
 資料８  

 

「平成の名水百選」の発表及び認定書交付式の開催について 

  
 環境省では、今年７月に環境問題が主要議題の一つとして開催されること

が予定されている北海道洞爺湖サミットにちなみ、水環境保全の一層の推進

を図ることを目的に、昭和60年に選定した「名水百選」に加え、新たな名水、

「平成の名水百選」を選定しました。 

 
１．「平成の名水百選」の選定経緯 

環境省では、全国に存在する清澄な水を再発見するとともに、これを広く

国民に紹介することを目的として昭和 60 年に「名水百選」を選定しました。

選定からすでに20年以上が経過していますが、この間、選定された名水の地

域においては、保全活動が組織的に行われ、名水を核とした地域興しに取り

組んでいる地域も見られます。 

一方、水環境を巡る情勢をみると、持続可能な社会の構築が喫緊の課題と

なっている中で、第三次環境基本計画や２１世紀環境立国戦略においても、

健全な水循環がもたらす恩恵と人間社会の営みの共生や、水のある暮らしや

風景の復権が強く求められています。このためには、地域住民等が、望まし

い水環境を保全・維持する取組に主体的に関わっていくことが強く期待され

ているところです。 

環境省では、このような社会情勢の変化も踏まえ、水環境保全の一層の推

進を図ることを目的に、地域の生活に溶け込んでいる清澄な水や水環境のな

かで、特に、地域住民等による主体的かつ持続的な水環境の保全活動が行わ

れているものを、現在の「名水百選」に加え、「平成の名水百選」として選

定を行いました。 

     

２．選定方法及び選定に際しての評価事項 

 「平成の名水百選調査検討委員会」(委員長：岡田光正 広島大学大学院教

授）において、以下の評価軸に基づき選定作業を行いました。 

  （１） 水質・水量 

  （２） 周辺環境の状況（周囲の生態系や保全のための配慮など） 

  （３） 親水性・近づきやすさ（水への近づきやすさや安全性を重視） 

  （４） 水利用の状況（水利用の伝統を含む） 

  （５） 保全活動（保全活動の内容・効果を重視） 

  （６） その他の特徴・ＰＲポイント（故事来歴や希少性など） 

 

３．選定の結果 

推薦のあった162の湧水等の中から100箇所を選定しました。選定され

た湧水等は別紙一覧表のとおりです。 

 

４．認定書交付式の開催 

  「平成の名水百選」への認定書交付式を、以下のとおり開催します。 

 （１）日 時： 平成20年6月25日(水)13:30～15:00 

 （２）場 所： 清澄庭園「大正記念館」 東京都江東区清澄3-3-9 



 （３）主 催： 環境省 

 （４）出席者： 環境大臣、事務次官、水・大気環境局長、 

水環境担当審議官、自治体等名水関係者等 

 （５）プログラム概要： 

   ・開会 

   ・大臣あいさつ 

   ・認定書交付 

   ・「昭和の名水百選」代表者あいさつ 

   ・選定委員講評 

   ・「平成の名水百選」代表者あいさつ 

   ・閉会 

   ※プログラムは変更する可能性があります。 

 （６）その他： 

一般の方は式典会場には御入場いただけません。 
    当日の取材を希望されるマスコミ関係者の方は、氏名、所属、人数、

連絡先等を以下の連絡先まで、電子メール又はファックスにてお申し込

み下さい。取材スペース確保の都合上、お申し込みは６月20日（金）ま

でにお願いします。 

   〈メールタイトル〉認定書交付式取材希望 
 
 申込先・問い合わせ先 

 環境省水・大気環境局水環境課 

 担当者：阿部、鈴木 

 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 

 TEL: 03-5521-8316（直） 

 FAX: 03-3593-1438 

 E-mail: mizu-kikaku@env.go.jp 

 

５．「名水百選」のホームページ 

http://www.env.go.jp/water/mizu_site/index.html 

（７月上旬までに更新予定。） 

 

 
平成 20 年 6 月 3 日（火） 

環境省水・大気環境局 

水環境課 

代 表 03-3581-3351 

直 通 03-5521-8316 

課長：河﨑和明（6610） 

補佐：戸川雄介（6614） 

地下水・地盤環境室 

直 通 03-5521-8308 

室長：藤塚哲朗（6670） 

補佐：唐沢 潔（6671） 



（参考） 

 

 ○「平成の名水百選調査検討委員会」の委員について 

委員長  岡田  光正 広島大学大学院工学研究科教授 
委 員  片山   徹 (社)海外環境協力センター専務理事 
委 員  小堀  洋美 武蔵工業大学環境情報学部環境情報学科教授 
委 員  高樹  沙耶 地上の楽園クリエーター 
委 員  田中   正 筑波大学大学院生命環境科学科教授 
委 員  谷田  一三 大阪府立大学大学院理学系研究科教授 
委 員  中曽根 英雄 茨城大学農学部地域環境科学科教授 

