
美幌温水溜池
（びほろおんすいためいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
北海道網走郡美幌町

□ため池の特徴
美幌温水溜池は、冷たい美幌川の水を貯
め太陽熱で温めることによって、稲の生育
を高める目的で造られた農業用ため池です。
この地域では、昭和51年頃から転作が進
んだため、現在は畑の病害虫の防除用水
や転作畑のビニールハウス内のかんがい
用水として使われています。

この池は、数多くの生物が生息するビオ
トープ空間となっており、準絶滅危惧種のヤ
チウグイなども確認されています。
また、美幌高等学校の生徒達が生態系保
全の大切さ、ため池が建設された背景や稲
作の歴史などを学習する場となっています。

豊かな自然に囲まれた池は美しい景観を
創り出しており、その中で地域の人々はカ
ヌー遊びなどを楽しんでいます。

関連情報

全景

カヌー遊び
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廻堰大溜池
（まわりぜきおおためいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
青森県北津軽郡鶴田町

□ため池の特徴
廻堰大溜池は、 壮大な岩木山の姿を映
すさまが美しく、 「津軽富士見湖」の愛称が
あります。樹齢150年以上の青森ヒバを用
いた「鶴の舞橋」（全長300m）とともに、四季
折々の美しさを湖面に映す景色は、一幅の
絵のようです。
また、池の周囲は11ｋｍあり、特に堤は延
長4.2ｋｍと日本一の長さを誇ります。

この池は、1660年、津軽藩主津軽信政公
によって、西津軽の新田開発の用水源とし
て築造されました。
築造以後、自然災害により堤防が決壊し
た際も、関係者のたゆまぬ努力によって修
復され、今も西津軽の農業地帯400haを潤
す貴重な水源となっています。

また、県の廻堰鳥獣保護区に指定され、
豊かな自然環境が守られた生物の宝庫と
なっており、また白鳥やガン・カモ類が飛来
する重要な場所ともなっています。

関連情報

廻堰大溜池と岩木山

鶴の舞橋（三連太鼓橋）

青森県鶴田町「観光」ホームページ
http://www.net.pref.aomori.jp/tsuruta/kankou/kankou_kankou.htm
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堺野沢ため池
（さかいのさわためいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
青森県五所川原市

□ため池の特徴

関連情報

ノハナショウブ

五所川原市ホームページ
http://www.goshogawara.net.pref.aomori.jp/index.html

堺野沢ため池は、350年前の津軽藩政時
代に新田開発のために築造された農業用
ため池で、現在も水田135haを潤し、津軽平
野の重要な農業用水源となっています。

ノハナショウブの里を目指して、地域ぐる
みで植栽や清掃が行われており、地元農家
の集まりである「水土里ネット五所川原南
部」が中心となって「ため池周辺清掃・花壇
の手入れ」に取り組んでいます。

また小学生に対する「農業水利施設見学
会」や「へら鮒放流」などの活動も行われて
います。

池は丘陵地帯にあり、堤体からは秀峰岩
木山や津軽平野を一望することができます。
また遊歩道や管理用木橋「野花菖蒲橋」が
設置され、散策コースとして市民の憩いの
場となっています。

ノハナショウブの
植栽活動

ため池全景
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藤枝ため池は、「桜桃忌」が行われる太宰
治ゆかりの芦野公園内にあり、また「日本
の桜名所百選」に選ばれた桜の名所とも
なっており、広く内外に知られています。
池に架けられた「芦野夢の浮き橋」は、五
所川原市の新しい魅力となっており、自然
溢れる公園や芦野湖（藤枝ため池の通称）
と調和し独特の雰囲気を醸し出しています。

池は、江戸・元禄年間（1688～1704年）、
津軽藩主津軽信政公により、岩木川の治水
事業に併せて、新田開発のかんがい用に
築造されました。
稲作農家の重要な水源として300年もの
間利用され、今も水田420haを潤しています。

周辺一帯は「芦野池沼群県立自然公園」
として指定され、カモやサギ等の渡り鳥の
飛来地となっており、水辺・水生植物群落も
とても大切に保全されています。

藤枝ため池
（ふじえだためいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
青森県五所川原市

□ため池の特徴

関連情報

全景

五所川原市ホームページ
http://www.goshogawara.net.pref.aomori.jp/index.html

芦野夢の浮き橋
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千貫石ため池
（せんがいしためいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
岩手県胆沢郡金ケ崎町

□ため池の特徴

関連情報

全景

岩手中部土地改良区ホームページ
http://www.iwate-c.or.jp/ 

千貫石ため池は、穀倉地帯金ケ崎町、北上市の
1,360haに及ぶ広大な農地を潤すため池です。
「千貫石」の名は、起工より貞享元年（1684年）ま
での3年間は毎年工事途中で堤切れが発生したた
め、村人は千貫文のお金を集め、南部釜石から
「お石」という娘を買い求めて人柱とし、工事を乗り
切ったという悲しい言い伝えが由縁となっています。

ため池の歴史は古く、江戸時代の元和4年（1618
年）に伊達正宗がこの地を開田適地と見立てたこと
に始まります。元禄4年（1691年）に苦労の末に堤
高40mの土堰堤が完成しましたが、1777年に大破
し、以来150年間手つかずのままとなり、干ばつに
苦しんでいました。
昭和6年になって新たな築造工事が開始され、同
10年に竣工し、以後幾度かの改修を経て現在に
至っています。

千貫お石が祀られている小高い山頂からは金ケ
崎町の田園風景が一望でき、湖畔周辺の森林群と
駒ヶ岳山麓がかもしだすコントラストは絶景です。

現在ではキャンプ場が池に隣接して設けられて
おり、都市農村交流の場としても活用されています。

上流よりため池堤体を望む
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久保川流域ため池群
（くぼかわりゅういきためいけぐん）

ため池の概要
□ため池の所在地
岩手県一関市

□ため池の特徴

関連情報

全景

久保川流域には、細かな起伏に富んだ複雑な地
形に棚田が展開しており、上流域にある300ヶ所の
小規模なため池群が唯一の水源として利用されて
います。

山あいに点在してたたずむため池群は伝統的な
手法で管理されており、周囲の棚田や雑木林と一
体となって素晴らしい里山景観を呈しています。
また、多くの絶滅危惧種を含む豊かな水生生物
相がみられ、全国的にも稀有となった淡水系ネット
ワークが良好に維持されています。

地域では、ため池を含むフットパスの整備を進め
ており、里山の自然や景観に触れ合う場として、都
市から訪れる人の案内も行っています。

また、この豊かな自然環境を世代、地域を越えて
つないでいくため、 「久保川イーハトーブ自然再生
協議会」が設立されました。

協議会には地域住民、ＮＰＯ、大学など多様な主
体が参画し、生態系調査を継続的に行っており、
近年侵入がみられるウシガエル等の侵略的外来
種の排除活動も行っています。

豊かな水性生物を有するため池
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百間堤（有切ため池）
（ひゃっけんつつみ（ありきりためいけ））

ため池の概要
□ため池の所在地
岩手県一関市室根町

□ため池の特徴

関連情報

全景

百間堤は岩手県南部の北上山系にあり、
その名の通り“百間（180ｍ）”を超える堤長
をもつ室根町最大のため池です。

この地域は急傾斜の中山間地帯で、小さ
な沢に頼っての稲作であったため、水不足
による凶作が多く、「百間堤」はその解消の
ために築堤されました。伊能忠敬に弟子入
りした「小野寺面之助」が、1804～1845年頃
山野の開拓・貧民救済のために普請したと
語り継がれています。

