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●宮崎市　●国富町　●綾町　●西都市　●西米良村

●高鍋町　●新富町　●木城町　●川南町　●都農町　

エリア県央
見頃

●チューリップ／3月中旬～4月上旬 ●バラ／4月下旬～5月上
旬 ●インパチェンス／4月下旬～9月下旬 ●サルビア、マリーゴールド
／10月上旬～11月下旬 ●パンジー、ビオラ／12月上旬～3月下旬

□住 宮崎市山崎町浜山414-16 □ ☎0985-23-1510
□交 （車）宮崎ICから一ツ葉有料道路経由で15分、JR宮崎駅から10分

四季折々の花と緑が楽しめる公園で
す。春は花の祭典「春のフローラル祭」
（3月～5月予定）、夏の夜は約1万個の
ランタンが灯る「みやざきグルメとラ
ンタンナイト」、秋は「秋のフローラル
祭」、冬は夜の園内を彩るイルミネー
ションなど、様々な催しがあります。

フローランテ宮崎1

見頃
●山桜／3月 ●芝桜／3月中旬～4月中旬 ●バラ／4月下旬～5月下旬、10月

下旬～11月中旬 ●カンナ・ノボタン／6月上旬～11月上旬 ●ブーゲンビリア／7月上
旬～10月下旬 ●カンヒザクラ／1月下旬～2月中旬 ●ツバキ／1月中旬～3月中旬

□住 宮崎市青島1-1-1 □ ☎0985-65-1111 □交 （車）宮崎ICから
15分、JR宮崎駅から30分、（JR）JR子供の国駅下車すぐ、（バス）JR宮崎駅
から青島方面行き45分、バス停「こどものくに」下車すぐ

日向灘に面し、バラ園・椿園をはじ
め、フェニックス・ワシントニアパー
ム・ブーゲンビリア等、南国ムード
あふれる公園です。春には250品
種2,000本ものバラが咲き誇る春
バラまつりが開催されます。

こどものくに5

見頃
●ハナショウブ／5月下旬～6月上旬 ●スイレン／5月下旬～8

月下旬 ●アジサイ／6月上旬～6月中旬 ●紅葉／10月上旬～11月
下旬 ●ツバキ／1月下旬～3月中旬 ●梅／1月下旬～2月中旬

□住 宮崎市阿波岐原町産母128 □ ☎ 0985-39-7308　
□交 （車）宮崎ICから一ツ葉有料道路経由で20分、JR宮崎駅から20分

29.3haの園内をさまざまな樹木
や四季の花々が彩ります。東園に
はイザナキノミコトがみそぎを
行ったといわれる御池（みそぎ池）
もあります。

阿波岐原森林公園
市民の森

2

見頃
●チューリップ／3月中旬～4月中旬 ●ビオラ／3月中旬～4月

下旬 ●ダイアンサス／3月下旬～5月下旬 ●宿根サルビア、コリウス、
グラス類など／10月上旬～11月中旬

□住 宮崎市山崎町浜山414-1 □ ☎0985-32-1369
□交 （車）宮崎ICから一ツ葉有料道路経由で15分、JR宮崎駅から10分

英国のトップガーデンデザイ
ナーによってデザインされ
た庭園。４つの庭「フォーマ
ル」「コテージ」「シーサイド」
「メドゥ」からなり、四季折々
の花が楽しめます。

英国式庭園 国際海浜エントランスプラザ3

見頃
●ウミネコザクラ、イペー、メラレウカ、ニオイバンマツリ／3月～

5月 ●ブーゲンビリア、アガパンサス、サンゴシトウ、アメリカデイゴ／6
月～8月 ●キサントステモン、ゴクラクチョウカ、ノボタン／9月～11
月 ●クリスマスローズ、ポインセチア、マルバビスカス／12月～2月

□住 宮崎市大字内海381-1 □ ☎ 0985-65-2773 
□交 （車）宮崎ICから20分、JR宮崎駅から40分

標高約50ｍのウッドデッキか
ら鬼の洗濯板や太平洋を一望
できる宮崎市の代表的な観光
スポット。日南海岸ドライブの
休憩スポットとなっています。

道の駅フェニックス4

見頃
●ブーゲンビリア／4月上旬～5月中旬 ●ジャカランダ／5月下

旬～6月上旬、 ●ストレリチア、パラボラチョ／9月上旬～12月下旬 
●ストック、アイスランドポピー／1月上旬～3月中旬

□住 宮崎市青島2-12-1 □ ☎0985-65-1042
□交 （車）宮崎ICから15分、JR宮崎駅から30分、
　 （JR）JR青島駅から徒歩5分

青島に自生するビロウをはじめ、
フェニックス、ナツメヤシなど
のヤシ科の植物が植栽されて
おり、ブーゲンビリアなどの亜
熱帯植物もいっぱいです。

宮交ボタニック
ガーデン青島

6

見頃 ●チューリップ、パンジー他／3月上旬～4月下旬 ●サクラ/3月
中旬～4月上旬 ●ツツジ/4月中旬～5月下旬 ●アジサイ/5月中旬～
6月下旬 ●ユリ/6月中旬～7月中旬 ●フジバカマ／10月上旬～11
月下旬 ●ラクウショウ／11月上旬

