近畿・中国エリア（29地区）
63.長倉池

近畿地方のミズトラノオの代表的な群
生地となっており、貴重な動植物が生
息しているため池

64.昆陽池

奈良時代に築造され、市民参加によ
るビオトープ整備など自然保護活動が
活発なため池

67 亀池
67.亀池

水と緑の景観が美しく、春先には桜祭
りで親しまれているため池

68 狼谷溜池
68.狼谷溜池

国立公園「大山」のすそ野にあり、湖
面に映る逆さ「大山」の姿が美しい大
正時代に築造されたため池

71.やぶさめのため池

「棚田」とともに地域資源として復活
し、地域による維持管理が積極的に
行われているため池

72.神之渕池

棚田百選に選定された「北庄」の水田
を潤し、ブランド米「棚田米」の礎と
なっているため池

75 長沢ため池
75.長沢ため池

ブランド米「福の里」のミネラル米栽培
に取り組むなど、地域の農業生産に
貢献するため池

76 深坂溜池
76.深坂溜池

ふぐ料理等郷土料理に欠かせない
「安岡ネギ」の栽培、地域の農業･文
化形成に貢献するため池

滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
鳥取・島根・岡山・広島・山口
65.斑鳩ため池

法隆寺等歴史的建造物と一体となっ
て美しい斑鳩の里の景観を形成する
ため池

69 大成池
69.大成池

大山の伏流水を水源として水稲の安
定生産やブランド化に寄与し、交流の
場ともなっているため池

66.箸中大池

邪馬台国の卑弥呼が埋葬されている
といわれる箸中古墳を取り囲むため
池

70 うしおの沢池
70.うしおの沢池

標高約400ｍの高原状の地形にあり、
山間地の棚田における「棚田米」の生
産に寄与するため池

73.鯉ヶ窪池

74.服部大池

上流の「西の尾瀬沼」と呼ばれる湿原
には、天然記念物「鯉ヶ窪湿性植物群
落」を有するため池

築造時に人柱を捧げたとする「お糸伝
説」が伝えられる、地域農業の貴重な
水源となっているため池

77 深田ため池
77.深田ため池

棚田米「楊貴妃の夢」のブランド化と
多様な生態系の維持に貢献するため
池

ため池の豆知識①
「ため池の水の流れ」
○

ため池へ流れ込む水は、ため池上流の集水域に
降った雨が集まってきたものです

○

ため池の水は、受益域で農業用水として使われた後に、
水路を通じて河川に流れ込みます

出典：「兵庫のため池ファイル」
（兵庫県、H19.1）

８

四国エリア（11地区）

徳島・香川・愛媛・高知
78.金清1号池・金清2号池

79.豊稔池

81
83

82
79 80

78
大正年間に築造され、ﾚﾝｶﾞ造りの導
水路樋門など歴史ある施設と、2号池
には白鳥が遊ぶため池

8784
86
85

80 満濃池
80.満濃池

88

丸亀平野3,200haを潤す、弘法大師空
海が築造した日本最大級のため池

82.国市池

淡水ガモや潜水ガモなどをはじめ、珍
しい鳥が飛来することで愛好家に話題
となっているため池

86 大谷池
86.大谷池

昭和初期に多大なる苦労の末、築造
され、稔りの秋には盛大な感謝祭を催
す、愛媛県最大のため池

ため池の豆知識②
「ため池の形態」
○ 山から平地までいろいろな場
所にため池は所在しており、
場所によってため池の形態
は異なります

９

別名： ※９ 内原野池

83.山大寺池

「新さぬき百景」の一つに指定され、イ
ベント等で地域振興の核として、地元
に親しまれているため池

87 堀江新池
87.堀江新池

江戸時代後期に築造され、池の中程
に珍しい形の波止場（中土手）を有す
る松山市最大のため池

大正年間に築造された、「ﾏﾙﾁﾌﾟﾙｱｰﾁ
構造」の堤体が国の重要文化財に指
定されているため池

81 蛙子池
81.蛙子池

「肥土山農村歌舞伎」が伝承され地域
の資産となっている小豆島最大のた
め池

84.通谷池

85.赤蔵ヶ池

春は、桜の名所、夏から秋は淡水クラ
ゲと地元に親しまれ、1,250haの農地
を潤す石鎚山麓のため池

神秘的で深い紺碧の湖面を呈し、ブラ
ンド米「久万清流米」産地としての礎と