百間堤は、東磐井地域棚田20選に選ば
れた「有切棚田」を潤す重要な水源であると
同時に山あいの風景に溶け込む美しい景
観を呈し、地域の人々の憩いの場ともなっ
ています。

ため池が果たしてきた農業上の役割や多
面的機能を伝える取り組みとして、小学校
や公民館などで、この池をモデルに地元の
高校生が制作した紙芝居「室町のため池物
語」の発表会が行われています。

「百間堤」の堤体と下流に連なる「有切棚田」

紙芝居
「室根の
ため池物語」
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内田ため池
（うちだためいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
岩手県奥州市

□ため池の特徴

関連情報

内田ため池は、築造年は不明で流入状況もよく
分かっていませんが、不思議なことに水が切れるこ
とがなく、現在も池直下の約20aの水田（農業体験
田）の水源として活用されています。

この地区では、古くから田植えは神事を執り行っ
た後、田植唄を唄いながら行われていましたが、近
年は「田んぼの学校」として、岩手大学のため池サ
ークル「IKE-ikc」の女子学生が昔ながらの服装（通
称：早乙女隊）で田植えをしています。
ため池を核とした農業を通じて文化・伝統が受け
継がれ、また世代や集落を超えた交流が実現して
います。

ため池の水を利用してモチ米「ヒメノモチ」の作付
けが盛んで、秋には収穫祭を行って収穫の喜びを
集落全体で分かち合っており、ため池が人と人との
つながりや特色ある産地の形成に大きく寄与して
います。

毎年8月には、改良区、地元住民、関係行政機関
が参加して自然観察会が開催され、併せて全員で
のゴミ拾い、草刈り等も行われています。
周辺には希少種の植物があり、草刈りも十分配
慮しながら行われています。

田んぼの学校

全景

池と周辺体験田
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加瀬沼ため池
（かせぬまためいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
宮城県多賀城市、塩竃市、宮城郡利府町

□ため池の特徴

関連情報

加瀬沼ため池は、奈良時代には多賀城北側の外
堀として防備の役割を担っていた池を、江戸時代
初期、400年前に農業用ため池として築造したもの
です。多賀城市の重要なかんがい用水源として現
在に至るまで水田76haを潤しています。

冬には白鳥、鴨などの渡り鳥が訪れる豊かな自

然が残る貴重な場所で、「多賀城の自然と野鳥を
守る会」により、水鳥の餌付けなどが行われ、四季
を通じて多くの人で賑わっています。

また、春の桜、晩秋の紅葉の見所として有名で、
堤体の護岸は、周辺の緑豊かな自然や景観に配
慮し、石割護岸が取り入れられています。

農業用施設としての役割のほか、歴史、景観等

に優れる市民の憩いの場としても親しまれており、
ボランティア活動に意欲を持つ人々が「ふれあいサ
ポーター」の認定を受け、継続的な緑化・清掃活動
を行っています。

春のため池

石割護岸

9



一丈木ため池
（いちじょうぎためいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
秋田県仙北郡美郷町

□ため池の特徴

関連情報

全景

一丈木ため池は、570haにも及ぶ秋田こ
まちの水田を潤す、地域農業の重要な水源
です。

周辺は一丈木公園となっており、標高
1,060mの真昼山とため池とが一体となった
景観は秋田30景に選定されています。
また、池を囲むように植えられた300本の
サクラは、明治30年代半ばに植栽された樹
齢100年以上のソメイヨシノで、春には毎年
多くの花見客が訪れます。

池には、水鳥や魚が多く生息しており、中
でも陸封型のサクラマスが多く見られます。
毎年秋の土砂流しの際の生態系調査では、
外来種の生息は確認されておらず、多様な
生物が生息できる環境が守られています。

地域との関わりとして、年に数十回、地元
小学生を対象とした学習会が開催され、た
め池の役割や必要性を広く伝えるための取
組が行われています。

桜が満開
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小友沼
（おともぬま）

ため池の概要
□ため池の所在地
秋田県能代市

□ため池の特徴

関連情報

全景

ガンカモネットワークホームページ（能代市環境産業部環境課）
http://www.city.noshiro.akita.jp

小友沼は、江戸時代に秋田藩が造った地域の貴
重な農業用水源であると同時に、国際的に重要な
渡り鳥の中継地として知られています。

沼は、秋田藩主・佐竹義宜の重臣、梅津政景・忠
雄の父子二代にわたって、1617年から1675年まで
の58年間をかけて造られました。現在も約230ha
の水田を潤しており、大正後期に築造された全国
でも珍しい扇形分水路により、放射状にかんがい
用水が配水されています。

秋と春の渡りのシーズンには平均4万羽、最大10
万羽のマガン、ヒシクイ、ハクチョウ等が羽を休め
ています。平成11年5月に「東アジア地域ガンカモ
類重要生息地ネットワーク」に参加し、また平成21
年3月には「東アジア・オーストラリア地域フライウェ
イ・パートナーシップ」の参加地にもなっています。

メダカ、スナヤツメ等の絶滅危惧種（環境省指定）
も確認されている小友沼は、鳥類、魚介類の宝庫
となっており、この豊かな自然を保全するため「おと
も自然の会」が地道な活動を続けています。

近年、県内外から渡り鳥の中継地として認知され、
観光客も増加しています。

小友沼と渡り鳥
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大山上池・下池
（おおやまかみいけ・しもいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
山形県鶴岡市

□ため池の特徴

関連情報
鶴岡市ホームページ

http://www.city.tsuruoka.lg.jp/ooyama-ramsar/index.html

大山上池・下池は、平成20年10月にラムサール
条約湿地に登録された国際的に重要な湿地です。
池は、1669年の大山町図に記され400年程前に
築かれたと伝えられるため池で、現在も庄内平野
の営農を支えています。

高館山一帯を含む県立庄内海浜自然公園内に
あって、東北地方日本海側の低標高地の代表的
植生を残しており、周辺一帯では猛禽類のオオワ
シ、オジロワシ、オオタカなどを含め194種類もの
鳥類の生息が確認されています。
毎年冬にはマガモが2～3万羽、コハクチョウが1
～3千羽飛来する集団渡来地として国指定の特別
鳥獣保護区となっています。また、山形県内でも有
数のトンボの生息地でもあります。

一方、以前は、下池でとれるフナ、ジュンサイやエ
ビが人々の貴重な食料として利用されており、現在
でも上池ではハスの花や葉、レンコンの収穫が行
われ旧盆には仏前に供えられるなど、人々の暮ら
しと密接な関わりを持つ池です。

ハスの花の収穫

冬の高館山と下池
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徳良池（徳良湖）
（とくらいけ（とくらこ））

ため池の概要
□ため池の所在地
山形県尾花沢市

□ため池の特徴

関連情報
尾花沢市ホームページ
http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/

徳良池は、三大豪雪地の一つ尾花沢市の水田と
露地栽培日本一のスイカ畑に囲まれた豊かな自然
環境の中にあるため池で、「花笠踊り」は、この池を
築堤した時の「土搗き唄」から生まれたものです。

池は、 第一次世界大戦後の開田事業に併せて
大正10年に築かれたもので、今も120haの水田を
潤しています。

築堤工事には、約三万人が従事したとされ、地域
の作業班毎に土搗き作業が行われたので「花笠踊
り」も地域毎に生まれ、現在も五流派の花笠踊り保
存会があり引き継がれています。春と秋の徳良湖
祭りでは、当時の土搗き作業が再現されています。

