


―あなたの身近にもきっとあるため池
ところで、あなたはため池のことご存じですか―

ため池は、降水量が少なく、流域の大きな河川に恵まれない地域などで、農業用水を
確保するために水を貯えられるよう、人工的に造成された池のことです

（mm）
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○全国のため池分布状況○地域別の過去40年間の年降水量平均値
資料：気象庁HP
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注1） 太平洋沿岸は、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、神奈川県、
東京都、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県、徳島県、高知県を計上。

注2) 日本海沿岸は、青森県、秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、
福井県、京都府、鳥取県、島根県を計上。

注3) 内陸部は、栃木県、群馬県、埼玉県、長野県、山梨県、岐阜県、滋賀県、
奈良県を計上。

注4) 瀬戸内地方は、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、香川県、
愛媛県を計上。
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九州・沖縄 日本海沿岸 瀬戸内 太平洋沿岸 内陸部 北海道

NO. 都道府県名 箇所数

1 兵庫県 47,596
2 広島県 20,910

○ため池の多い都道府県

□ ため池は全国に約21万箇所存在
□ ため池は西日本を中心に全国に分布
□ 瀬戸内地域は年間を通じて降水量が

少ないことから、古くからため池が造ら
れ全国の約6割が存在
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広島県 ,
3 香川県 15,990
4 山口県 11,785
5 大阪府 11,308
6 岡山県 10,304
7 宮城県 6,074
8 和歌山県 5,925
9 新潟県 5,822

10 島根県 5,782

ため池は、新田開発や用水不足解消を目的に、古代から近代にわたる長い歴史の
中で築造され、現代に至っても貴重な水源として農業の礎の役割を果たしています

―ため池の歴史に触れてみよう―

資料：H9 農村振興局調べ

築造年代 箇所数
江戸時代以前 約48,500

耕地面積約495万ha

水田面積約270万ha

□ため池の水を農業用水として利用している農
地の面積は約117万haになります

□ため池は江戸時代以前に造られたものが多く、古く
から農業の貴重な水源として利用されています

明治・大正時代 約13,000
昭和初期 約3,500

資料：ため池台帳（H9、農林水産省土地改良企画課）
耕地及び作付統計面積（H9、農林水産省統計情報部）

明治, 16%
昭和初期, 5%大正, 4%

水 面積約

ため池受益面積
約117万ha

※ため池受益面積は受益面積2ha以上のものを対象に計上

資料：ため池台帳（H元、農林水産省土地改良企画課）

江戸時代以前,75%

昔の築造風景 昔の取水施設

※データは受益面積2ha以上のものを対象
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地域にとっての資源であるため池が、農地を潤す水源として、また、地域活性化の核
として保全・活用される取り組みの機運を醸成するとともに、ため池の有する多様な

―ため池のことをもっと知ってほしい
ため池百選をこのように選定しました―

役割と保全の必要性について国民の皆様のご理解とご協力を頂く契機とするため、
「ため池百選」を選定しました

ため池百選の選定対象

１．現に農業用の水源としてため池の貯留水が利用され、継続的に農業が営まれているもの
・ため池とは、かんがいのために水を貯え取水できるよう人工的に造成された池のことため池とは、かんが のために水を貯え取水できるよう人 的に造成された池の と
・いわゆる「ダム」と呼ばれているものは対象外とするが、地域で農業用ため池と認識されているものは対象
・自然の湖沼、過去は農業用に供されていたが現在は農業に利用されていないものは対象外