委 員  浜本  奈鼓 環境教育ＮＰＯ法人 くすの木自然館専務理事 

委 員  宮村   忠 関東学院大学工学部社会環境システム学科教授 

 



「平成の名水百選」　一覧表

都道府県 市町村名

北海道 上川郡東川町 大雪旭岳源水 だいせつあさひだけげんすい 湧水

北海道 中川郡美深町 仁宇布の冷水と十六滝
にうぷのれいすいとじゅうろ
くたき 湧水

青森県 十和田市 沼袋の水 ぬまぶくろのみず 湧水

青森県 西津軽郡深浦町 沸壷池の清水 わきつぼいけのみず 湧水

青森県 北津軽郡中泊町 湧つぼ わきつぼ 湧水

岩手県 盛岡市 大慈清水・青龍水
だいじしみず・せいりゅうす
い 地下水

岩手県 盛岡市 中津川綱取ダム下流
なかつがわつなとりだむか
りゅう 河川

岩手県 一関市 須川岳秘水ぶなの恵み
すかわだけひすいぶなのめぐ
み 湧水

秋田県 にかほ市 獅子ケ鼻湿原“出壷”
ししがはなしつげん“でつ
ぼ” 湧水

秋田県 にかほ市 元滝伏流水 もとたきふくりゅうすい 湧水

山形県 東田川郡庄内町 立谷沢川 たちやざわがわ 河川

福島県 福島市 荒川 あらかわ 河川

福島県 喜多方市 栂峰渓流水 つがみねけいりゅうすい 河川

福島県 相馬郡新地町 右近清水 うこんしみず 湧水

茨城県 日立市
泉が森湧水及びイトヨの里泉が森
公園

いずみがもりゆうすいおよびいとよ
のさといずみがもりこうえん 湧水

群馬県 多野郡上野村 神流川源流 かんながわげんりゅう 河川

群馬県 利根郡片品村 尾瀬の郷片品湧水群
おぜのさとかたしなゆうすい
ぐん 湧水

埼玉県 熊谷市 元荒川ムサシトミヨ生息地
もとあらかわむさしとみよせ
いそくち 河川

埼玉県 秩父市 武甲山伏流水 ぶこうざんふくりゅうすい 地下水

埼玉県 新座市 妙音沢 みょうおんざわ 河川

埼玉県 秩父郡小鹿野町 毘沙門水 びしゃもんすい 湧水

千葉県 君津市 生きた水・久留里 いきたみず・くるり 地下水

東京都 東久留米市 落合川と南沢湧水群
おちあいがわとみなみさわゆ
うすいぐん 湧水

神奈川県 南足柄市 清左衛門地獄池 せいざえもんじごくいけ 湧水

新潟県 村上市 吉祥清水 きちじょうしみず 湧水

新潟県 妙高市 宇棚の清水 うだなのしみず 湧水

新潟県 上越市 大出口泉水 おおでぐちせんすい 湧水

新潟県 岩船郡関川村・村上市・胎内市 荒川 あらかわ 河川

富山県 富山市 いたち川の水辺と清水 いたちがわのみずべとしみず 湧水、河川、地下水

富山県 高岡市 弓の清水 ゆみのしょうず 湧水

富山県 滑川市 行田の沢清水 ぎょうでんのさわしみず 湧水

富山県 南砺市 不動滝の霊水 ふどうだきのれいすい 湧水

石川県 七尾市 藤瀬の水 ふじのせのみず 湧水

石川県 小松市 桜生水 さくらしょうず 湧水

石川県 白山市 白山美川伏流水群
はくさんみかわふくりゅうす
いぐん 湧水

石川県 能美市 遣水観音霊水 やりみずかんのんれいすい 湧水

福井県 小浜市 雲城水 うんじょうすい 地下水

福井県 大野市 本願清水 ほんがんしょうず 湧水

福井県 三方上中郡若狭町 熊川宿前川 くまがわじゅく　まえがわ 用水

所在地
名水名 種別



都道府県 市町村名

所在地
名水名 種別

山梨県 甲府市 御岳昇仙峡 みたけしょうせんきょう 河川

山梨県 都留市 十日市場・夏狩湧水群
とおかいちば・なつがりゆう
すいぐん 湧水

山梨県 山梨市 西沢渓谷 にしざわけいこく 河川

山梨県 北杜市 金峰山・瑞牆山源流
きんぷさん・みずがきやまげ
んりゅう 河川

長野県 松本市 まつもと城下町湧水群
まつもとじょうかまちゆうす
いぐん 湧水

長野県 飯田市 観音霊水 かんのんれいすい 湧水

長野県 木曽郡木祖村 木曽川源流の里　水木沢
きそがわげんりゅうのさと
みずきざわ 湧水、河川

長野県 下高井郡木島平村 龍興寺清水 りゅうこうじしみず 湧水

岐阜県 岐阜市 達目洞（逆川上流）