徳良池には、白鳥、カモ等の水鳥が多く飛来して
います。また、鯉、鮒、ワカサギ、メダカ、うなぎ、ハ
ヤ、エビなどが生息しています。

ため池の機能を守り、生態系を保全するため、秋
には湖面の水が抜かれ、樋管などの整備補修とあ
わせて地域の人々とともに外来魚の駆除が行われ
ています。また、ボランティアによる花の植栽、草取
り、ゴミ拾いも行われています。

徳良湖祭りで
再現される
土搗き作業の
風景

ため池全景

桜並木とため池
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馬神ため池と大谷の郷
（うまがみためいけとおおやのさと）

ため池の概要
□ため池の所在地
山形県西村山郡朝日町

□ため池の特徴

関連情報

大谷の郷では、馬神ため池をはじめ、明
治から昭和初期に造られた10個ほどのた
め池が約150haの水田を潤しています。

池は周辺の農地、里山や遠く朝日連峰、
蔵王山と一体となって見事な景観を作って
います。また、ニッコウキスゲ、ヒメサユリ、
ツルウメモドキが自生し、周辺は山菜の宝
庫であり、池にはメダカや蓮も生息・生育し
ています。

また、ため池周辺には、ほ場整備記念碑・
ため池と堰の歴史を掲示した公園が整備さ
れ、地域の人々の憩いの場としても活用さ
れています。

ため池の水は地域の生活用水としても利
用されており、大谷地区の人々が「大谷を
考える会」を作り池の保全活動やため池祭
りなど、ため池を主体とした住みよい地域づ
くりのための取組を進めています。

里山のため池

ため池・農地・農村が調和する景観
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玉虫沼
（たまむしぬま）

ため池の概要
□ため池の所在地
山形県東村山郡山辺町

□ため池の特徴

関連情報

沼のシンボル「笠松」

玉虫沼は応永年間（14世紀末）を起源とする県内
最古のため池とされています。沼の岬には、沼の
シンボルともいうべき「笠松」（樹齢300年のアカマ
ツ）が植えられ、その根元には石の玉虫大明神の
祠が祭られており、また「玉虫姫」という沼にまつわ
る民話が伝えられています。

沼は、宝暦12年（1762年）の大修復をはじめ幾度
となく改修が行われて現在に至っており、今も農地
約120haを潤しています。また、沼の水は地元集落
49世帯や、小・中学校など74件の飲料水にも使わ
れています。

玉虫沼を中心とした一帯は「山辺西部湖畔自然
休養村」に指定され、沼を巡る周遊道などを備えた
農村公園が整備されており、自然に親しめるレクリ
エーションの場になっています。

沼の周りには桜の木（ソメイヨシノ）が植えられ、
春には花見を楽しむことができます。また、へら鮒
釣りのメッカとしても有名で、県内の愛好者のみな
らず、県外からも釣り客が訪れています。

地元有志により「玉虫沼環境を守る会」が組織さ
れ、沼周辺の清掃やごみの持ち帰り運動などを推
進しています。

幻想的な沼の風景
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藤沼貯水池 （藤沼湖）
（ふじぬまちょすいち（ふじぬまこ））

ため池の概要
□ため池の所在地
福島県須賀川市

□ため池の特徴

関連情報

全景

藤沼貯水池（藤沼湖）は、長年水不足に苦しんで
いた旧長沼・桙衝・稲田の1町2村の人々が、主に
人力で築き上げたもので、昭和12年に着手し、 12
年の歳月を経て終戦直後の昭和24年に完成しまし
た。
現在も下流の865haに及ぶ肥沃な水田に農業用
水を配り、水不足のない生産性の高い営農に貢献
しています。

周囲には約80ヘクタールの公園が整備され、春
は桜、夏はヤマユリなど季節の花々が咲き誇り、
秋には赤く色づく紅葉が湖面を美しく染めます。

温泉・コテージ・オートキャンプ場等のレクレーショ
ン施設も充実しており、年間10万人の観光客が訪
れています。

藤沼湖自然公園を会場とした「高土山山開き」
「桜まつり」「藤沼湖畔マラソン大会」などが開催さ
れ、地元にも親しまれる溜池となっています。

また親子によるビオトープ自然観察会や小学校
の総合的学習などにも利用されています。

桜並木とため池
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南湖
（なんこ）

ため池の概要
□ため池の所在地
福島県白河市

□ため池の特徴

関連情報

全景

南湖は、日本最古の公園の一つとも言われてお
り、 白河藩主松平定信によって、1801年、身分の
差を越え庶民が憩える「四民（士農工商）共楽」とい
う思想で造られた農業用のため池公園です。
大正13年には南湖公園として国の史跡及び名勝
に指定されています。

ため池の水は現在も社川沿岸の104haの農地を
潤しており、地域の重要な水源となっています。

南湖には神社や翠楽苑という日本庭園が併設さ
れており景観も良いことから、現在も、花見や祭り、
初詣など市民の憩いの場となっています。

また、千代の堤からは、目の前に広がる湖の向こ
うに、左右両面をなだらかな丘陵で挟まれた那須
連峰を望むことができます。

池では様々な希少な植物も確認されており、市民
活動として、環境教育、清掃ボランティア、南湖祭、
ヒシ除去による水質浄化ボランティア清掃活動も行
われています。ため池と那須連峰
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宍塚大池
（ししつかおおいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
茨城県土浦市

□ため池の特徴

関連情報

豊かな自然に囲まれた宍塚大池

地元NPO団体ホームページ
http://www.kasumigaura.net/ooike/

宍塚大池は、ため池と林が一体になり、田畑と共
に農家の生活を支える里山文化が長い間保たれ
てきた地域に囲まれており、約100haの緑地が広
がる豊かな自然の中で美しい景観を呈しています。

周辺に残されている雑木林や湿地などの多様な
自然は、レッドデータブック掲載の動植物を含む多
種多様な生物の生息場所であり、マガモ・コガモな
どの越冬場所ともなっています。

大池は、江戸時代以前に流入河川のない台地上
に築造され、今も天水のみに水源を頼っているた
め池で、下流の谷津田や台地下に広がる水田地
帯94haを潤す貴重な水源として、重要な役割を
担っています。

また、池のまわりには、小高く作られた昔の墓が
あちこちにみられ、宍塚古墳群と呼ばれています。
旧石器時代後期からの遺跡が十数ヶ所あり、中で
も国指定史跡の「上高津貝塚」は有名です。

NPO法人を中心に、地元の人々も参画して行わ
れているため池や周辺の里山保全活動が盛んで、
地元小学校などの環境学習の場としても活用され
ています。

岸辺の桜

手作りの案内板
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砂沼湖は、江戸時代前期（寛政3年）のため池で、
下流の下妻市、常総市の大規模な農業地帯（水田
2,011ha）の貴重な水源となっています。

湖周辺は茨城県西広域公園となっており、外周
遊歩道に植えられた桜（約1300本）やアジサイなど
多彩な花々が彩り、県西地域市民の憩いの場とし
て親しまれています。

晴れた日には筑波山を眺望することができ、遊歩
道の桜並木に浮かぶ雄大な筑波山の風景は圧巻
です。

春の桜祭り、夏の花火大会、ウェイクボード（水上
版スノーボード）の大会などの舞台として、また、首
都圏有数のヘラブナ釣りのメッカとして広く親しま
れています。一方、アヒルやカモなどの水鳥や絶滅
危惧種であるコシガヤホシクサ等の多種多様な生
物が生息・生育しています。

築造にかけた先人の苦悩の歴史を絶やさぬよう、
現在も大切に維持管理されています。

「砂沼をきれいにする運動」として市民・少年団な
ど地元の団体（市内の45団体38自治体）により、
砂沼湖外周6kmを区分けして清掃活動が行われて
おり、ため池の維持管理を通して人と人とのコミュ
ニケーションも図られています。