２．堤体等の適切な維持管理がなされているもの
３．以下の5つの視点のうち1つ以上において特に秀でた特徴を有しているもの

1)農業の礎 4)生物多様性

2)歴史・文化・伝統

3)景観

5)地域とのかかわり

百選選定の流れ

平成21年1月 第1回ため池百選選定委員会平成 年 月

平成21年3月

平成21年4～7月

選定の考え方の検討

募集等の実施方法の検討

45道府県から620地区の応募

第 回ため池百選選定委員会

第2回ため池百選選定委員会

「ため池百選」候補を全国から募集

平成21年11月

平成22年1～2月

「ため池百選」候補の選定（一次選定）

全国から約73,000票の投票

応募地区より候補287地区を選定第3回ため池百選選定委員会

一般からの投票・選定委員による評価

ため池百選選定委員

平成22年1 2月

平成22年3月

「ため池百選」選定

候補地区より百選を選定

般からの投票 選定委員による評価

第4回ため池百選選定委員会

ため池百選選定委員
青山　咸康 石川県立大学生物資源環境学部教授 英　　伸三 写真家

内田　和子 岡山大学大学院社会文化科学研究科教授 林　　良博 東京大学大学院農学生命科学研究科教授（座長）

近藤　和行 読売新聞東京本社編集委員 平野　啓子 語り部、大阪芸術大学芸術学部教授

桜井　洋子 ＮＨＫアナウンス室専門委員 鷲谷　いづみ 東京大学大学院農学生命科学研究科教授

目　　光紀
ふれあいチャンネル顧問　制作・技術統括本部長

（元　全国地方新聞社連合会副会長） （平成22年3月時点役職、五十音順、敬称略）
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No. 都道府県名 市町村名 ため池名 No. 都道府県名 市町村名 ため池名

