
湧水町 ゆうすいちょう 出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 

都道府県 鹿児島県 姶良郡 

面積 144.33 km² （境界未定部分あり） 

総人口 11,054 人 （推計人口、2013 年 5 月 1 日） 

人口密度  76.6 人/km² 

町の木 ノハナショウブ  

町の花 ヒガンザクラ（エドヒガン） 

湧水町役場所在地 〒899-6292 鹿児島県姶良郡湧水町木場 222 番地 

外部リンク 湧水町公式サイト  

ウオッちず Google Map bing geohack 

mapfan yahoo navitime ゼンリン 

 

湧水町（ゆうすいちょう）は、鹿児島県北部の内陸地域に位置する町である。姶良郡に属

する。 

 2005 年 3 月 22 日、吉松町と栗野町が合併して発足した。町名は、町域の竹中池（旧

吉松町内）・丸池（旧栗野町内）から湧き出る湧水に由来する。 

 

 

「湧水百選」丸池公園 

 

◎ 地理[編集] 

鹿児島県中北部、鹿児島市の北

東約 70km の内陸地域に位置

し、九州山地と霧島連峰に囲ま

れた盆地である。南九州特有の

多雨な気候であるが、盆地のた

め南九州としては冬場は寒冷で、

夏冬・昼夜の寒暖の差が著しい。 

 

川：川内川・天降川   山：

栗野岳・国見岳 

 

◎ 湧水町の人口の推移 総務省統計局 /国勢調査 

1970 年  16,082 人 

 

2000 年 13,237 人 2010 年 11,587 人 

 



◎ 鉄道[編集] 

 湧水町のうち吉松は鉄道の町であり、鉄道とともに栄え、そして衰退を見た町である。

吉松駅と栗野駅は特急はやとの風の停車駅。また、湧水町に残るアーチ煉瓦暗渠、 吉松駅

横の石倉（燃料庫）、吉松駅前の保存車両（「C5552 号蒸気機関車」） は近代化産業遺産

の物資輸送関連遺産（肥薩線）の一部となっている。 

 

バス[編集] 

 高速バス「はまゆう号」（吉松パーキングエリアに停車） 

 九州自動車道 （吉松パーキングエリア - 栗野インターチェンジ） 

 一般国道[編集]（国道 268 号、県道：道 53 号菱刈横川線、55 号栗野加治木線 

 

霧島アートの森霧島アートの森霧島アートの森霧島アートの森    

 

  全国的にも珍しい屋外美術館。霧島の自然の中で優れた芸術に触

れ楽しむことができます。 

（TEL）0995-74-5945  

>>詳細を見る 

名水百選丸池湧水名水百選丸池湧水名水百選丸池湧水名水百選丸池湧水    

 

  日本名水百選にもなっている丸池は、霧島山麓の水が、澄

んだ池の砂底を押し上げてこんこんと湧き出ます。春には、

周辺に桜が咲き誇り、初夏には蛍も見ることができます。 

栗野駅の跨線橋（無料）を渡って行くことができます。 

>>詳細を見る 

竹中池公園竹中池公園竹中池公園竹中池公園    

 

  町水道の水源や農業用水、養殖などに利用されている湧水で

す。湧水を利用したそうめん流しは、涼味満点！また、夏にオ

ープンする竹中池プールもこの湧水を利用しています。 

（TEL）0995-74-3111 

>>詳細を見る 

疎水百選疎水百選疎水百選疎水百選    筒羽野の疏水筒羽野の疏水筒羽野の疏水筒羽野の疏水    

 

  疏水とは、農用地へ流れる水路などのことをいい、これま

で農家を中心とする地域の共同作業により守られてきまし

た。平成１７年に疎水百選に選ばれ、「筒羽野の疎水」は、

現在も農地に水を供給するだけでなく、地域住民の憩いの

場になっています。 

>>詳細を見る 



沢原高原沢原高原沢原高原沢原高原    

 

  九州でも阿蘇に次ぐ大草原の沢原高原は、ゆうすげやりん

どうなどの希少種の動植物が生息しています。 この高原

は、陸上自衛隊霧島演習場内に有り、一般は入ることがで

きませんが、年に１回だけ７月中旬の頃「ゆうすげを観る

夕べ」イベントにおいて鑑賞することができます。 

>>詳細を見る 

三日月池三日月池三日月池三日月池    ノハナショウブノハナショウブノハナショウブノハナショウブ((((自生南限地自生南限地自生南限地自生南限地) 

 

  ハナショウブの原種はノハナショウブと呼ばれ、日本でも

広く分布していますが、この三日月池が自生南限地で、昭

和１３年に国立天然記念物として指定されました。花は赤

紫色で、満開期（６月中旬）は緑と紫のコントラストがと

ても見事です。 

>>詳細を見る 

ヒガンザクラヒガンザクラヒガンザクラヒガンザクラ((((自生南限地自生南限地自生南限地自生南限地))))    

 

  日本における自生南限地として、大正１２年に国の天然記

念物に指定されました。葉はヤマザクラよりも小さく丸み

おびており、花はピンクと白色の２種類があり３月末から

４月初めに見事な花を咲かせます。 

>>詳細を見る 

日本棚田百選「幸田の棚田」日本棚田百選「幸田の棚田」日本棚田百選「幸田の棚田」日本棚田百選「幸田の棚田」    

 