だちぼくぼら（さかしまがわ
じょうりゅう） 河川

岐阜県 大垣市 加賀野八幡神社井戸 かがのはちまんじんじゃいど 地下水

岐阜県 郡上市 和良川 わらがわ 河川

岐阜県 下呂市 馬瀬川上流 まぜがわじょうりゅう 河川

静岡県 静岡市 安倍川 あべかわ 河川

静岡県 浜松市 阿多古川 あたごがわ 河川

静岡県 三島市 源兵衛川 げんべえがわ 用水

静岡県 富士宮市 湧玉池・神田川 わくたまいけ・かんだがわ 河川

愛知県 岡崎市 鳥川ホタルの里湧水群
とっかわほたるのさとゆうす
いぐん 湧水

愛知県 犬山市 八曽滝 はっそたき 河川

三重県 名張市 赤目四十八滝 あかめしじゅうはちたき 河川

滋賀県 長浜市 堂来清水 どうらいしょうず 湧水

滋賀県 高島市 針江の生水 はりえのしょうず 湧水

滋賀県 米原市 居醒の清水 いさめのしみず 湧水

滋賀県 愛知郡愛荘町 山比古湧水 やまびこゆうすい 湧水

京都府 舞鶴市 大杉の清水 おおすぎのしみず 湧水

京都府 舞鶴市 真名井の清水 まないのしみず 湧水

京都府 綴喜郡井手町 玉川 たまがわ 河川

兵庫県 多可郡多可町 松か井の水 まつがいのみず 湧水

兵庫県 美方郡香美町 かつらの千年水 かつらのせんねんすい 湧水

奈良県 宇陀郡曽爾村 曽爾高原湧水群 そにこうげんわきみずぐん 湧水

奈良県 吉野郡東吉野村 七滝八壷 ななたきやつぼ 河川

和歌山県 新宮市 熊野川（川の古道） くまのがわ（かわのこどう） 河川

和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 那智の滝 なちのたき 河川

和歌山県 東牟婁郡古座川町・串本町 古座川 こざがわ 河川

鳥取県 鳥取市 布勢の清水 ふせのしみず 湧水

鳥取県 東伯郡湯梨浜町 宇野地蔵ダキ うのじぞうだき 湧水

鳥取県 西伯郡伯耆町 地蔵滝の泉 じぞうだきのいずみ 湧水

島根県 出雲市 浜山湧水群 はまやまゆうすいぐん 湧水

島根県 安来市 鷹入の滝 たかいりのたき 河川

島根県 鹿足郡吉賀町 一本杉の湧水 いっぽんすぎのゆうすい 湧水

岡山県 新見市 夏日の極上水 なつひのごくじょうすい 湧水



都道府県 市町村名

所在地
名水名 種別

広島県 呉市 桂の滝 かつらのたき 河川

広島県 山県郡北広島町 八王子よみがえりの水 はちおうじよみがえりのみず 地下水

山口県 萩市 三明戸湧水、阿字雄の滝
みあけどゆうすい、あじおの
たき 湧水

山口県 周南市 潮音洞、清流通り
ちょうおんどう、せいりゅう
どおり 用水

徳島県 海部郡海陽町 海部川 かいふがわ 河川

香川県 高松市 楠井の泉 くすいのいずみ 湧水

愛媛県 新居浜市 つづら淵 つづらぶち 湧水

高知県 高知市 鏡川 かがみがわ 河川

高知県 四万十市 黒尊川 くろそんがわ 河川

福岡県 朝倉郡東峰村 岩屋湧水 いわやゆうすい 湧水

熊本県 熊本市 水前寺江津湖湧水群
すいぜんじえづこゆうすいぐ
ん 湧水

熊本県 熊本市・玉名市 金峰山湧水群 きんぼうざんゆうすいぐん 湧水

熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 南阿蘇村湧水群 みなみあそむらゆうすいぐん 湧水

熊本県 上益城郡嘉島町 六嘉湧水群・浮島
ろっかゆうすいぐん・うきし
ま 湧水

大分県 玖珠郡玖珠町 下園妙見様湧水
しものそのみょうけんさまゆ
うすい 湧水

宮崎県 西臼杵郡五ヶ瀬町 妙見神水 みょうけんしんすい 湧水

鹿児島県 鹿児島市 甲突池 こうつきいけ 湧水

鹿児島県 指宿市 唐船峡京田湧水
とうせんきょうきょうでんゆ
うすい 湧水

鹿児島県 志布志市 普現堂湧水源 ふげんどうゆうすいげん 湧水

鹿児島県 大島郡知名町 ジッキョヌホー （語意）：瀬利覚の川 湧水

沖縄県 中頭郡北中城村 荻道大城湧水群
おぎどうおおぐすくゆうすい
ぐん 湧水