1 北海道 美幌町 美幌温水溜池 51 滋賀県 米原市 三島池

―ため池百選の中にあなたの身近なため池はありますか―

ため池百選に選定された全国のため池100地区はこちらです

北海道 美幌町 美幌温水溜池 滋賀県 米原市 島池

2 青森県 鶴田町 廻堰大溜池 52 滋賀県 高島市 淡海湖

3 青森県 五所川原市 堺野沢ため池 53 京都府 京都市 広沢池

4 青森県 五所川原市 藤枝ため池（芦野湖） 54 京都府 井手町 大正池

5 岩手県 金ケ崎町 千貫石ため池 55 京都府 舞鶴市 佐織谷池

6 岩手県 一関市 久保川流域ため池群 56 大阪府 大阪狭山市 狭山池

7 岩手県 一関市 百間堤（有切ため池） 57 大阪府 岸和田市 久米田池

8 岩手県 奥州市 内田ため池 58 大阪府 熊取町 長池オアシス（長池、下池）
多賀城市 塩竃市

9 宮城県
多賀城市、塩竃市、

利府町 加瀬沼ため池 59 兵庫県 加古川市 寺田池

10 秋田県 美郷町 一丈木ため池 60 兵庫県 稲美町 天満大池

11 秋田県 能代市 小友沼 61 兵庫県
明石市、加古川市、高
砂市、稲美町、播磨町 いなみ野ため池ミュージアム

12 山形県 鶴岡市 大山上池・下池 62 兵庫県 姫路市、福崎町 西光寺野台地のため池群

13 山形県 尾花沢市 徳良池（徳良湖） 63 兵庫県 加西市 長倉池

14 山形県 朝日町 馬神ため池と大谷の郷 64 兵庫県 伊丹市 昆陽池

15 山形県 山辺町 玉虫沼 65 奈良県 斑鳩町 斑鳩ため池

奈16 福島県 須賀川市 藤沼貯水池 （藤沼湖） 66 奈良県 桜井市 箸中大池

17 福島県 白河市 南湖 67 和歌山県 海南市 亀池

18 茨城県 土浦市 宍塚大池 68 鳥取県 倉吉市 狼谷溜池

19 茨城県 下妻市 砂沼湖 69 鳥取県 伯耆町 大成池

20 茨城県 阿見町 神田池 70 島根県 雲南市 うしおの沢池

21 栃木県 小山市 大沼 71 島根県 江津市 やぶさめのため池

22 栃木県 芳賀町 唐桶溜 72 岡山県 久米南町 神之渕池

23 群馬県 太田市 妙参寺沼 73 岡山県 新見市 鯉ヶ窪池23 群馬県 太田市 妙参寺沼 73 岡山県 新見市 鯉ヶ窪池

24 埼玉県 本庄市 間瀬湖 74 広島県 福山市 服部大池

25 千葉県 大網白里町 小中池 75 山口県 阿武町 長沢ため池

26 山梨県 上野原市 月見が池 76 山口県 下関市 深坂溜池

27 長野県 茅野市 御射鹿池 77 山口県 長門市 深田ため池

28 長野県 木祖村 菅大平温水ため池（あやめ公園池） 78 徳島県 阿波市 金清1号池・金清2号池

29 長野県 飯島町 千人塚城ヶ池 79 香川県 観音寺市 豊稔池

30 長野県 上田市 塩田平のため池群 80 香川県 まんのう町 満濃池

31 長野県 辰野町 荒神山ため池（たつの海） 81 香川県 土庄町 蛙子池

32 静岡県 三島市 中郷温水池 82 香川県 三豊市 国市池

33 新潟県 上越市 青野池 83 香川県 三木町 山大寺池

34 新潟県 上越市 坊ヶ池 84 愛媛県 砥部町 通谷池

35 新潟県 上越市 朝日池 85 愛媛県 久万高原町 赤蔵ヶ池

36 新潟県 阿賀野市 じゅんさい池（下野） 86 愛媛県 伊予市 大谷池

37 富山県 南砺市 赤祖父ため池 87 愛媛県 松山市 堀江新池

38 富山県 南砺市 桜ヶ池 88 高知県 安芸市 弁天池（内原野池）38 富山県 南砺市 桜ヶ池 88 高知県 安芸市 弁天池（内原野池）

39 石川県 七尾市 漆沢の池 89 福岡県 みやま市 蒲池山ため池

40 石川県 加賀市 鴨池 90 佐賀県 武雄市 池ノ内湖

41 福井県 勝山市 赤尾大堤 91 佐賀県 有田町 山谷大堤

42 岐阜県 坂祝町 八幡池 92 長崎県 大村市 野岳ため池

43 愛知県 犬山市 入鹿池 93 長崎県 雲仙市 諏訪池

44 愛知県 みよし市 三好池 94 熊本県 西原村 大切畑ため池

45 愛知県 田原市 芦ヶ池 95 熊本県 嘉島町 浮島

46 愛知県 田原市 初立池 96 大分県 中津市 野依新池

47 三重県 津市 片田・野田のため池群 97 宮崎県 宮崎市 巨田の大池

48 三重県 菰野町 楠根ため 98 鹿児島県 和泊町 松の前池

49 滋賀県 東近江市 八楽溜 99 沖縄県 北大東村 北大東村ため池群

50 滋賀県 長浜市 西池 100 沖縄県 久米島町 カンジン貯水池

それでは、次頁よりため池百選を北から順に見ていきましょう！３



