連携中枢都市圏（17市町村）および県内市町村との連携について
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※今後、以下の県内各市町村の地域資源を活かした連携のあり方について検討を進めていく(ストーリー性、回遊性、広報戦略 等・・・)
菊池市

宇土市 👟

自然の恵みを守り、自然を活かして
穏やかな発展を続けていく
安心・安全の「癒しの里」きくち

【花と緑のスポット】
・菊池公園(サクラ、ツツジ)
・菊池渓谷
【歴史文化】
・菊池一族
・菊池神社
・菊池の松囃子
※国指定重要無形民俗文化財
【食（グルメ）】
・菊池米、水田ごぼう、メロン

▲菊池公園(サクラ)

【3月～5月開催イベント】
・菊池桜マラソン大会(3月末)

合志市

人がつながり創りだす新しい阿蘇
～ONLY ONEの世界へ～

【花と緑のスポット】
・仙酔峡(ミヤマキリシマ)
・はな阿蘇美(バラ)
・波野高原(スズラン自生地)
【歴史文化】
・阿蘇神社(日本三大楼門)
・国造(こくぞう)神社(手野の大杉)
・阿蘇の農耕催事(国指定重要無形民俗文化財)
▲仙酔峡(ミヤマキリシマ)
・中江の岩戸神楽(選択民族文化財)
【音楽】
・阿蘇ものがたり(阿蘇市イメージソング)
【食（グルメ）】
・あか牛、高菜、トマト、アスパラガス、
キャベツ
【3月～5月開催イベント】
・阿蘇の花ごよみ
・火降り神事(阿蘇神社)(3月の卯の期間の申の日) ▲火降り神事（阿蘇神社）

玉東町

このまちが暮らしの中心
“ ホームタウン ぎょくとう

”

【花と緑のスポット】
・年の神水源
※熊本名水百選
【歴史文化】
・西南戦争遺跡群（国指定史跡）
・日本赤十字社発祥の地
・西安寺五輪塔群付
※熊本県指定文化財

【花と緑のスポット】
・つつじヶ丘自然公園(サクラ、ツツジ)
・立岡自然公園(サクラ)
【歴史文化】
・不知火許右衛門
※第8代横綱、不知火型創始者
・西岡神宮
※1300年の歴史、甲冑着付体験
【音楽】
・宇土雨乞大太鼓
※国内初国重要有形民俗文化財
【食（グルメ）】
・あさり、ネーブル、海苔、トマト
【3月～5月開催イベント】
・潮干狩り(5月)
・花菖蒲祭り(5月末～6月上旬)

▲菊池渓谷

阿蘇市 👒

👟：フットパス、👒：ワンピース像

復興から発展へ
未来へ”輝くふるさと” 宇土

▲半高山（西南戦争遺跡）

【食（グルメ）】
・ハニーローザ(すもも)、みかん
【3月～5月開催イベント】
・ハニーローザ収穫祭（6月上旬）
▲ハニーローザ

▲大太鼓フェスティバル

元気・活力・創造のまち
-健康都市こうし-

【花と緑のスポット】
・熊本県農業公園カントリーパーク
・弁天山
【歴史文化】
・竹迫(たかば)城跡公園
・二子山石器制作遺跡
・合志マンガミュージアム
【音楽】
・合志町高千穂神楽
【食（グルメ）】
・すいか、マンゴー、いちご
【3月～5月開催イベント】
・バラ祭り(農業公園)(5月中旬)
・カントリーパークリレーマラソン(4月)
・上庄ホタル祭り(5月下旬)

大津町 👒

▲立岡自然公園(サクラ)

ちょうどいい！住みやすさを実感できる
都市（まち）・宇城

【花と緑のスポット】
・県下一の花卉の産地
・戸馳島（洋ラン）
【歴史文化】
・三角西港（世界文化遺産）
※明治日本の産業革命遺産
【音楽】
・竜燈(りゅうとう)太鼓
※千数百年前、景行天皇九州ご巡幸
の折、天皇の無事を祝った太鼓
【食（グルメ）】
・コノシロ（うきうきコノシロ街道）、
デコポン、塩トマト、白玉粉（日本三大産地）
【3月～5月開催イベント】
・フラワーフェスタ（岡岳公園）
※来場者数約4,300人（2018） (4月上旬)

