11月)　岡留神社大祭(11月)　ウィンターフェスティバル(11月)

特 産 品
あさぎりブランド(米･大豆等)　栗　イチゴ　梨　肉用牛　たばこ　花卉　豆乳　球磨焼酎　ミシマサ
イコ（薬草）

名所 旧跡
青蓮寺阿弥陀堂 太田家住宅 百太郎堰旧樋門 王宮神社楼門 栖山観音 中山観音 えびすの湯 妙見野自
然の森展望公園 ファミリーパーク宇宙ランド えびす広場(石倉) 平成悠久石 ブルートレインたらぎ
世代間交流グラウンド　埋蔵文化財等センター 旧白濱旅館

祭り 行事
ゑびす夏祭り花火大会(8月17日) たらぎ音楽祭(10月) ゑびす祭り(10月20日･21日) えびすスカイフェ
スタ(11月) たらぎ農林商工祭(11月第3土日) サイテク祭(12月)　多良木町焼酎イベント(1月)　たらぎ
ひなまつり散歩道(2月～3月)　ゑびす植木市（2月下旬～3月上旬）

特 産 品 米 イチゴ メロン 葉たばこ 球磨焼酎 果樹(桃 栗 梨)

名所 旧跡
城泉寺 普門寺 八勝寺 宝陀寺 里宮神社 潮神社 ゆのまえ温泉「湯楽里」 グリーンパレス 上里の町観
音　まんが美術館 下町橋 古町橋 レールウイング 湯～とぴあ

祭り 行事
市房山神宮里宮神社春季大祭(4月) 市房山神宮里宮神社秋季大祭(11月) 漫画フェスタ(11月) ぶどう祭
り（8月）

特 産 品 イチゴ 花卉 ほうれん草 ぶどう メロン 市房漬 球磨焼酎 米 肉用牛 酪農 栗

錦 町

氷 川 町

芦 北 町

津 奈 木 町

あさぎり町

多 良 木 町

湯 前 町



市　町　村　主　要　一　覧　③

※「祭り　行事」については事情により変更になることがあります。

市町村名 項 目 内         容

名所 旧跡 市房山 球磨川水源 市房ダム湖畔の一万本桜 白水の吊橋 湯山温泉 生善院観音堂 スカイヴィレッジ

祭り 行事 桜まつり(3～4月) シャクナゲまつり(4月)  M.M.P（水上マウンテンパーティー）(8～9月)

特 産 品 イチゴ 栗 メロン  茶 米 球磨焼酎 ジビエ加工品

名所 旧跡
さがら温泉「茶湯里」仰烏帽子山 仏石 雨宮神社 十島菅原神社 北嶽神社 四浦阿蘇神社 山本神社 井
沢熊野座神社 小山勝清顕彰碑 ふるさと館 かっぱの墓

祭り 行事
サガラッパ祭(７月下旬頃) 北嶽神社秋季大祭(9月) 十島菅原神社秋季大祭(11月) 山本神社秋季大祭
(11月) 四浦阿蘇神社秋季大祭(10月) 雨宮神社秋季大祭(12月) さがら産業文化祭(10月）

特 産 品 茶 メロン 鮎 米 葉たばこ トマト にんにく シイタケ イチゴ ズッキーニ ミシマサイコ

名所 旧跡
白滝公園 端海野自然森林公園 大通峠公園 横手公園 大滝自然森林公園 道の駅「子守唄の里五木」 公
孫樹「宮園の大イチョウ」五木源パーク バンジージャンプ（小八重橋） ヒストリアテラス五木谷 森
と渓流五木ステイ

祭り 行事 五木の祭(夏・秋・冬) 球磨川リバイバルトレイル大会（秋頃開催予定）

特 産 品 茶 しいたけ 山うにとうふ ヤマメ 鹿加工品 くねぶ商品 六片にんにく そば

名所 旧跡
高寺院(毘沙門天立像) 山田大王神社 丸岡公園 山江温泉ほたる 淡島神社 山江村歴史民俗資料館 山江
村物産館ゆっくり 時代の駅むらやくば

祭り 行事 やまえつつじ祭り(4月)  やまえ栗まつり(9月) やまえ産業振興祭り(11月)

特 産 品 やまえ栗 栗まんじゅう ヤマメ ほたる米 安産梅干し

名所 旧跡

球泉洞（恋人の聖地）　球磨川　神瀬の石灰洞窟　柴立姫神社　一勝地温泉「かわせみ」　物産館かわ
せみ　鵜口観音　鬼ノ口棚田　松谷棚田　石の交流館「やまなみ」　田舎の体験交流館「さんがうら」
神瀬住吉神社　一勝地阿蘇神社　一勝寺　一勝地駅（第二球磨川橋梁）　毎床溝　毎床の大桜　カルス
ト台地※令和２年７月豪雨災害により現在一部復旧中や閉鎖中の施設有

祭り 行事

急流と鍾乳洞の里まつり（5月上旬）　棚田オーナー制度田植え体験（6月初旬～中旬）　日本一の大鮎
釣り選手権大会（8月下旬）　ふれあいまつり“くまむら”(10月下旬)　棚田オーナー制度稲刈り体験
（10月初旬～中旬）　エメラルドグリーンウォーク（11月下旬）　必勝！合格祈願ノ旅（11月1日～3月
5日）　ひなまつり（2月初旬～3月中旬）　柴立姫神社大祭（3月下旬）※令和２年７月豪雨災害により
一部休止中

特 産 品
梨 栗 鮎 一勝地曲げ 球磨焼酎 梨ジャム 梨タレ 一勝地万十　棚田米　棚田そば　一勝地駅入場券
ヤマメ　マス　苺　椎茸

名所 旧跡

富岡城(富岡ビジターセンター) 苓北町歴史資料館 富岡吉利支丹供養碑 林芙美子文学碑 ハマジンチョ
ウ群生地 頼山陽公園 頼山陽詩碑 志岐城趾 鎮道寺 国照寺 瑞林寺 苓北町温泉センター麟泉の湯 苓北
町温泉プール 天草四郎乗船の地 大師山 都呂々ダム公園 四季咲岬公園 下島最高峰「天竺」 富岡海水
浴場 おっぱい岩 松尾芭蕉句碑 アダム荒川殉教公園 トルレス神父の記念広場 袋池 塞埜神社 妙見の
滝 白岩崎キャンプ場 富岡海域公園 仏木坂古戦場 新大手門跡 鈴木重成供養碑 天草木場の杜自然学校
百間土手

祭り 行事
天草西海岸窯元めぐり(4月下旬～5月上旬･10月) 天竺ツツジ祭り(4月下旬) 苓北じゃっと祭(7月)富岡
城お城まつり(10月) 天竺･天の川西遊記登山(11月) 裸まつり(1月) オルレフェア(10月) 富岡稲荷神社
初午大祭(3月)

特 産 品
レタス 上津深江西瓜 みかん 越冬完熟ミカン夢味（ときめき） デコポン 天領アジ アワビ ウニ 海藻
サラダ 緋扇貝 岩かき 真珠 陶磁器 天草陶石 天然塩 デコジャム

山 江 村

球 磨 村

苓 北 町

水 上 村

相 良 村

五 木 村