□住 宮崎市下北方町越ヶ迫6146 □ ☎0985-35-3181
□交 （車）宮崎ICから30分、JR宮崎駅から20分

宮崎市街地が一望できる
自然豊かな丘陵地の公園
で、県民の憩いの場所とし
て親しまれています。秋に
はフジバカマの花にアサ
ギマダラという珍しい蝶
が飛来します。

県立平和台公園7

あ   わ  き が はら

有料施設

見頃
●パンジー、アイスランドポピー／３月上旬～4月下旬 ●ビオ

ラ、パンジー、サルビア、ペチュニア、ポピー、ブーゲンビリアなど年中
多種

□住 宮崎市橘通西1-1-1外 大淀川沿い遊歩道 □ ☎0985-21-1814（宮崎
市公園緑地課） □交 （車）宮崎ICから20分、JR宮崎駅から10分

南国情緒溢れるフェニック
スが立ち並ぶ大淀川沿いの
公園で、四季折々の草花が
楽しめます。川端康成の小
説「たまゆら」にも描かれた
夕景は必見です。

橘公園8
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見頃
●梅（紅梅、小梅、白加賀、豊後）／1月下旬～2月中旬

□住 宮崎市大字加江田（青島自然休養村） □ ☎0985-58-1111（宮崎市
木花地域センター）□交 （車）JR曽山駅から5分

青島自然休養村の中
にあり、ロウバイ、紅
梅、白梅など約670本
が植えられています。
梅の開花時期に合わ
せて「好隣梅まつり」
が開催されます。

好隣梅13

見頃
●ブーゲンビリア／5月下旬、9月中旬、12月中旬

□住 宮崎市赤江宮崎空港内 □ ☎0985-51-5111 
□交 （車）宮崎ICから5分、JR宮崎駅から20分、（JR）JR宮崎空港駅下車すぐ

旅行者を迎える宮崎の「玄関
口」として、郷土を紹介する
各種展示や催事が楽しめま
す。館内外は、ブーゲンビリ
アやヤシ類など南国らしい
植物で彩られています。

宮崎ブーゲンビリア空港9

見頃
●梅／2月中旬～2月下旬

□住 宮崎市高岡町高浜 □ ☎0985-82-1111（宮崎市高岡総合支所）
□交 （車）宮崎西ICから15分、JR宮崎駅から30分

大淀川河畔にある梅園には、樹
齢約400年の国指定天然記念物
の梅があります。白い八重の花を
咲かせる臥龍梅（がりょうばい）とい
う種類で、約200年前は1株だっ
たものが現在の約70株に広がっ
たといわれています。見頃に併せ
て特産品の販売も行われます。

国指定天然記念物 月知梅14

見頃
●桜／3月下旬～4月上旬 ●ツツジ／4月 ●サツキ／5月 ●ア

ジサイ／6月 ●サザンカ／11月下旬～12月中旬 ●ツバキ／12月
下旬～2月下旬 ●河津桜／2月中旬～3月中旬

□住 宮崎市佐土原町下那珂13754 □ ☎0985-73-2782
□交 （車）西都ICから20分、JR佐土原駅から5分

本格的なスポーツからレ
ジャーまで幅広く楽しめる公
園です。花の名所として有名
で、春は桜やツツジ、初夏はア
ジサイ、秋冬はツバキやサザ
ンカ、河津桜が楽しめます。

久峰総合公園11

見頃
●梅／2月上旬～2月中旬

□住 国富町大字本庄2097 □ ☎0985-75-2626
□交 （車）宮崎西ICから20分、JR宮崎駅から30分

遠くにかすむ鰐塚山（わにつか
やま）を借景に、吉野の石、京
都の白川砂、北山杉などを取
り寄せて作られた落ち着きの
ある小庭園です。中央に数百
年を生きた紅梅の名木を配し
た桃山式の枯山水の庭園（楽
山園）は見事で、紅梅の咲く時期は多くの人で賑わいます。