美里町 👟

▲ツツジ

▲三角西港

自然と緑につつまれた
石段と石橋の郷

【花と緑のスポット】
・フォレストアドベンチャー
・西山つつじ公園
・日本一の石段(御坂遊歩道)

▲農業公園(バラ祭り)

【歴史文化】
・霊台橋
※国指定重要文化財

▲フォレストアドベンチャー美里

【食（グルメ）】
・ヤマメ、美里かぼちゃ

▲合志マンガミュージアム

夢と希望がかなう

【花と緑のスポット】
・昭和園(ツツジ)
・本田技研工業南側通りのサクラ並木
【歴史文化】
・上井手、下井手用水
※世界かんがい施設遺産
・第11代横綱 不知火光右衛門
※不知火許右衞門の弟子
・江藤家住宅 ※国指定重要文化財
【音楽】
・花の大津 歌：水前寺清子
【食（グルメ）】
・からいも(甘藷)、銅銭糖
【3月～5月開催イベント】
・おおづ桜祭り(本田技研工業周辺)(3月)
・つつじ祭り(昭和園) (4月)

宇城市

元気大津

【3月～5月開催イベント】
・さくら健康フェスタ
(緑川ダム周辺)(3月末)

菊陽町

人・緑

▲霊台橋

未来輝く生活都市

きくよう

【花と緑のスポット】
・鉄砲小路の生垣
名前の由来：細川忠利公が鉄砲衆を配置
・菊陽杉並木公園 さんさん
▲昭和園(ツツジ)

【歴史文化】
・馬場楠井手(鼻ぐり井手)
・杉並木
※加藤清正による豊後街道の整備

▲鼻ぐり井手

【食（グルメ）】
・菊陽にんじん
【3月～5月開催イベント】
・ふれあいの森さくら祭(3月末)
▲上井手用水

▲杉並木

連携中枢都市圏（17市町村）および県内市町村との連携について
高森町 👒

【花と緑のスポット】
・野焼き（壮大な草原の維持保全）
・九十九曲(千本桜)
【歴史文化】
・風鎮際（約270年）
※高森にわか（国選択無形民俗文化財）
▲九十九曲(サクラ)
・高森阿蘇神社、上色見熊野座神社、草部吉見神社
※草部吉見神社は日本三大下宮のひとつ
【音楽】
・風鎮太鼓
※風の害から農作物を守り豊作を祈る
【食（グルメ）】
・高森田楽、あか牛、ひごむらさき、
地酒れいざん
▲高森にわか
【3月～5月開催イベント】
・新酒とふるさとの味まつり(２月中旬～３月中旬)
・桜まつり※高森峠(３月末～４月中旬)

御船町 👒
👟

👟：フットパス、👒：ワンピース像

西原村 👒

野の花と風薫る郷

自然いっぱい 夢いっぱい
活気あふれる交流のまち 御船
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みんなに愛され、みんなが憧れる
にしはらむら

【花と緑のスポット】
・木山川沿いの桜(1,000本)
・萌の里
・白糸の滝
・阿蘇にしはらウィンドファーム
【歴史文化】
・山焼き

【歴史文化】
・神楽の里公園(神楽殿)

【食（グルメ）】
・かんしょ、さといも
【3月～5月開催イベント】
・萌の里ポピー祭り(５月)

嘉島町

誰もが住みたい 住み続けたい
南阿蘇村

【花と緑のスポット】
・観音桜
・南阿蘇村湧水群(白川水源等)

▲萌の里(ポピー)

【音楽】
・夢運太鼓

南阿蘇村👒

【食（グルメ）】
・久木野そば、いちご、
ぶどう、阿蘇の赤牛

▲観音桜

【3月～5月開催イベント】
・南阿蘇桜さくら植木まつり
(３月末～４月上旬)
・阿蘇ロックフェス(５月)
・オープンガーデン(5月末～)