砂沼湖
（さぬまこ）

ため池の概要
□ため池の所在地
茨城県下妻市

□ため池の特徴

関連情報

筑波山と砂沼湖の桜並木

下妻市ホームページ
http://www.city.shimotsuma.lg.jp/kanko/sanuma_koen/index.html

地元団体による清掃活動

春の桜祭り
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神田池
（じんでんいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
茨城県稲敷郡阿見町

□ため池の特徴

関連情報

自然に囲まれた神田池

神田池は江戸時代、地元の集落民が、新田開発
（14ha）のため谷津に堤を築き、周辺林からの湧水
を溜めたものです。

明治から大正期にはコイの養殖場として利用され
ていましたが、その間も3年ごとに水門を開けて「池
流し」等の管理が行われていました。現在は周辺
の水田の農業用水として利用されています。

池は様々な樹木に囲まれ、アヤメ・ミクリ等の水
生植物が繁茂した自然環境は、訪れる人の心をな
ごませてくれます。特に堤防から眺める夕日は素
晴らしい景観で、平成5年には阿見名所百選に選
ばれています。

堤防下の用水路には多種類の貝類や昆虫類が
生息し、初夏にはヘイケボタルが観察できるほか、
他の地域では絶滅が懸念されている植物も観察で
きます。

また、里山や自然を大切にする心を育てる「自然
体験」「自然観察」の場と位置づけ、平成12年に設
立された「神田池を保全する会」が、学校や子供会
と連携し観察会を行っています。

ため池の堤と水面
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大沼
（おおぬま）

ため池の概要
□ため池の所在地
栃木県小山市

□ため池の特徴

関連情報
小山用水大沼ため池ホームページ
http://www2.odn.ne.jp/oyama-yousui

大正７年頃より昭和３年にかけて築かれ
た農業用ため池（貯水量11万トン）で、小山
市中南部の水田（347ha）の重要な水源と
なっています。平成14年には市民の憩いの
場・安らぎの場として整備されました。

大沼は、渡り鳥のマガモやコガモが多くみ
られ、近年は白鳥も飛来しています。

また里山や農業用水路が隣接するため、
カワセミ等の小鳥やメダカ・モツゴ等の魚類
も観察され、散策すると多くの小鳥の鳴き
声も聞こえ、里山とため池の静寂な空間を
楽しむことができます。

地元では、羽川大沼地区地域用水対策協
議会を中心に、「水辺の郷大沼『都市と地
域』の交流会」が催されており、近隣市街地
と地元双方から人々が参加して、都市と農
村の交流が活発に行われています。

全景

親水水路
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唐桶沼は、雑木林の丘陵地に挟まれたこの土地
の水不足解消のため、江戸・宝永年間に築造され、
現在も48haの用水源として地域の農業を支えてい
ます。

元禄14年（1701年）、地元の名主であった岡田宗
山は、上流部の沢をせき止め、6haの唐桶溜築造
に着手しましたが、上流からの流水だけでは満水
に至らず、12ｋｍ離れた鬼怒川から導水することを
余儀なくされました。途中、山や台地、森林の続く
起伏の激しい難所があり、4ｋｍを隧道とする大変
困難な事業でしたが、宝永3年（1706年）にようやく
完成しました。

池は、隣接する「宗山公園」と一体となって良好な
景観や環境が保たれており、水生昆虫、魚類、両
生類など多様な生物の生息・生育空間となってい
ます。

また、野鳥が多く飛来することで知られ、冬場に
は白鳥も観察することができます。

池の管理は、地元ボランティア「唐桶溜の環境を
守る会」によって草刈りやゴミ拾い等の清掃活動が
行われています。

唐桶溜
（かろけのため）

ため池の概要
□ため池の所在地
栃木県芳賀郡芳賀町

□ため池の特徴

関連情報

ため池遠景

芳賀町ホームページ
http://www.town.haga.tochigi.jp/

親水水路

堤体側より湖面を望む
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妙参寺沼
（みょうさんじぬま）

ため池の概要
□ため池の所在地
群馬県太田市

□ため池の特徴

関連情報

全景

妙参寺沼は南北約150m東西約60mの長
方形に近いため池で、江戸期の開削とされ
ています。

周堤の桜は地元住民によって植栽された
もので、桜まつりや釣り大会が行われるな
ど、周辺の人々の集うコミュニケーションの
場となっています。

中世期、この地には、主に湧水を利用した
かんがい用のため池があり、その利水に
よって「新田の荘」の荘園が開かれました。
江戸期に今の姿となり、現在は農地30haに
水を供給する親水型の公園となっています。

沼は生物多様性に富んでおり、群馬県の
調査では、98種の植物、28種の鳥類、4種
の魚類、17種の底生動物類、3種の両生類、
81種の陸上昆虫類が確認されています。時
折「カワセミ」も姿を見せ、冬場には「カモ」、
「オシドリ」が群をつくり羽を休めています。

全景

水辺での釣りを楽しむ
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間瀬湖
（まぜこ）

ため池の概要
□ため池の所在地
埼玉県本庄市

□ため池の特徴

関連情報

全景

農林水産省間瀬湖ホーム－ページ
http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/museum/m_bunka/yuukei1/index.html
ダム便覧ホームページ（財）日本ダム協会
http://damnet.or.jp/cgi-bin/binranA/All.cgi?db4=0633
本庄市ホームページ
http://www.city.honjo.lg.jp/

昭和初期に造られた東日本に残る最古のコンク
リート式農業用ダムで、現在も農地242haをかんが
いしています。

洪水吐から流れ出る水が白い波を立てながら雄
大な堤体を滑り降りる姿は、特に美しいと言われて
います。

湖周辺の谷津田地帯は、古代の条里制によって
開発された埼玉県で最も古い水田地帯です。しか
し、用水源は流域が狭く、流量も不安定で、3年に1
度は干ばつ被害が発生していたことから、用水不
足解消のために間瀬湖が築造されました。

完成後70年以上経過した今では、周辺の景観に
すっかり溶け込み、ふるさと歩道にも指定されてい
ます。湖と堤体が織りなす景観は、昭和32年「新日
本百景」、昭和59年「ふるさとさいたま百選」、そし
て昭和61年には「利根川百景」に選出されていま
す。

また、桜の名所として多くの観光客が訪れる他、
ヘラブナ釣りの名所としても有名です。洪水吐から流れ出る水
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小中池
（こなかいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
千葉県山武郡大網白里町

□ため池の特徴

関連情報

全景

小中池は、昭和8年に着工し、途中第二次
大戦をはさんで多くの悪条件に悩まされな
がら昭和22年に漸く完成した農業用ため池
で、現在も634haの水田を潤しています。

周囲は小中池公園として遊歩道が整備さ
れ、春は桜、夏はアジサイ、秋は紅葉と四
季を通じて自然を楽しめる市民の憩いの場
となっています。また、ウグイス、ホオジロ、
シジュウカラ等の多くの野鳥が生息してい
ることでも知られています。

10年ほど前「小中川をきれいにする会」が
組織され、小中川の水質浄化等を通じ、近
隣に生息しているメダカやゲンジボタルを呼
び戻す取り組みが行われています。

公園は「千葉市昭和の森」に遊歩道で繋
がっており、首都圏自然歩道の休憩所にも
なっています。池には錦鯉が放たれ、4月下
旬から5月初旬に「鯉のぼり祭り」も開催さ
れ、広く地域の人々に愛されています。