萬福寺の梅15

見頃
●ソメイヨシノ／3月下旬～4月上旬 ●ツツジ／3月下旬～4

月中旬

□住 宮崎市高岡町内山3003-56 □ ☎0985-82-1111（宮崎市高岡総合
支所） □交 （車）宮崎西ICから15分、JR宮崎駅から30分

約1,200本の桜がお城を彩
る高台の公園。「天ヶ城開門
さくらまつり」では物産展を
はじめ多彩な催しが行われ
ます。まつり期間中ライト
アップされる桜は幻想的。

天ヶ城公園12

見頃
●ソメイヨシノ、山桜／3月下旬～4月上旬 ●シャクナゲ／3月

下旬～4月中旬

□住 国富町大字深年4106-30 □ ☎0985-78-1943（法華嶽公園管理事
務所） □交 （車）宮崎西ICから50分、JR宮崎駅から1時間

園内には約80種の花や木が
植えられており、3月下旬には、
3,000㎡のしゃくなげ園に約
600本のしゃくなげが咲き始
めます。広大な敷地には、芝
生広場、遊歩道、グラススキー
場などがあり、子供から大人まで楽しめます。

法華嶽公園16
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見頃
●ソメイヨシノ／3月下旬～4月上旬

□住 綾町大字北俣2687 □ ☎0985-77-0964
□交 （車）宮崎西ICから30分、JR宮崎駅から45分

約1,300本のソメイヨ
シノが咲き誇る中、乗馬
体験や引き馬体験がで
きます。直径28ｍの花
時計の広場には四季
折々の花々が彩りを添
えます。

綾馬事公苑17

見頃
●有楽椿／2月

□住 西都市大字尾八重592 □ ☎0983-43-3479（西都市社会教育課） 
□交 （車）西都ICから1時間

県指定天然記念物で

ある樅木尾有楽椿を
はじめ、美しい椿の花
がりんとして咲き誇り、
里山に春の訪れを告
げます。

有楽椿の里21

見頃
●山桜／3月下旬～4月上旬

□住 綾町大字南俣5691-1 □ ☎ 0985-77-2055
□交 （車）宮崎西ICから50分、JR宮崎駅から1時間

2012年にユネスコ・エ
コパークの認定を受け
た日本最大規模の照葉
樹林。ここにかかる照葉
大吊橋からの眺望は圧
巻で、山桜が見頃になる
と、淡いピンクで緑の樹
木に彩りを添えます。

綾の照葉大吊橋周辺18

見頃
●山桜／3月下旬～4月中旬

□住 西米良村大字越野尾から板谷まで続く国道219号沿い
□ ☎0983-36-1111（西米良村観光協会）
□交 （車）西都ICから1時間、JR日向新富駅から1時間25分

西米良村内の国道219
号は「桜ロード」と呼ば
れ、沿道には約2,500
本の桜が咲き誇ります。
また、道沿いの山の至
る所に咲く山桜は、緑の
山を鮮やかに彩ります。

桜ロード22

見頃
●梅／2月上旬 ●ソメイヨシノ／3月下旬～4月上旬 ●菜の花

／3月中旬～4月上旬 ●アジサイ／6月 ●ヒマワリ／7月中旬 ●彼
岸花／9月中旬 ●コスモス／10月中旬～11月上旬 

□住 西都市大字三宅西都原 □ ☎0983-41-1557（西都市観光協会）
□交 （車）西都ICから10分、ＪＲ高鍋駅から30分

4世紀から7世紀頃に築造された
とされる300基以上の古墳から
成る日本遺産に認定された日本
最大級の古墳群。春は2,000本
の桜と30万本の菜の花、夏は
100万本のひまわり、秋は300
万本のコスモスが咲き誇ります。

特別史跡公園 西都原古墳群19

見頃
●春／パンジー、クリスマスローズ、ルピナス、芝桜、アイスランド

ポピーなど ●夏／アジサイ、ノカンゾウなど ●秋／コスモス、ハゲイト
ウ、センニチコウ、マツバボタンなど各種 ●冬／サザンカ、ツバキなど

□住 高鍋町大字持田5732 □ ☎0983-22-3911
□交 （車）高鍋ICから10分、JR高鍋駅から20分

農業と自然をテーマに
した公園。春はルピナ
ス・パンジー・ポピー・ユ
キヤナギ・モクレン。秋
はコスモス・イチョウ、
冬はサザンカ・椿など
四季の花が楽しめます。