北海道・東北エリア（17地区）

１.美幌温水溜池 ２.廻堰大溜池

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島

４ 藤枝ため池※１ ５ 千貫石ため池

１

３４

豊かな自然に囲まれ、太陽熱で用水
を温める北海道の温水ため池

津軽富士見湖の愛称で親しまれ、
岩木山と鶴の舞橋が美しい西津軽
のため池

３ 堺野沢ため池 ４.藤枝ため池※１ ５.千貫石ため池
２
３４

５
６７

９

10

11

12
1314

15

８

３.堺野沢ため池

芦野湖の通称で親しまれている太
宰治ゆかりの地のため池

江戸時代の築造で人柱を立てた悲し
い言い伝えが残る1,360haの農地を
潤すため池

７.百間堤※２ ８.内田ため池 ９.加瀬沼ため池６.久保川流域ため池群

16
津軽平野の新田開発に貢献し、ノ
ハナショウブが咲き誇り、市民に
広く親しまれているため池

17

中山間地の「有切棚田」を潤し、
周囲の山あいの風景に溶け込む景
観を形成するため池

世代や集落を超えた伝統・文化・
交流の核となっているため池

農業用施設としてのほか、歴史景
観等に優れ、市民の憩いの場とし
て親しまれているため池

10 一丈木ため池 12 大山上池・下池 13 徳良池※３

周囲の棚田や雑木林と一体となっ
て豊かな水生生物を擁する里山を
形成しているため池

11 小友沼10. 丈木ため池 12.大山上池 下池 13.徳良池※３11.小友沼

真昼山と一体となった景観が秋田30
景に選定された“あきたこまち”の
水田を潤すため池

庄内平野の農地を潤し、ラムサール
条約湿地に登録された自然環境豊か
なため池

豊かな自然環境の中にあり、築堤時
の唄から「花笠踊り」が生まれた有名
なため池

14.馬神ため池と大谷の郷 15.玉虫沼

珍しい扇形分水路を有し、渡り鳥の中
継地として国際的に重要性が認めら
れているため池

16.藤沼貯水池※４ 17.南湖

農地や農村と調和して豊かな農村環
境を形成し、地域の人々の憩いの場
として活用されているため池

樹齢300年のアカマツ「笠松」がシンボ

ルとなり、民話「玉虫姫」が伝えられる
山形県最古のため池

別名：※１ 芦野湖 ※２ 有切ため池 ※３ 徳良湖 ※４ 藤沼湖

周囲の公園とレクリエーション施設が
充実しており、地域活動にも活用され
親しまれているため池

1801年に築造され、国の史跡および

名勝に指定されており日本最古の公
園の一つと言われているため池

４



関東エリア（15地区）
茨城・栃木・群馬・埼玉
千葉・山梨・長野・静岡

18.穴塚大池 19.砂沼湖

18
19

20

21
22

23
24

27
28

29

30

31

江戸時代以前に築造され、自然豊か
な里山の保全活動が盛んなため池

筑波山の眺望が美しく、桜まつりや花
火大会が開催されるなど、市民に親し
まれているため池

20 神田池 21 大沼

25
26

29

32

20.神田池 21.大沼

江戸時代に築造され、初夏にはヘイ
ケボタルが観察できるなど豊かな自然
環境を育むため池

大正時代に築造された都市と農村の
交流の場として活用される水田を潤す
ため池

22.唐桶溜 23.妙参寺沼 24.間瀬湖 25.小中池

江戸時代に地元の名手によって築造
され、冬には白鳥をはじめ多くの野鳥
が飛来するため池

江戸時代に築造されたとされ、周辺住
民により植栽された桜が美しいため池

新日本百景などにも選定される湖と堤
体が織り成す景観が美しいため池

周囲が公園として整備され、四季を通
じて自然を楽しめる市民の憩いの場と
して愛されているため池

26 月見が池 27 御射鹿池 28 菅大平温水ため池※５ 29 千人塚城ヶ池26.月見が池 27.御射鹿池 28.菅大平温水ため池※５ 29.千人塚城ヶ池

四季折々の植栽が美しく、小学生が
環境学習を行うなど地域に親しまれて
いるため池

東山魁夷作「緑響く」のモデルになり、
コバルトブルーの水面が訪れる人々
を魅了するため池

地元により池の周辺のアヤメ園が整
備され、地域内外から親しまれている
温水ため池

中央と南の２つのアルプスを眺望でき
る、戦国時代の北山城趾が起源とさ
れる農業用温水ため池

30.塩田平のため池群 32.中郷温水池31.荒神山ため池※６

別名：※５ あやめ公園池 ※６ たつの海

江戸初期から「人柱」の民話が受け継
がれる「舌喰池」を有する大小１００ヶ
所にも及ぶため池群

