
お問い合わせ
　①については
　鹿児島市都市農業センター
　Tel.099-238-2666

　⑨については
　有水　Tel.070-5044-3729

　②～⑧については
　鹿児島市農政総務課企画係
　Tel.099-216-1334

　⑩については
　高山　Tel.099-243-4380

畑を借りて自分流に楽しむ畑を借りて自分流に楽しむ

市民農園情報市民農園情報 市民農園とは…

農業体験が楽しめる貸し農園で、初心者
から上級者まで気軽に野菜づくりができる。
農園は区画割りされていて、規定の使用料を
支払うシステム。

①鹿児島市都市農業センターの
　市民農園
①鹿児島市都市農業センターの
　市民農園

市街地にも近く、
通いやすい農園。
場　　所  鹿児島市川上町 3722
区　　画  20 ㎡ 78 区画
募集時期  4 月頃　毎年 20 ～ 30 区画募集（※）

②伊敷農園②伊敷農園 ③西菖蒲谷農園③西菖蒲谷農園

⑤五ヶ別府農園⑤五ヶ別府農園

⑦山田農園⑦山田農園 ⑧山田下農園⑧山田下農園

市内最大の区画数を誇る。
手厚い指導もある。
場　　所  鹿児島市犬迫町 4705
区　　画  20 ㎡ 766 区画、50 ㎡ 44 区画、
　　　　  10 ㎡ 10 区画
募集時期  毎年 2 月

最大 50 ㎡の区画があり、
広々としている。
場　　所  鹿児島市吉野町 3791
区　　画  30 ㎡ 70 区画、50 ㎡ 26 区画
募集時期  平成 30 年 4 月頃（※）

やや広めの 30 ㎡。
あずまやでの休憩もできる。
場　　所  鹿児島市春山町 1788
区　　画  30 ㎡ 85 区画
募集期間   平成 32 年 4 月頃（※）

空を近くに感じながら
畑仕事。隣りには観光農園も。
場　　所  鹿児島市五ヶ別府町 1125
区　　画  20 ㎡ 59 区画
募集時期  平成 32 年 4 月頃（※）

広めの区画で
多品目栽培にもオススメ。
場　　所  鹿児島市五ヶ別府町 598
区　　画  30 ㎡ 35 区画、50 ㎡ 19 区画
募集時期  平成 30 年 4 月頃（※）

④松元さしきばる農園④松元さしきばる農園

中山のまちなかにあり、
利便性の高さもポイント。
場　　所  鹿児島市山田町 179
区　　画  20 ㎡ 81 区画
募集時期  平成 30 年 4 月頃（※）

谷山の平地にある
コンパクトな農園。
場　　所  鹿児島市山田町 369
区　　画  20 ㎡ 37 区画
募集時期   平成 31 年 4 月頃（※）

⑨冷水町市民農園⑨冷水町市民農園

コンパクトな農園で、
倉庫や休憩所など設備が充実。
場　　所  鹿児島市冷水町 253
区　　画  12 ㎡ 20 区画、20 ㎡２区画
募集時期   随時

⑩帯迫農園⑩帯迫農園

吉野のまちなかにある
便利な農園。広めの区画が魅力。
場　　所  鹿児島市吉野町 3267
区　　画  30 ㎡ 20 区画、50 ㎡４区画
募集時期   随時

　市では、平成 29 年度から平成 33 年度までの 5 年間のグリーン・ツーリズムの推進の指針となる「第 2 期鹿児島市グリーン・
ツーリズム推進計画」を策定。
　計画には、基本方針に基づく取組に加え、新たに、観光客をメインターゲットとする重点推進プロジェクトや観光農業公
園の利用促進に向けたアクションプログラムなどを掲げており、本計画を基に、グリーン・ツーリズムをさらに推進するこ
ととしている。詳しくは、かごしま市グリーン･ツーリズムホームページで確認を。

●基本目標　『多彩な体験、あたたかい交流による 心身のリフレッシュと農村地域の活性化』

●基本方針と主な施策
　基本方針１『都市部住民の農村地域における交流促進』
　　①体験・交流メニューの充実　　　　　　　④食農教育等の実施
　　②体験・滞在型観光の促進　　　　　　　　⑤良好な農村景観の維持
　　③グリーン・ツーリズム施設の活用・充実　⑥農村地域の食文化等の継承や地産地消の促進
　基本方針２『人材の育成と関係団体への支援・連携』　基本方針３『農村地域の魅力の情報発信』
　　①地域や関係団体等との連携　　　　　　　　　　　①農村地域の PR イベントの充実
　　②活動組織等の支援　　　　　　　　　　　　　　　②グリーン・ツーリズム情報の発信強化
　　③人材の育成・活用

第 2 期 鹿児島市グリーン・ツーリズム推進計画

グリーン・ツーリズムの情報を知る

農村体験人材バンク制度

グリーン・ツーリズム活動への支援

交流イベント

地域での話し合い活動

案内板

置いてます！

ホーム
ページ＆

facebook も

チェック !