堤防上の桜並木と遊歩道
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月見が池
（つきみがいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
山梨県上野原市

□ため池の特徴

関連情報

全景

月見が池は、河川からの取水が困難な河
岸段丘上の農地を潤すため、昭和6年に造
成されました。大正8年に整備された幹線水
路(8,700m)から導水した水を溜め、末端の
農地まで配水しています。

池周辺には桜やアジサイ・ツツジ等が植
栽され、四季折々に人々を楽しませていま
す。

また、カモ等の鳥類、コイやフナ等の魚類
など、多様な動植物が生息する生態系豊か
な水辺空間となっており、隣接する上野原
小学校では、鳥類の巣箱を設置し、環境学
習を行っています。

ため池完成時に町の安泰を祈願して弁財
天の社が祀られており、毎年7月には多くの
参拝者が集まる神社例祭が行われていま
す。その際、地域の人々によるため池周辺
のゴミ拾いが行われています。

桜が咲く水辺
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御射鹿池は、日本画の巨匠・東山魁夷画伯の作
品「緑響く」の取材地として有名な池で、木々の緑
が映りこむコバルトブルーの水面は訪れる人たち
を魅了しています。

標高1,100mを越えるこの地域は、かつて3年に1
度米がとれればよいといわれた冷害常習地で、し
かも水源の渋川の水は冷たい上に強酸性でした。
昭和8年に完成したこのため池で、水を希釈し温
めることによって農業用水として使えるようになり、
水稲の収穫量や作柄は大きく改善されました。

「御射鹿池」の名は、この地域が神野（こうや）と

呼ばれ鍬を入れることも許されなかった神の御狩
場であり、諏訪大社上社の御頭祭（おんとうさい）
の時に神に奉げる牝鹿を射る神事（御射山御狩神
事）があったことに由来すると伝えられています。

八ヶ岳中信高原国定公園内の風致を維持するた
めの特別地域に属しており、カモなどの渡り鳥やト
ンボ類（ルリイトトンボ）・蝶などが見受けられます。
在来の植物（桔梗、ゆり等）を随時植栽したり、

堤体の草刈りや枯れ木の伐採や枝打ちなど、美し
い景観を守る活動も継続的に行われています。

湖水はpH4前後の強酸性であることから、湖底に
は酸性水を好むチャツボミ苔が繁茂し、また湖面に
は木々がきれいに映ると言われています。

御射鹿池
（みしゃかいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
長野県茅野市

□ため池の特徴

関連情報

全景

長野県公式ホームページ
http://www.mizumori.pref.nagano.jp/modules/pukiwiki/?%B8%E6%BC%CD%BC%AF
%C3%D3%A4%CE%B2%FE%BD%A4

新緑の湖岸

27



菅大平温水ため池(あやめ公園池)
(すげおおだいらおんすいためいけ(あやめこうえんいけ))

ため池の概要
□ため池の所在地
長野県木曽郡木祖村

□ため池の特徴

関連情報

全景

標高900～1100mに造られた農業用ため
池で、池の畔はアヤメ園として地域内外か
ら親しまれています。

木祖村は、農業用水の低温障害に悩まさ
れていましたが、昭和48年にこの池が造ら
れたことによって米の生育が良くなり、稲作
農業が大きく発展しました。池は、現在も貴
重な農業用水として40haの水田を潤してい
ます。

アヤメ園は、地元の人たちが、昔から池周
辺に自生していたものを株分けや増植を行
いながら苦労して大事に育てたものです。

キツネなど様々な動物が水辺を中心とし
た生活しており、生物の多様性も富んでい
ます。また、ため池には、ブラックバス等の
外来魚は存在せず、地元でもコイやワカサ
ギなどの在来魚を守る取り組みを行ってい
ます。

立派に育ったアヤメ

ため池を散歩するキツネ
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千人塚城ヶ池
（せんにんづかじょうがいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
長野県上伊那郡飯島町

□ため池の特徴

関連情報

全景

飯島町ホームページ
http://www.town.iijima.nagano.jp/iijima/kankou/spot/sennin/sennin.html

千人塚城ヶ池は、戦国時代の北山城の堀
を利用して昭和11年に造られた農業用ため
池です。

中央アルプスを屏風とした素晴らしい景観
に恵まれ、春は堤体の千本桜、つつじ、あじ
さい等が咲きほこり、秋は紅葉と四季を通じ
て楽しむことができます。また、渡り鳥（ツバ
メ、鵜）も飛来しています。

池は、温水ため池として、与田切水系を水
源とする七久保用水、横沢用水から導水し
た水を温めて、下流の水田約200haに配水
しています。

池がある千人塚の歴史は古く、1582年、
この地にあった北山城が織田信長の軍勢
に破れ、その戦いで亡くなった兵士の遺体
や武具を埋めて塚としたとされています。

桜が彩る“千人塚城ヶ池”
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塩田平のため池群
（しおだだいらのためいけぐん）

ため池の概要
□ため池の所在地
長野県上田市

□ため池の特徴

関連情報

全景

塩田平は年間降水量900㎜と全国有数の寡雨地
域で、江戸時代から数多くのため池が造られてき
ました。
その数は大小合わせて100ヶ所にも及び、塩田3
万石と言われる900haの水田に今も豊かな水をも
たらし、地域の農業の礎を担っています。

塩田平には、江戸初期から伝わる民話がある池、
白鳥の飛来地となっている池、マダラヤンマの生息
地となっている池、蓮や桜の花の名所となっている
池など個性豊かな池が数多くあり、塩田平の美し
い自然に抱かれて豊かな景観を創り出し、地域の
人々の日常的な水辺、親水空間として親しまれて
います。

この地域には、ため池にまつわる民話が数多く残
されており、民話に関する催しが開かれています。

「舌喰池」という池には、「昔、池が造られた頃、土
手から水が漏れて十分に水をためることが出来ず、
土手に「人柱」をいれて改修することになり、くじ引
きで美しい娘が「人柱」に選ばれた。娘は、当日前
夜に身の不運を嘆いて舌を喰いきり、池に身を投
げて死んでしまった」という悲しい民話が受け継が
れています。

舌喰池の遊歩道と芝ザクラ

塩田の里交流館（愛称とっこ館） お問い合せ先（TEL）0268－39－7250
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荒神山ため池（たつの海）
（こうじんやまためいけ（たつのうみ））

ため池の概要
□ため池の所在地
長野県上伊那郡辰野町

□ため池の特徴

関連情報

６種類の桜が咲き誇る

辰野町ホームページ
http://www.town.tatsuno.nagano.jp/tatsunosypher/www/info/detail.jsp?id=1501 

荒神山ため池は、沢底川より600mポンプ
アップした水を温めて配水する温水ため池
であり、ブランド米「上伊那米」を生産する水
田33haを潤しています。

春には、湖上に約150匹の鯉のぼりが泳
ぎ、約800本のソメイヨシノ、彼岸桜、八重桜、
大山桜、しだれ桜、山桜が咲き乱れる中で
「荒神山さくら祭り」が開催され、県内外から
多くの花見客が訪れます。

また、周辺一体は荒神山スポーツ公園と
して整備されており、白鳥やアヒルのいる親
水公園は、町内外の保育園児が遠足など
で利用しています。

荒神山さくら祭りの花火
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中郷温水池
（なかざとおんすいち）

ため池の概要
□ため池の所在地
静岡県三島市

□ため池の特徴

関連情報

全景

中郷温水池は、富士山の湧水を水源と
する源兵衛川（農業用水路）の終点に位
置し、昭和28年から50年以上にわたり、
冷たい湧き水を太陽光で温めて水田約
186haに配水している温水ため池です。