農業科学公園 ルピナスパーク23

見頃
●ツツジ／3月下旬～4月下旬

□住 西都原古墳群内（宮崎県立西都原考古博物館西側）
□ ☎0983-41-1557（西都市観光協会） 
□交 （車）西都ICから10分、ＪＲ高鍋駅から30分

西都原古墳群の北西に
ある高取山は、ツツジ
の名所として知られて
おり、春には6,000本
ものツツジが咲き乱れ、
山の斜面が深紅に染ま
ります。

高取山公園20

見頃
●ヒマワリ／8月上旬～中旬

□住 高鍋町大字持田字染ヶ岡 □ ☎0983-26-2021（高鍋町農業政策課） 
□交 （車）高鍋ICから15分、JR高鍋駅から20分

九州屈指のキャベツの
生産地のキャベツ畑が
夏は一面のひまわり畑
に変身。地元農家の
方々が植えた、約1000
万本のひまわりの風景
は、まさに圧巻です。

染ヶ岡のひまわり畑24

あや ば    じ  こうえん

さい  と  ば る こ   ふ んぐ ん

た か とりや ま

う らくつ ばき
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見頃
●ツバキ／2月中旬～3月中旬

□住 宮崎市鏡洲4343-1 □ ☎ 0985-58-3200
□交 （車）宮崎ICから30分、JR木花駅から25分

多数のヤブツバキが自生
していたことから「椿山」
と呼ばれた山林を整備し
た公園です。平成15年に
は国内初「国際優秀ツバ
キ園」に認定されました。

椿山森林公園10

もみ  ぎ  お
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見頃
●公開期間／3月下旬～10月下旬（状況により変更有） ●サ

ギソウ／7月下旬～8月中旬 ●ミミカキグサ等

翼を広げたシロサギのよ
うなサギソウ、耳かきに
似た黄色いミミカキグサ
など、約300種類の植物
が群生。ハッチョウトン
ボなど希少な昆虫も観
察できます。

高鍋湿原25

見頃
●桜／3月下旬～4月上旬

戦国時代に伊東家の城と
して栄え、その後大友家
と島津家の攻防の舞台と
なった高城の城跡に整備
された公園。春は桜の名
所として多くの人で賑わ
います。

城山公園
（高城城址）

28

見頃
●梅／2月 ●桜／3月下旬～4月上旬 ●ツツジ／4月中旬～5月上旬

高鍋城址を整備した史
跡公園。園内の桜やツツ
ジが見頃を迎えると、毎
年多くの花見客で賑わい
ます。

舞鶴公園26

見頃
●開園期間／4月中旬～11月下旬（状況により変更あり）

●トキソウ／5月～6月 ●ノカンゾウ／6月～8月 ●ミズギク／6月～
9月 ●サギソウ／7月～9月

3万年もの間存在し続ける、希少
植物の楽園。いつ来ても違った湿
原の顔を見ることができます。湿
原地面積は約3.3haで、植物総数
約300種が確認されています。

国指定天然記念物
川南湿原植物群落

29

見頃
●梅／2月上旬～2月中旬

約百年前の大暴風雨で
倒れた梅が次々に根を
出し枝を伸ばし、四方に
栄えたといわれ、その姿
が天に昇る龍のように
見えることから天龍梅と
命名されました。

天龍梅
（中央公園）

30

見頃
●梅／2月

歴史ある梅の名所。一本
の元木から枝が地に入り、
枝を生じて一つの梅林と
なり、枝元は樹齢600年
といわれます。白色一重
の可憐な花が、一足早い
春の訪れを告げます。

国指定天然記念物 湯之宮座論梅27

見頃
●梅／2月上旬～2月中旬

尾鈴山の裾野にあり、四
季折々の自然が美しい
一周約3kmのウォーキ
ングコースです。2月に
は一面に咲く梅の花が
楽しめます。

立野ウォーキングコース31

□住 高鍋町大字上江6972-3 ほか □ ☎0983-23-3326（高鍋町社会教
育課） □交 （車）高鍋ICから20分、JR高鍋駅から15分

□住 木城町大字高城字城山 
□ ☎0983-32-4727（木城町まちづくり推進課） 
□交 （車）高鍋ICから7分、JR高鍋駅から20分

□住 高鍋町大字上江1345 □ ☎0983-22-5588（高鍋町観光協会）
□交 （車）高鍋ICから15分、JR高鍋駅から10分

□住 川南町新橋 □ ☎0983-27-8020（川南町教育課） 
□交 （車）高鍋ICから15分、JR川南駅から10分

□住 川南町大字川南13661-1 □ ☎0983-27-8011（川南町産業推進課） 
□交 （車）高鍋ICから15分、JR川南駅から10分

□住 新富町大字新田湯之宮 □ ☎0983-33-6029（新富町産業振興課）
□交 （車）西都ICから15分、JR日向新富駅から15分

□住 都農町立野 □ ☎0983-25-5712（都農町観光協会）
□交 （車）都農ICから5分、JR都農駅から10分

ざ  ろ ん ば い た て  の

ま い づ る てんりゅうばい

●串間市　●日南市
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県西県西
▶24ページへ
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見頃
●ノジギク／12月頃 ●ツワブキ／12月頃