　市や「鹿児島市グリーン･ツーリズム登
録団体等」が主催するイベントの開催や参
加者の募集を案内する案内板を設置。ま
た、案内板に備え付けのパンフレットフォ
ルダーには、このガイドブックや、パンフ
レットを置いているから要チェック。

　市や「鹿児島市グリーン・ツーリズム
登録団体等」が主催するイベントの開催
や参加者の募集、取り組みなどについて
紹介。鹿児島市ホームページ（観光情報）
にもリンクしている。

　農村地域で食や工芸などの技能を持っている方を登録し、市内のあいご
会や観光業者が組み立てるツアーなどにおいて体験活動を指導するための
人材を紹介している。詳しくは鹿児島市グリーン・ツーリズム推進課
(Tel.099-216-1371) まで。

設置場所（市内 35 ヶ所）
中央地域　 鹿児島市役所（みなと大通り別館・東別館）、りぼんかん、
　　　　　 桜島フェリーターミナル（本港側）、 山形屋、
　　　　　 かごしま健康の森公園、鹿児島中央駅構内、
　　　　　 サンエールかごしま、市立図書館、観光交流センター、
　　　　　 オプシアミスミ、鹿児島アリーナ、かごしま環境未来館
吉田地域　 吉田支所、輝楽里よしだ館
郡山地域　 郡山支所、スパランド裸・楽・良、八重の里
伊敷地域　 伊敷支所、都市農業センター
吉野地域　 吉野支所、農産物直売所ごしょらん
桜島地域　 東桜島支所、桜島支所、火の島めぐみ館
松元地域　 松元支所、お茶の里
谷山地域　 谷山支所、平川動物公園、
　　　　　 N'sCITY ニシムタ、
　　　　　 ふれあいスポーツランド、
　　　　　 イオンモール鹿児島
喜入地域　 喜入支所、マリンピア喜入、
　　　　　 グリーンファーム

体験交流活動の内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名人からの一言
　　　こんにゃくづくり　こんにゃく芋を使った純粋なこんにゃくづくりです。期間は９月～ 12 月頃まで作ることができます。
　　　そば打ち　　　　　自分で打つそばの味は格別です。
　　　団子づくり　　　　昔ながらの団子を楽しむことができます。
　　　茶手もみ　　　　　多くの方にお茶に親しんでもらい、古くから伝わる茶の手もみを子どもたちに伝えたい。
　　　郷土料理づくり　　昔から伝わる農村地域の郷土料理などを一緒に作ってみませんか。　　
　　　わら細工　　　　　昔から伝わるワラジやしめ縄などみんなで楽しく作りましょう。
　　　竹細工・木細工　　竹はしやフォーク、竹とんぼなどを作りながら、ナイフの使い方を学びます。
　　　かずら工芸　　　　昔ながらのかずらを使ったリースづくりやかごづくり体験を、ぜひ伝えていきたいです。
　　　紙とんぼづくり　　紙でとんぼを作ります。みんなでわいわい楽しく作りましょう。
　　　地域の歴史紹介　　郡山地域にある花尾神社など、郡山地域の史跡をめぐり歴史についてお話します。

食

工芸

語り

鹿児島市グリーン･ツーリズム 検　索

鹿児島市グリーン・ツーリズム登録団体等の募集

グリーン・ツーリズム
インストラクターの派遣

　鹿児島市内でグリーン・ツーリズムを
自主的・主体的に実践している団体等を
募集中。登録すれば、簡易な整備などの経
費について補助を受けられたり、ホーム
ページや案内板でイベントなどの告知が
できたりするのがメリット。団体の情報
はこのガイドブックでも紹介する。詳し
くは鹿児島市グリーン・ツーリズム推進
課 (Tel.099-216-1371) まで。

　地域の自然・文化および人々との交流を、
体験を通していかに伝えるかを指導する
グリーン・ツーリズムインストラクター。
鹿児島市では農業体験やイベント等を行い
たい団体等の希望に応じて、このインスト
ラクターを派遣している。派遣に要する費
用は市が負担。詳しくは鹿児島市グリーン・
ツーリズム推進課 (Tel.099-216-1371) まで。

▲登録証

▲案内板

▲登録団体に配布
しているのぼり

登録証と、登録団体に配布しているのぼり

⑥第２五ヶ別府農園⑥第２五ヶ別府農園

※空き区画がある場合は、随時募集します。

インストラクター派遣も気軽に活用しよう
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