自然植生が再生され、市の中心部にあ
りながら自然とふれあえる貴重な水と緑
の景観をつくりだしており、18年度には
静岡県景観賞最優秀賞を受賞しました。
また、鳥類のために造られた中州２箇
所が今では多種多様な動植物の生息場所
となり、メダカやトウヨシノボリなどの
清流性の生物が新たに確認されるように
なりました。

NPO法人｢グランドワーク三島｣が、た
め池の管理者や市と共同し、市民ととも
に様々な保全活動を行っています。
また、池は源兵衛川とともに観光マッ
プに掲載され、観光客増加による地域活
性化にも大きく貢献しています。

南端より望む水辺の風景
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青野池は、400年以上前の遙か古より農
業用水として利用されているため池で、現
在も水田120haを潤しています。
隣接する水田から出土した遺跡を調査し
た結果、池周辺がこの地域における米作発
祥の地であることも判明しています。

青野池には祠のある弁天島があり、島に
通じる堤防には榛の木が植生し、神秘的な
景観を呈しています。祠では、毎年地域の
人々による祭りが行われています。

カモ、白鷺などの鳥類や、ヌマエビ、ホタ
ル、サワガニなどの水生生物、植物として
はハンゲショウ、トコワラビ、カキツバタ、カ
タクリの生息が確認されている自然豊かな
ため池です。

地域の子どもたちの遊泳場所としても親し
まれ、秋の池払い時には鯉のつかみ取りが
行われています。

青野池
（あおのいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
新潟県上越市

□ため池の特徴

関連情報

全景

全景
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坊ヶ池
（ぼうがいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
新潟県上越市

□ため池の特徴

関連情報

全景

清里商工会ホームページ 「竜神伝説（坊太郎伝説）」
http://www.shinsyoren.or.jp/kiyosho/bortaro.html 

坊ヶ池は、江戸期にかんがい用ため池と
して築堤され、関田山系からの清らかな水
で上越産コシヒカリの礎を築き、現在も約
260haの水田に水を供給しています。

「竜神伝説の池」として有名で、坊ヶ池の
名は、伝説に登場する竜神の子ども「坊太
郎」からきています。また、毎年5月8日は、
「坊ヶ池のまつり」として湖畔の弁財天（水
の神）を祀る神事が昔から盛大に行われて
います。

池は小高い山の頂上にあり、上越市街の
夜景や夜空に輝く無数の星の眺めがとても
よく、湖畔には天文台「星のふるさと館」、宿
泊施設「山荘京ヶ岳」があります。

また、池の周りの森林は県の森林浴百選
に選定されており、湖畔のキャンプ場には、
毎年夏になると多くの利用者が訪れ、憩い
の場となっています。

坊ヶ池と残雪の妙高山
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朝日池
（あさひいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
新潟県上越市

□ため池の特徴

関連情報

大地引網漁

朝日池は、1646年、高田藩の中谷内新田
開発に伴い造成された農業用ため池で、現
在も水田276haを潤しています。
湖面の蓮の花は美しく、また早朝湖面に
映る「逆さ米山」は一幅の水墨画のようです。

外来魚駆除と地域コミュニティ活動を目的
に、平成18年、50年ぶりに復活させた｢大
地引網漁｣は大勢が参加する交流の場とな
り、年々リピーターも増えています。

また、この地域では、五穀豊穣を祈る伝統
芸能「八社五社(やしゃごしゃ)」「米大舟(べ
いだいしゅう)」も脈々と受け継がれています。

11月頃からは渡り鳥の季節となり、数千
のマガモ・コガモ・ハクガン・ヒシクイ・ハク
チョウ・カルガモ・オシドリなどが羽を休める
姿は圧巻です。

また池には湧水があって厳冬期でも湖面
は凍らず、渡り鳥の姿を間近に見ることが
できることから、多くのカメラマンが訪れます。

全景
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じゅんさい池（下野）
（じゅんさいいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
新潟県阿賀野市

□ため池の特徴

関連情報

全景

じゅんさい池は、明治以前に築造された農
業用ため池で、その名のとおり夏には水面
一面にジュンサイが繁茂します。毎年6月、
丸太イカダに乗って行う「ジュンサイ摘み」
は集落の年中行事になっています。

池には、タヌキモ類やガガブタなどの絶滅
危惧種に指定されている貴重な水中植物
が生育し、サギソウやサワギキョウなども見
られます。また日本で一番小さいハッチョウ
トンボをはじめ、様々なトンボ相も観察する
ことができ、多様な生き物が生息する環境
が維持・形成されています。

地元自治会では、周辺の草刈、ごみ拾い、
遊歩道の整備を行っているほか、緑の羽根
募金活動を通じて毎年植樹を行い、池の環
境整備を進めています。

ジュンサイ摘み
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赤祖父ため池は、日本の稲作文化を代表する農
村風景、砺波平野の散居村の眺望と豊かな自然に
囲まれた美しい景観を持つため池です。

この地域では、昭和初期まで干ばつの年には水
争いが絶えなかったことから、昭和7年にため池の
築造が始められました。しかし戦時の労働力不足
から工事は進まず、昭和20年の完成までには13年
の歳月と延べ13万5千人を要し、特に堤体の搗き
固め作業には女人夫7800人が動員されました。

ため池が完成し、また全国的にも珍しい円筒分水
槽によって人手によらない公平な分配が可能と
なったことから、長年の水争いは解消されました。
その水は、現在も砺波平野413haの水田を潤し
ています。また、非かんがい期も通水し、防火や消
流雪のための生活用水や地域環境保全用水とし
て一年中利用されています。

赤祖父ため池には、ヘラブナ、鯉、マブナ、ワカサ
ギ、モロコなどが生息し、また、様々な野鳥やニホ
ンカモシカ、うさぎ、狸などの動物、トンボ、ホタル、
蛙など日本在来の生物が多数生息しています。

「ふれあいヘラブナ釣り大会」や「つばきの郷赤祖
父夏祭り」など様々な行事が毎年開催され、一年を
通じ地域の人々に癒し・憩いの場として親しまれて
います。

赤祖父ため池
(あかそぶためいけ)

ため池の概要
□ため池の所在地
富山県南砺市

□ため池の特徴

関連情報

全景

女人夫による搗き固め作業

円筒分水槽
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砺波平野を一望する台地にあり、生産性の高い
優良農地530haを支えるため池です。戦後800本
の桜と400株のつつじが植栽され、公募により
「桜ヶ池」と名付けられた池は、桜の名所として地
域の人々に親しまれています。

河川からの取水に頼り、夏には用水不足で水争
いが絶えなかったこの地域の農業振興のため、豪
農・井口仁志氏は、昭和10年頃から関係村々の村
長らと共に、地元農家の啓発に努め、貯水池の築
造運動を展開しました。

池の適地は陸軍演習場内にあり、困難な交渉の
末、昭和16年に開削を始めましたが、戦時中で、
資材や労力が不足し工事は遅々として進まず、戦
後昭和28年になってようやく完成しました。

周辺には里山特有の生物が数多く生息しており、
地元の小学校では、体験学習で絶滅危惧種のギフ
チョウの育成と桜ヶ池周辺での放蝶を行っています。
社会学習では、ため池ができる前の農家の苦労、
先人の熱意と努力、ため池の水が田んぼに至るま
でを、土地改良区の方が伝えています。

また、池に隣接するハイウェイ・オアシスは東海
北陸道全線開通を契機に来訪者が増加し、桜ヶ池
は都市農村交流の場として、地域活性化に重要な
役割を果たしています。

桜ヶ池
(さくらがいけ)