  日本棚田百選に認定されている「幸田の棚田」は、国見岳

の麓にある昔ながらの原風景が残る幸田地区にあり、江戸

中期に石積みされた全国でも珍しい武者返しのある、そり

を持った造りとなっています。この「幸田の棚田」を活か

し、産直交流やウォークラリーの催しが行われます。 

>>詳細を見る 

栗野岳温泉栗野岳温泉栗野岳温泉栗野岳温泉    八幡大地獄八幡大地獄八幡大地獄八幡大地獄    

 

  栗野岳中腹に、白煙を噴き続けている「八幡大地獄」と呼

ばれる噴気孔があります。ここにある栗野岳温泉には、西

郷南洲（隆盛）も湯治したといわれ、湯治客も多く訪れま

す。 

>>詳細を見る 

 

 

 



■ その他の観光スポットその他の観光スポットその他の観光スポットその他の観光スポット    

いきいきセンター くりの郷  

 

露天風呂、うたせ湯、サウナなどを備え、心ゆくまで楽しめ

ます。また、誰でも利用できるトレーニングルームや図書館

などがあります。 

（休日）毎月第 3 月曜日 （TEL）0995-74-1811 

  

 

観光列車 はやとの風・いさぶろう・しんぺい号  

 

鹿児島中央駅から吉松駅までを観光列車「はやとの風」が、吉

松駅から人吉駅までを「いさぶろう・しんぺい号」が運行して

います。内外装ともにレトロ調で、特に薩摩線は開業した明治

期の遺構エピソードが多く楽しめる路線です。 

（TEL）0995-75-2013（吉松駅） 

  

 

栗野岳 レクリエーション村 

 

JR 山野線の枕木を利用した、日本一の枕木階段を登ると遠くは桜島ま 

で見渡せます。また、アスレチックや遊歩道など自然と触れ合いながら 

楽しめます。 

（TEL）0995-74-3111 

 

 

 

 

 

◎ 鶴丸温泉  温泉備忘録より抜粋 http://jake.cc/ 

場所場所場所場所    鹿 児 島 県 姶 良 郡 湧 水 町 鶴 丸

622-5  

 

泉質泉質泉質泉質    純重曹泉  

風呂の種風呂の種風呂の種風呂の種

類類類類    

男女別内湯・露天風呂 

電話電話電話電話    0995-75-2858 

料金料金料金料金    200 円 

営業時間営業時間営業時間営業時間    6:00 - 21:00 

  

宮崎や熊本の県境近くにある吉松温泉郷にある入浴施設 

見た目には完全に温泉銭湯ですが、2 食付きで宿泊も出来る。 



 

浴室は思いのほか広々。 

中央に湯船が二つあり、二つの湯船の中央に湯口があ

り、お湯の色は、紅茶色をしたモール泉です。 

源泉温度がかなり熱いらしく、加水されている。 

 

 

写真、浴槽の奥にある小さな

窓が露天出入り口です。 

ふ た つ の 浴 槽 が あ

り、ひとつは水風呂

で、もうひとつは濃

褐色の温泉。 

 

ここは加水を一切し

していない、源泉浴

槽です。 

 

 

 

■ 栗野岳温泉（八幡大地獄） 

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 

 

南洲館、竹の湯 

栗野岳温泉 （くりのだけおんせん） 

所在地 鹿児島県姶良郡湧水町木場 

交通 九州自動車道栗野 IC から車で約 20 分 

JR 肥薩線栗野駅からバスで約 16 分 

泉温 46 - 90 ℃ 

pH pH2.3 - 3.0 



液性の分類 酸性 

浸透圧の分類 低張性 

宿泊施設数 1 

外部リンク 栗野岳温泉 南洲館  

 

◎ 泉質[編集] 

  源泉は 3 種類ある。 

  ① 竹の湯  

    泉質 - 酸性・含鉄（II、III）-アンモニア-硫酸塩泉（明礬緑礬泉） 

    強酸性の白濁した湯である。浴槽底には白い湯泥が貯まっている。強酸性のため 

    加水している。 

  ② 桜湯  

    泉質－酸性単純硫黄泉 

    わずかに白濁した湯。弱酸性。源泉温度が高いため加水している。 

  ③ 蒸し湯  

    泉質 - 酸性単純硫黄泉（ラジウム含有） 

    90℃の源泉を利用した蒸し風呂。 

 

 ◎ 歴史[編集] 

    元禄、宝永年間頃から湯治場として利用されていた。 

    西郷隆盛も湯治に訪れていたと言われ、旅館名はそこから来ている。 

 

■ 湧水町 特産品 

  Kagottoku より抜粋   

 http://www.kagottok.jp/ranking/product?id=22&PHPSESSID=nvpas13aid9krevpuc9qpaou44 

  

 

 

 

 

 

 かごしま湧水米  

 

生産者：NPO 法人かごしま特産品販売促進協会 

 

 

 

霧島山麓茶 ギフト 3 本セット  

  霧島山麓小さな産地の大きな恵をお届け 

生産者：NPO 法人かごしま特産品販売促進協会 

 



 

 

 

 

 

米っ茶ぅ 薄焼きせんべい  

 お茶の野本園の薄焼きせんべい 

 

 

 

茶まんじゅう  

湧水茶逸品 

 

 

 

● 米粉のシフォンケーキ（ココア）  

ふわふわ絶品★★★ 

 

 

米粉の焼きドーナッツ  

しっとり、モチモチ 

 

生産者：お茶の野本園 

 

鹿児島産ごぼう茶 2g×30p  

まるごとジワッと焙煎 

生産者：有限会社鹿北製油 

アクセス数：20  

 

国産ねりごま（白） 200g  

昔ながらの石臼製法 

生産者：有限会社鹿北製油 

アクセス数：11  

 