市街地中心に位置し静岡県景観賞最
優秀賞を受賞した温水ため池

春先には6種の桜が咲き誇り、ブラン

ド米「上伊那米」を生産する水田を潤
す温水ため池

５



北陸・東海エリア（16地区） 新潟・富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重

36

34.坊ヶ池33.青野池

33
34
35

37

39

38
40

41

上越産コシヒカリの礎を築き、竜神伝
説の池として伝説が受け継がれてい
るため池

35 朝日池 36 じゅんさい池※７

400年以上前に築造されたとされ、地

域の米作発祥の地となっているため
池

42
43

44

4546
47

48

35.朝日池 36.じゅんさい池※７

湖面に映る「逆さ米山」が水墨画のよ
うに美しいため池

37.赤祖父ため池

多様な生物が生息する環境が維持さ
れ、ジュンサイ摘みが地域の年中行
事となっているため池

40.鴨池39.漆沢の池38.桜ヶ池

砺波平野の散居村の眺望と豊かな自
然に囲まれた円筒分水槽を有するた
め池

ラムサール条約湿地に指定され、石
川県有数の野鳥飛来地として有名な
ため池

築造時の苦労が、児童文学者のかつ
おきんや氏の書籍にも紹介されてい
る能登地方最大級のため池

桜の名所として親しまれ、都市農村
交流に重要な役割を果たしているた
め池

41 赤尾大堤 42 八幡池 43 入鹿池 44 三好池41.赤尾大堤 42.八幡池 43.入鹿池 44.三好池

里山に囲まれた水田とともに生物に
とって良好な水辺環境を形成している
ため池

江戸時代に築造されたとされ、自然に
囲まれた美しい湖面を醸し出すため池

貯水量日本第2位を誇り、尾張平野東
北部の水田1,300haを潤すため池

「美しい愛知づくり景観資源600選」に

選定され、地域とのかかわりが深いた
め池

45.芦ヶ池 46.初立池 47.片田・野田のため池群 48.楠根ため

別名：※７ 下野

貯水量200万トンを有し、渥美半島の
農地を潤しているため池

夕暮れの壮大な景観が「美しい愛知
づくり景観資源600選」に選定されてい
るため池

地元自治会など地域ぐるみで維持管
理が行われている里山に点在する約
３０箇所のため池群

シデコブシが自生し、多様な生態系を
保持するための活動が行われている
ため池

６



近畿・中国エリア（29地区）
滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山

鳥取・島根・岡山・広島・山口

49.八楽溜

50

63

51
52

53
54

55

5960
61

62
64

68
70

69

7271 73 49
江戸時代に築造され、伝統漁法「総つ
かみ・オオギ漁」が受け継がれている
ため池

50 西池5657
58 66

65

67

75 74

77
76

50.西池

大和朝廷時代に築造されたとされ、豊
かな生態系による美しい景観を楽しむ
ことができるため池

51.三島池 52.淡海湖 53.広沢池 54.大正池

マガモ自然繁殖の南限であり、市民
の散策空間として活用されているため
池

大正時代に築造され、滋賀県を代表
する早場米産地を潤す自然環境豊か
なため池

古くから観月の名所として有名で、数
多くの俳句や短歌が詠まれているた
め池

京都府の「文化的景観」に選定されて
いる府最大規模のため池

55 佐織谷池 56 狭山池 57 久米田池 58 長池オアシス※８55.佐織谷池 56.狭山池 57.久米田池 58.長池オアシス※８

江戸時代に築造されたとされる、森鴎
外の小説「山椒太夫」の伝説ゆかりの
ため池

古事記・日本書紀にも登場する7世紀

前半に築造された現存する日本最古
のため池

年間100種類以上の野鳥が訪れる「鳥

の国際空港」として市民に親しまれて
いるため池

60.天満大池59.寺田池

室町時代に築造されたとされ、地域に
おける維持管理活動が活発なため池

62.西光寺野台地ため池群61.いなみ野ため池ミュージアム

別名：※８ 長池・下池

兵庫県最古のため池とされ、周辺の
公園とあわせ地域の憩いの場となっ
ているため池

平安時代に築造され、地域ぐるみで
環境保全活動を行っている加古川市
最大のため池

台地開拓に貢献し、疎水路と併せて
近代化産業遺産群の認定を受けたた
め池群

東播磨地域に点在するため池群を併
せて、地域づくりが活発に行われてい
るため池群

７