ため池の概要
□ため池の所在地
富山県南砺市

□ため池の特徴

関連情報

全景

春の桜ヶ池（湖面を望む）

ギフチョウの「放蝶会」

ハイウエイ・オアシス
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漆沢の池は、享保十年（1725）に築かれた周囲
2kmの能登最大級のため池で、築造から350年以
上を経た今日も50haの水田を潤しています。

深刻な水不足に直面していた十村役（とむらやく）
の北村源右衛門平内が、漆沢の谷間に堤を築くこ
とを決断しました。高度な技術を要する大工事で、
平内氏の並々ならぬ努力と地元農民の3年9カ月
に及ぶ苦労の末に完成しました。

当時の様子は、かつおきんや氏の著書「能登の
お池づくり」として1冊の書籍にもなっています。

完成後は新田開発が進み、米の収穫が格段に増
えました。当時「三階や極楽、般若野地獄、並ぶ池
崎鬼が住む」（三階は地元の村名、般若野と池崎
は近隣の村名）と唄われた程で、平内氏の功績を
称え「治水功績碑」が建立されました。

今も地元では「お池」と呼ばれて親しまれ、毎年
秋祭りには豊作を感謝して獅子舞が奉納されます。

自然環境も豊かで、池にはコイ、フナ、ナマズ、タ
ナゴ、シジミなどの多様な魚類が生息し、冬になる
とカモなどの渡り鳥も飛来します。

またサワギキョウ、ハス、ヒシが生育し、食虫植物
のモウセンゴケ、タヌキモも見られます。

漆沢の池
（うるしざわのいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
石川県七尾市

□ため池の特徴

関連情報

ため池全景

石川県土地改良事業団体連合会ホームページ
http://midori-net.jp/mame/yousui13.html

ため池近景
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鴨池
（かもいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
石川県加賀市

□ため池の特徴

関連情報

ため池全景

加賀市鴨池観察館ホームページ
http://park15.wakwak.com/~kamoike/

鴨池は、国指定天然記念物「マガン」「ヒシ
クイ」「オジロワシ」が飛来する、県内有数の
野鳥越冬地として有名で、平成5年にはラ
ムサール条約湿地として登録されています。

野鳥の餌場は、田んぼの乾田化により
年々減少していますが、この地域では、19
年度に発足した鴨池周辺地域資源保全会
が、地元農家の協力のもとで、冬場も田ん
ぼに水を張って餌場として提供する活動を
行っています。

また鴨池観察館では生態系や自然との共
存に関する勉強会などが開催されています。

鴨池が潤している6haの農地では、餌場を
訪れた鴨のフンを肥料にした「ともえ米」が
栽培されています。減農薬米として鴨池観
察館やインターネットでも販売されており、
鴨池は高付加価値型農業の礎ともなってい
ます。

鴨池観察館
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赤尾大堤
（あかおおおつつみ）

ため池の概要
□ため池の所在地
福井県勝山市

□ため池の特徴

関連情報

全景

旧平泉寺村の中南部に位置する赤尾大
堤は、貯水量2.8万m3のため池で、区誌に
は江戸時代の1800年頃に、藩から諸大名
に協力を求めて築造を行ったと記されてお
います。

現在でも水源に乏しいこの地域の貴重な
みずがめとして水田を潤しています。

大堤は、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おり、
水生昆虫が多く生息しています。

この地域一帯のため池群は、貴重種も数
多く確認されており、福井県が出版する「守
り伝えたい福井の里地里山」の中でも、保
全すべき地域の一つに位置づけられていま
す。

全景
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八幡池
（はちまんいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
岐阜県加茂郡坂祝町

□ため池の特徴

関連情報

全景

池近傍に1713年建立の八幡神社があり、
八幡池もその頃造られたと考えられていま
す。
築造後、明治24年の濃尾大震災で堤防
が崩れて大改修が行われ、昭和11年にも
改修された歴史があります。

現在は自然水だけでなく木曽川右岸用水
からも取水し、一旦貯水した上で農地45ha
に配水しています。

八幡池には、コイ、フナ、ウナギ、タニシ、
バカ貝等が生息し、周辺には、ツリガネニン
ジン、ショウジョウバカマ、春・秋リンドウ、モ
ウセンゴケ等の植物が生息しています。

地域では「ふるさと保全隊」が主体となっ
て、地域の人々や子供たちと一緒に生き物
調査や外来魚の駆除活動を行っています。

自然に囲まれた美しい湖面

岐阜県ホームページ
http://www.pref.gifu.lg.jp/contents/news/release/H21/z00001336/
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入鹿池
（いるかいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
愛知県犬山市

□ため池の特徴

関連情報

全景

水土里ネット愛知ホームページ http://www.aichi-doren.or.jp/21souzou/irukatochi.htm
東海自然歩道ホームページ http://www.tokai-walk.jp/index.html 
美しい愛知づくり600選 http://www.pref.aichi.jp/

蘇我入鹿の領地であった入鹿村に尾張藩
主徳川義直公により造られた農業用ため池
で、日本第二の貯水量を持ち、築造以来
380年の間、尾張平野東北部の広大な水田
1,300haを潤し続けています 。

1663年の築堤後、死者1000名を出した
入鹿切れをはじめ、何度も豪雨や地震に見
舞われましたが地域の努力により修復され、
平成12年の東海豪雨では、調整池の役割
を果たし下流の災害防止に貢献しました。

本宮山、尾張富士、白山の尾張三山が池
を囲み、畔の博物館明治村と併せて多くの
人々が訪れる観光地となっており、東海自
然遊歩道入鹿池コースも設定されています。

地域の生態系ネットワーク内で重要な位
置を占めており、カルガモ、コアジサシなど
の多くの渡り鳥も飛来します。

また、地元小中学校によるゴミ拾いや、地
域の人々による草刈り等が行われ、地域で
愛されているため池です。

ツツジが咲き誇る池のほとり
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三好池
（みよしいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
愛知県みよし市（旧西加茂郡三好町）

□ため池の特徴

関連情報

全景

三好町ホームページ
http://www.town.aichi-miyoshi.lg.jp/ 

三好池は、昭和34年に愛知用水事業によ
り造られた農業用ため池で、211haの農地
に用水を配り、水稲の他、特産の梨、柿、ぶ
どうの生産を支えています。

池は掌のような形をしており、入り江には
湿地の植物が繁り鳥のさえずりが響き、ま
た岬部分では180度見渡すことができ、変
化に富んだ景観が楽しめます。

春の桜（約2000本）、初夏の紫陽花、秋の
紅葉などの名所となっており、「美しい愛知
づくり景観資源600選」に選定されています。
堤体などを除き、築造時のままの土の岸
辺や雑木林が残されており、マガモ、カイツ
ブリ、ジョウビタキ等の渡り鳥を始めとする
多様な生物を育んでいます。

池の周囲には「健康の道」があり多くの人
が散歩などで利用しており、また三好池ま
つりやカヌー大会、駅伝大会等も開催され、
地域とのつながりが大切にされています。

カヌー大会の様子
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芦ヶ池
（あしがいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
愛知県田原市

□ため池の特徴

関連情報

全景

豊川用水ホームページ http://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/
サンテパルク田原ホームページ http://www.ecoline.ne.jp/SantePark/ 

芦ケ池は、豊川用水の調整池として造ら
れた貯水量200万トンの大規模なため池で、
272haの農地に直接水を配るとともに、豊
川用水と連絡し渥美半島の農地を潤す重
要なため池となっています。