▲山焼き

活力とうるおいに満ちた田園文化都市
―住んで良かった！ 水の郷 嘉島ー

益城町 👒

住みたいまち、住み続けたいまち、
次世代に継承したいまち

【花と緑のスポット】
・吉無田高原
※グランピング

【花と緑のスポット】
・浮島神社

【花と緑のスポット】
・秋津川河川公園(サクラ)

【歴史文化】
・街なかギャラリー
※1802年築の大型町家
個展や文化交流の場
【音楽】
・平成音楽大学

【歴史文化】
・六嘉獅子舞
※県の重要無形民俗文化財
加藤清正の虎退治に由来し
豊作を祈願して奉納
【音楽】
・かしま太鼓

【歴史文化】
・布田川断層帯
※国天然記念物(熊本地震後)
・俊芿(しゅんじょう)
※天皇家の菩提寺(泉涌寺)を開基
・四賢婦人記念館

▲吉無田水源

【食（グルメ）】
・御船川(水前寺菜)、御船川そうめん

【食（グルメ）】
・大豆→大豆焼酎、豆腐

【3月～5月開催イベント】
・野焼き(２月もしくは３月)
※吉無田高原、野焼き体感会開催

【3月～5月開催イベント】
・緑川の日(４月末)
※一斉清掃イベント

甲佐町

▲街なかギャラリー

自然環境を生かし、文化と交流が育む
暮らしやすい安心・安全なまち

【花と緑のスポット】
・乙女河原（津志田河川自然公園）
・麻生原のキンモクセイ
【歴史文化】
・甲佐のやな場
1633年に肥後藩主の細川忠利候
の命により造られたもの
・鵜ノ瀬堰※加藤清正が築いた堰
【音楽】
▲やな場
・龍神太鼓
※1581年に甲佐城をめぐって
戦った様子を再現している。
【食（グルメ）】
・ニラ、アユ、梅
【3月～5月開催イベント】
・緑川スポーツフェスタ(３月中旬)
▲津志田河川自然公園
※安津橋健康広場一帯

山都町 👟

風かおる、文楽と石橋の郷 山都町
～星と森、そして水の生まれる里～

【花と緑のスポット】
・清和高原の宿等キャンプ場
・池尻の唐傘松
※県指定天然記念物
【歴史文化】
・通潤橋 ※国の重要文化財
・円形分水
・清和文楽
※県の重要無形文化財
【食（グルメ）】
・ヤマメ、トマト、
矢部茶
【3月～5月開催イベント】
・日向往還歴史ウォーク(３月中旬)

▲通潤橋の放水

▲円形分水

▲浮島

▲白川水源

▲秋津川河川公園（サクラ)

【食（グルメ）】
・スイカ、メロン、からいも、市だご

▲六嘉獅子舞

錦町

剣豪とフルーツの里

【3月～5月開催イベント】
・ジョギングフェア(５月中旬)
※テクノリサーチパーク

錦町

【花と緑のスポット】
・オープンガーデン(11軒)
・球磨川沿い(ツクシイバラ)
・大平渓谷(キャンプ場)
【歴史文化】
・相良700年の歴史(相良藩)
・相良三十三観音
・ひみつ基地ミュージアム
▲ツクシイバラ
※人吉海軍航空基地資料館
【音楽】
・球磨の六調子
【食（グルメ）】
・いちご、春メロン、
ほるもん街道
【3月～5月開催イベント】
・オープンガーデン(4月～5月)
・ツクシイバラライトアップ(5月)▲ひみつ基地ミュージアム

天草市

▲ジョギングフェア

人が輝き活力あふれる
日本の宝島 ”天草”

【花と緑のスポット】
・西の久保公園(サクラ・ツツジ)
・うしぶか公園(クンシラン)
・あまくさオープンガーデン(28件)
【歴史文化】
・世界文化遺産「天草の﨑津集落」
・大江協会
▲天草の﨑津集落
【音楽】
・牛深ハイヤ節
【食（グルメ）】
・南蛮柿(いちじく)、あまくさ晩柑
天草大王、車海老
伊勢海老
【3月～5月開催イベント】
・あったか天草椿まつり(3月上旬)
・宮地岳かかしまつり(3月下旬～5月上旬) ▲牛深ハイヤ祭り
・牛深ハイヤ祭り(4月中旬)