神社周辺には国の特別天
然記念物に指定されてい
るソテツが約3,000本自
生し、12月には野路菊が
花を咲かせます。

御崎神社32

見頃
●ソメイヨシノ／3月下旬～4月上旬

4haの公園内に、ソメイ
ヨシノが約1,000本あり
ます。桃山式の日本庭園
に咲く桜を眺めながら、
和の風情を存分に楽し
めます。

竹香園36

見頃
●オキナグサ／3月 ●アジサイ／6月 ●ヒオウギ／8月下旬～

10月上旬 ●彼岸花／9月下旬 ●リンドウ、タヌキマメ／10月

四季折々に咲く草花を楽
しみながら海の見える広
大な草原を散策すること
ができます。野生馬と花々
の美しく壮大な風景に心
洗われます。

都井岬33

見頃
●彼岸花／9月中旬～9月下旬 ●稲穂／9月下旬～10月上旬

（10月中旬には稲刈り）

秋には、「日本の棚田百
選」の棚田に黄金の稲
穂や彼岸花が見られま
す。棚田オーナー制度に
より市内外の方と地元
の方が、農作業などを通
して交流しています。

坂元棚田37

見頃
●ジャカランダ／5月下旬～6月中旬

世界三大花木の一つと言
われているジャカランダ。
日本唯一のジャカランダ
群生林と言われ、その数
1,000本！初夏には青紫
色の花が満開となり、花吹雪が舞い、一帯が花びらの絨毯のよ
うになることから「熱帯の桜」と呼ばれます。

ジャカランダ
の森

34

見頃
●ソメイヨシノ、山桜／3月下旬～4月上旬

約20haの広い公園内
にソメイヨシノや山桜が
約1万本。また、開花期
間内に開催される「花
立公園さくらまつり」で
は、ライトアップやイベ
ントも行われます。

花立公園38

見頃
●桜／3月下旬～4月上旬 ●アジサイ／5月下旬～6月下旬 

●彼岸花／9月中旬～9月下旬

沿道約4kmに、地元の方々
が植樹した約4,000株のあ
じさいが咲き誇ります。あじ
さいのほか、桜、彼岸花、紅
葉など季節ごとに花を楽し
めるドライブコースです。

あじさいロード35

□住 串間市大字大納字御崎 □ ☎0987-72-0479（串間市観光協会）
□交 （車）宮崎ICから2時間5分、JR串間駅から45分

□住 日南市大字星倉5556-2 □ ☎0987-31-1134（日南市観光協会）
□交 （車）宮崎ICから1時間、JR飫肥駅から5分

□住 串間市大字大納字御崎
□ ☎0987-72-1111（串間市役所商工観光スポーツランド推進課）
□交 （車）宮崎ICから2時間、JR串間駅から40分

□住 日南市大字酒谷甲 □ ☎0987-31-1134（日南市観光協会）
□交 （車）田野ICから1時間10分、JR飫肥駅から20分

□住 日南市南郷町贄波3220-24 □ ☎ 0987-64-3055（道の駅なんご
う） □交 （車）宮崎ICから1時間20分、JR南郷駅から15分

□住 日南市北郷町郷之原甲2784 □ ☎0987-31-1134（日南市観光協会） 
□交 （車）田野ICから50分

□住 ふるさと林道 小布瀬・風野線（日南市大字酒谷～串間市大字大平） 
□ ☎0987-72-1111（串間市商工観光スポーツランド推進課）
□交 （車）田野ICから1時間30分、JR飫肥駅から30分

み  さ きじ ん じゃ

と   い みさき さか もと  た な だ

はなた て

ちくこ うえ ん

野生馬保護協力金あり

神話

名物は亀石の穴をめがけて投
げる「運玉」。日向灘が間近に迫
る断崖に佇み、本殿は洞窟の中
にあるなど全国的にも珍しい造
り。縁結び、安産、子育てに御利
益があるとされています。

鵜戸神宮

□住 日南市大字宮浦3232
□☎ 0987-29-1001 
□交 （車）宮崎ICから50分、JR伊比井駅から20分

立ち寄りスポ
ット

う  ど  じんぐう