なっているため池

88 弁天池※９
88.弁天池

安芸市の基幹産業で生産量日本一を
誇る「冬春ﾅｽ」の栽培に年間を通じて
利用されているため池

谷池の例

親子ため池の例

皿池の例

□ 山間部や丘陵地の谷をせき
止めて造られた池は「谷池」
と呼ばれている

□ 谷筋に沿って棚状に複数のた
め池が連なった池は「親子ため
池」（重ね池）と呼ばれている

□ 平地の湿地やくぼ地の周囲
に堤を築いて造られた池は
「皿池」と呼ばれている

福岡・佐賀・長崎・熊本・大分
宮﨑・鹿児島・沖縄

九州・沖縄エリア（12地区）

89.蒲池山ため池

90.池ノ内湖

96
91
90

89

92
93

95

94

「山川みかん」など地域農業に欠かせ
ない存在となっているため池

91 山谷大堤
91.山谷大堤

97

武雄高校による魚類相変化の調査で
高い評価を受けているため池

92 野岳ため池
92.野岳ため池

98
100
棚田百選に選定された「岳の棚田」と
一体となった農村の原風景が美しい
ため池

99

93.諏訪池

94.大切畑ため池

雲仙天草国立公園地区内にあり、親
水施設として利活用されているため池

桜や紅葉等が美しく、防火用水などに
も多目的に活用されているため池

97 巨田の大池
97.巨田の大池

99 北大東村ため池群
99.北大東村ため池群

沖永良部島の農地を潤し、渡り鳥の
中継地として重要なため池

「ため池百選の投票」
約７３，０００票
約３０，０００票
約４４，０００票

○平成22年1月8日～2月8日にかけて
行った、ため池百選の投票には、
様々な世代の方々から広くご意見を
いただきました

96.野依新池

平安時代に築造され、環境保全に対
する地域の意識が高いため池

98 松の前池
98.松の前池

宮崎県の無形民俗文化財に指定され
ている「鴨網猟」の猟場となるため池

◇総投票数
：
インターネット ：
はがき
：

95.浮島

沖縄県有数のさとうきび産地である北
大東島を潤すため池

投票者の年代内訳
（インターネット・はがき）
2.65

8.49
19歳以下
歳
20～29歳

22.51
18.28
27.23

30～39歳
40～49歳
50～59歳

20.84

60歳以上
※ 円グラフの単位：（％）

捕鯨頭領「深澤儀太夫」が私財を投じ
て築造したため池

良好な水環境が維持されており、ベッ
コウトンボの繁殖地であるため池

100 カンジン貯水池
100.カンジン貯水池

クメジマボタルが生息する、地表たん
水型地下ダムによるため池

投票者のコメント
○小さい頃、池の近くで遊んだ気持が忘れら
れない（男性・40歳代）
○都市に住んでいて、ため池保護の大切さを
痛感しています（女性・60歳代）
○水は農民の生命、当時の人々の苦労をいつ
までも讃えたい（60歳代）
○住民が全て優しい気持ちになれる素敵なた
め池です（女性・40歳代）
○海抜1000mの高地に水源を求め稲作を可能
とした先祖達の偉業（女性・70歳以上）

１０

ため池は地域の誇れる資源。
それぞれのため池に 昔から今に続く人々の願いが込められています
それぞれのため池に、昔から今に続く人々の願いが込められています。
是非、あなたも、身近にあるため池から足を運んでみませんか。
注）ため池を訪れる際には地域のルールを守りましょう

なお、ため池ごとの詳細情報についてはこちらのアドレスよりご参照ください。
http://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/tameike/hyakusen.html

お問い合わせ先
〒１００－８９５０
〒１００
８９５０
東京都千代田区霞ヶ関１－２－１
農林水産省 農村振興局 整備部 防災課 「ため池百選」担当
電
話
： ０３－３５０２－８１１１（内線５６６１）
フ ァ ク シ ミ リ ： ０３－３５９２－１９８７
ホームページアドレス ：
http://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/tameike/index.html