元々は、条里制の遺構から古代に国司に
より造られたと考えられており、江戸時代
（承応年間）には、田原藩によって浚渫され
たという記録も残されています。

現在、芦ヶ池を核に、田原農業公園（サン
テパルク田原）が整備され、農業の紹介、
体験、農産物の販売等が行われており、地
域を代表する観光地となっているほか、地
元の夏祭りの会場にもなっています。

また、池はカモ等の渡り鳥の飛来地にも
なっています。

池の護岸の様子

隣接する農業公園の様子
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初立池
（はったちいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
愛知県田原市

□ため池の特徴

関連情報

全景

田原市ホームページ http://www.city.tahara.aichi.jp/
豊川用水ホームページ http://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/
美しい愛知づくり景観資源600選 http://www.pref.aichi.jp

初立池は、昭和43年豊川用水事業によっ
て造られた大規模なため池で、緑に囲まれ
た中、空と広い水面が作り出す様々な景色
が見られます。

周辺部は初立池公園として歩道などが整
備されており、桜、菖蒲が咲く春から夏にか
け多くの来訪者があります。

豊川用水事業は、戦後復興の中で渥美半
島を日本屈指の畑作農業地帯に一変させ
た大事業で、現在も初立池は1200haに及
ぶ広大な畑作地帯を直接潤しています。周
辺は田原市でも屈指の農業地帯で、キャベ
ツ、メロン、イチゴ等を全国に出荷する一大
産地となっています。

また、この池の夕ぐれの壮大な景観は、
「美しい愛知づくり景観資源600選」に選定
されています。
「サシバの渡り」と言われるサシバの大群

が飛来する伊良湖岬が近く、冬になると多く
の渡り鳥が湖面やってくることから野鳥の
観察ポイントともなっています。

桜が咲き誇る池のほとり

池のほとりの菖蒲
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岩田川上流部の里山に点在する約30ヶ
所のため池群は、多くが江戸時代に築造さ
れたもので、現在でも150haを超える農地
の用水源として利用されています。

近年、農業者の高齢化や減少が進み、た
め池の維持管理が難しくなっていますが、
農村8集落と住宅3団地からなる片田地区
では、「地域ぐるみ」で維持管理を行うため、
地元自治会、小学校、県庁、水土里ネット
みえが参画し協議会が設立されました。

ため池点検パトロールに住民が参加し、
決壊を誘発する流木を撤去する活動や、片
田地区歩こう会の地区行事を活用してため
池の必要性を伝える啓発活動などが行わ
れています。

トンボ類などの水生生物も24種が確認さ
れ、またオオタカ等の希少種をはじめとした
数多くの動植物も確認されています。

一方、ブルーギルやミシシッピアカミミガメ
などの外来種の存在が明らかとなったこと
から、改修工事に併せて「池干し」を行い外
来魚駆除が行われました。その結果、減少
していた小魚が増加し、しばらく姿を消して
いたカイツブリが戻ってきています。

片田・野田のため池群
（かただのだのためいけぐん）

ため池の概要
□ため池の所在地
三重県津市

□ため池の特徴

関連情報

全景

紀伊・環境保全＆持続性研究所ホームページ
http://www.zc.ztv.ne.jp/kiikankyo/newpage1%20TameikeTsuAkaIke.html

梅が咲き誇るため池の畔
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楠根ためは、明治時代に涌き水を利用して築造
されたため池で、周辺一帯は「田光のシテコブシ及
び湿地植物群落」として、国の天然記念物にも指
定されています。

シテコブシは、日当たりの良い湿地性の丘陵地な
どに特異的に分布するモクレン科の落葉性の小高
木で、500万年前からの原初的形態で伊勢湾周辺
のごく一部の地域にのみ生育します。薄桃色の花
を咲かせますが、当地では特に赤色の花が他に類
を見ないものとなっています。

シテコブシとため池がマッチングした山里の雰囲
気は幻想的で、独特の雰囲気を醸しだし、神々しさ
も感じさせています。

また、シラタマホシクサなど東海地方特有の植物
をはじめ、ミズギクなどの氷期遺存種的な植物やカ
ザグルマ、トキソウ、モウセンゴケ類などの湿地性
の希少植物が生育し、ムカシヤンマなども確認され
ています。

この希少な生態系を守っているのが楠根ためで
あり、涌き水や周囲からしみ出す水を集めて群落
全体に適度に水を供給し、自然環境のバランスを
保つという大きな役割を果たしています。

町では、生物多様性の観点から池を「日本の自
然環境保全の発信池」として位置付け、「田光の資
源と環境を守る会」が先頭に立ち、地域が一丸と
なって維持管理を行っています。

楠根ため
（くすねため）

ため池の概要
□ため池の所在地
三重県三重郡菰野町

□ため池の特徴

関連情報

全景

堤体の様子

池の畔に咲くシデコブシ
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八楽溜
（はちらくだめ）

ため池の概要
□ため池の所在地
滋賀県東近江市

□ため池の特徴

関連情報

全景

ほっと・おおざわホームページ
http://members.e-omi.ne.jp/oozawa/ 

八楽溜は、元和2年（1616年）帰農した武士たち
が原野を開墾して開いた大沢地区にあり、周囲の
村から用水供給を受けることができなかったため、
彦根藩に願い出て築造してもらったものです。
その後も、池の補修工事は手間賃からクギ1本
に至るまで藩の費用で賄われたことが古文書に記
録されており、大沢の農業の礎として現在も水田を
潤し続けています。

池は、中央にある弁天島や堤で咲き誇る桜とと

もに、周囲の田園風景にとけ込み美しい農村景観
を形成しています。

平成10年には、江戸時代から４年に一度行われ
てきた伝統漁法の「総つかみ・オオギ漁」が復活し
ました。地元の「郷づくり活動」の一環として行われ
たもので、池の底に溜まった泥を巻き上げて流す
「泥さらえ」とともに魚つかみが行われます。
親水公園では、「八楽夏まつり」「八楽溜水上運

動会」が行われ、近在から多くの人が訪れる場所と
なっています。

また、池にはシラサギ、カイツブリ、マガモなどの

鳥類をはじめ、葦、ガマなどの植物、魚類など合計
106種の生物が確認されています。

江戸時代から続く“オオギ漁”

堤の桜
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西池
（にしいけ）

ため池の概要
□ため池の所在地
滋賀県長浜市

□ため池の特徴

関連情報

全景

滋賀のため池５０選ホームページ
http://www.pref.shiga.jp/g/noson/tameike-nigiwai/select-50/44_nisi.htm

西池は、大和朝廷の時代、蘇我氏と争い密かに
この地に落ち延び隠棲した物部守屋が、干ばつに
苦しむ農民のために作らせたと伝えられています。

池ができた後、 日照りになると人々は田桶を担

いで土手まで来て、盛り土のないところからやっと
の思いで水を汲み上げたと伝えられています。

西池は、今も湖北用水の農業用調整池として、
57haの水田用水に利用されています。

春のソメイヨシノ、夏のハス、冬の雪とカモなど豊

かな生態系による美しい景観を四季を通じ楽しむ
ことができます。

池の西側にはスギ、ヒノキ林やコナラ林が混在し、
東側の堤体にはソメイヨシノ、池の中にはハス群落
やヒシ群落など94種の植物が確認されています。

また、オシドリなどの水鳥類の他、ゲンジボタル
など111種の生き物が確認されています。特に、オ
オヒシクイは、日本での南限渡来地となっており、
学術的にも重要視されています。
「守りたい育てたい湖国の自然100選」にも選ば
れており、望遠鏡のある観察小屋で気軽にバード
ウォッチングを行うことができます。

ハス群落

野鳥の観察小屋
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