
地域に親しまれ かけがえのない 

一庫ダム水源地域ビジョン推進協議会 

「ダム湖百選」ってなんですか？ 

 日本には約2800基のダムがあります。私た

ちの生活を水害から守り、用水や電力の供給を

行っているダム湖は、四季を通して美しい景観

を見せたり、水や自然の学習をしたり、上下流

交流の場となるなど人々にさまざまな恩恵をも

たらしています。 

 「ダム湖百選」とは、地域にとってかけがえ

のないダム湖を選定・顕彰することによって、

より一層地域に親しまれ、地域の活性化に役立

つことを願って認定するものです。 

 今回、ダム湖所在市町村長から推薦されたダ
ム湖のうち65のダム湖を選定委員会で選定し、
認定いたしました。 
 全国に点在するダム湖には、それぞれ異なる

魅力があり、自然のままの姿、あるいは各地の

文化や趣向をこらした行事などで私たちを楽し

ませてくれます。 
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水 ・ 人 ・ 自 然 の 調 和 を 目 指 す 

 知明湖は大阪から直線距離で20㎞余りに位

置し、湖のある猪名川（延長約43㎞）流域の

関連諸都市には約180万人が居住する、都市

型のダム湖です。知明湖周辺は、大阪・阪神地

域へのベッドタウンとして発展し、湖を水源と

した大型住宅団地が開発されています。 

洪水を防ぎ、流域60万人の大切な水がめであ

る知明湖は猪名川渓谷県立自然公園に含まれ、

人々が自然と触れ合える憩いの場として、散策、

ジョギング、釣り、キャンプ等で年間約30万

人（近畿地方ダム第3位：Ｈ15年）に利用さ

れています。 

1  富里湖 富里ダム（北海道） 

2 聖台ダム公園 聖台ダム（北海道） 

3 かなやま湖 金山ダム（北海道） 

4 定山湖 豊平峡ダム（北海道） 

5 笹流貯水池 笹流ダム（北海道） 

6 かわうち湖 川内ダム（青森県） 

7 岩洞湖 岩洞ダム（岩手県） 

8 御所ダム 御所ダム（岩手県） 

9 田瀬湖 田瀬ダム（岩手県） 

10 錦秋湖 湯田ダム（岩手県） 

11 七ツ森湖 南川ダム（宮城県） 

12 あさひな湖 宮床ダム（宮城県） 

13 釜房湖 釜房ダム（宮城県） 

14 七ヶ宿湖 七ヶ宿ダム（宮城県） 

15 宝仙湖 玉川ダム（秋田県） 

16 月山湖 寒河江ダム（山形県） 

17 羽鳥湖 羽鳥ダム（福島県） 

18 田子倉湖 田子倉ダム（福島県） 

19 奥只見湖 奥只見ダム（新潟県／福島県） 

20 奥利根湖 矢木沢ダム（群馬県） 

21 ならまた湖 奈良俣ダム（群馬県） 

22 野反湖 野反ダム（群馬県） 

23 赤谷湖 相俣ダム（群馬県） 

24 草木湖 草木ダム（群馬県） 

25 神流湖 下久保ダム（群馬県／埼玉県） 

26 狭山湖 山口貯水池ダム（埼玉県） 

27 多摩湖 村山下ダム（東京都） 

28 奥多摩湖 小河内ダム（東京都） 

29 宮ヶ瀬湖 宮ヶ瀬ダム（神奈川県） 

30 丹沢湖 三保ダム（神奈川県） 

31  黒部湖 黒部ダム（富山県） 

32 有峰湖 有峰ダム（富山県） 

33 高瀬ダム調整湖 高瀬ダム（長野県） 

34 奥木曽湖 味噌川ダム（長野県） 

35 高遠湖 高遠ダム（長野県） 

36 美和湖 美和ダム（長野県） 

37 恵那峡 大井ダム（岐阜県） 

38 阿木川湖 阿木川ダム（岐阜県） 

39 佐久間湖 佐久間ダム（静岡県） 

40 三河湖 羽布ダム（愛知県） 

56 さめうら湖 早明浦ダム（高知県） 

57 上秋月湖 江川ダム（福岡県） 

58 美奈宣湖 寺内ダム（福岡県） 

59 鷹島ダム淡水湖 鷹島海中ダム（長崎県） 

60 北川ダム湖 北川ダム（大分県） 

61 日向椎葉湖 上椎葉ダム（宮崎県） 

62 大鶴湖 鶴田ダム（鹿児島県） 

63 福上湖 福地ダム（沖縄県） 

64 かんな湖 漢那ダム（沖縄県） 

65 倉敷湖 倉敷ダム（沖縄県） 

41 永源寺湖 永源寺ダム（滋賀県） 

42 虹の湖 大野ダム（京都府） 

43 天若湖 日吉ダム（京都府） 

44 知明湖 一庫ダム（兵庫県） 

45 布引貯水池 五本松ダム（兵庫県） 

46 池原貯水池 池原ダム（奈良県） 

47 椿山ダム湖 椿山ダム（和歌山県） 

48 神龍湖 帝釈川ダム（広島県） 

49 八千代湖 土師ダム（広島県） 

50 龍姫湖 温井ダム（広島県） 

51 本庄貯水池 本庄ダム（広島県） 

52 弥栄湖 弥栄ダム（広島県／山口県） 

53 小野湖 厚東川ダム（山口県県） 

54 満濃池 満濃池ダム（香川県） 

55 朝霧湖 野村ダム（愛媛県） 
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一庫ダム航空写真（1万フィート＝3000ｍ上空から） 

 多田銀山で知られている知明山は、銀銅を産する奇妙不思議な山として、古くは奇妙山と称され、奈良時代に聖武天皇が夢で伊勢

皇太神のお告げを受け、東大寺大仏鋳造の銅をこの奇妙山神教間歩（坑道）で掘ったと言い伝えられています。このダム湖に浮かぶ

山の名をとって、当時の川西市長が一庫ダム湖を｢知明湖｣と命名したものです。 

知 明 山 

41 永源寺湖 永源寺ダム（滋賀県） 

永源寺湖畔は四季折々の変化が楽しめる自然公
園として整備されています。 

42 虹の湖 大野ダム（京都府 ） 

虹の湖周辺では、春には「さくら祭り」、秋に
は「もみじ祭り」が毎年開催されます。 

43 天若湖 日吉ダム（京都府） 

自然体験できる府民の森ひよし、日吉町郷土資
料館なども楽しめます。 

45 布引貯水池 五本松ダム（兵庫県） 

貯水池周辺には、布引の滝の名勝や森林緑地帯、
ハーブ園などの観光名所あります。 

46 池原貯水池 池原ダム（奈良県） 

吉野熊野国立公園にも指定され、豊かな自然と
調和のとれた景観を持つ池原ダム湖です。 

47 椿山ダム湖 椿山ダム（和歌山県） 

ダム湖周辺は、紀伊山脈の連峰を織りなす豊か
な山々に囲まれています。 

知 明 湖 以 外 の 近 畿 の ダ ム 湖 

景色・バードウォッ
チング・散策など 

桜の名所 紅葉の名所 

釣り マラソン・駅伝など カヌー・ボート 

サイクリング キャンプ場 
資料館・ 
学習施設など 

各 ダ ム の お す す め ポ イ ン ト 

知明湖 

知明山 

知明湖 一庫ダム（兵庫県） 

一庫ダム 

44 


	スライド番号 1

