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[1]窒素含有量についての排水基準に係る湖沼

（北海道） 霞ケ浦 大沼池 （和歌山県） （高知県）
ペケレット湖 牛久沼 琵琶池 殿山ダム貯水池（合川貯水池） 穴内川ダム貯水池
阿寒湖 花貫ダム貯水池 丸池 二川ダム貯水池 永瀬ダム貯水池
春採湖 水沼ダム貯水池 （岐阜県） 七川ダム貯水池 魚梁瀬ダム貯水池
藻琴湖 古利根沼 打上ダム貯水池（水嶺湖） （鳥取県） 桐見ダム貯水池
網走湖 北浦 秋神ダム貯水池（秋神貯水池） 湖山池 （福岡県）
濤沸湖 常陸利根川 朝日ダム貯水池（朝日貯水池） 中海 頓田第一貯水池
北辰ダム貯水池 涸沼 高根第一ダム貯水池（高根乗鞍湖） 中津ダム貯水池 頓田第二貯水池
メグマ沼 （栃木県） 御母衣ダム貯水池（御母衣湖） 東郷池 脊振ダム貯水池
桂沢ダム貯水池（桂沢湖） 渡良瀬貯水池（谷中湖） 東野防災ため池（保古の湖） 賀祥ダム貯水池（緑水湖） 浮州池
長節湖 湯の湖 恵那中部ため池（小沢ため池） 菅沢ダム貯水池（日南湖） 水呑ダム貯水池
大沼 寺山ダム貯水池 山田防災ダム貯水池（山田湖） 下蚊屋ダム貯水池 山神ダム貯水池
ジュンサイ沼 （群馬県） 阿多岐ダム貯水池（阿多岐紅葉湖） 俣野川ダム貯水池 白水池
栗山ダム貯水池（くりやま湖） 城沼 岩屋ダム貯水池（東仙峡金山湖） （島根県） 大井ダム貯水池
月ケ湖 多々良沼 前沢防災ため池 柿原池 多礼ダム貯水池
小平ダム貯水池（おびらしべ湖） （埼玉県） （静岡県） 千本ダム貯水池（千本貯水池） 吉田ダム貯水池
有明ダム貯水池（東山湖） 伊佐沼 井川貯水池（井川湖） 宍道湖 久末ダム貯水池
カムイト沼 （千葉県） 畑薙第一貯水池（畑薙湖） 浜田ダム貯水池（桜湖） 合所ダム貯水池
キモマ沼 作名ダム貯水池 佐鳴湖 神西湖 草ヶ谷ダム貯水池
ポロ沼 宮城ダム貯水池 一碧湖 三瓶ダム貯水池（さひめ湖） 油木ダム貯水池
モケウニ沼 神余ダム貯水池 （愛知県） 布部ダム貯水池（白椿湖） （佐賀県）
パンケ沼 矢那川ダム貯水池 牧野ケ池 山佐ダム貯水池（山美湖） 北山ダム貯水池（北山湖）
二風谷ダム貯水池（二風谷湖） 印旛沼 駒場ダム貯水池（駒場池） （岡山県） 伊岐佐ダム貯水池
浦河ダム貯水池（うらら湖） 手賀沼 油ケ淵 安部倉ダム貯水池 平木場ダム貯水池
様似ダム貯水池（様似湖） 松部ダム貯水池 洲原池 児島湖 竜門ダム貯水池
高見ダム貯水池（高見湖） 荒木根ダム貯水池 羽布ダム貯水池（三河湖） 鳴滝上池（大池） （長崎県）
佐幌ダム貯水池（サホロ湖） 高滝ダム貯水池（高滝湖） 黒田ダム貯水池（黒田貯水池） 大ヶ池 本明川（調整池）
十勝ダム貯水池（東大雪湖） 山倉ダム貯水池 入鹿池 鳴滝ダム貯水池（鳴滝湖） 久吹ダム貯水池
生花苗湖 金山ダム貯水池 宇連ダム貯水池（鳳来湖） （広島県） 福江ダム貯水池
ホロカヤントウ沼 第一袋倉ダム貯水池 勅使池 本庄ダム貯水池（本庄貯水池） 久留里ダム貯水池
湧洞沼 片倉ダム貯水池 若王子池 御調ダム貯水池（青竜湖） 針木ダム貯水池
達古武沼 亀山ダム貯水池 芦ヶ池調整池 三永ダム貯水池（三永水源地） （熊本県）
シラルトロ沼 小久保ダム貯水池 （三重県） 土師ダム貯水池（八千代湖） 緑川ダム貯水池
塘路湖 安房中央ダム貯水池 君ケ野ダム貯水池 （山口県） 松原ダム貯水池
（青森県） 大谷川ダム貯水池 神路ダム貯水池 木屋川ダム貯水池（豊田湖） （大分県）
浅瀬石川ダム貯水池（虹の湖） 小向ダム貯水池 宮川調整池（福王湖） 厚東川ダム貯水池（小野湖） 芹川ダム貯水池
飯詰ダム貯水池（不動湖） 増間ダム貯水池 （滋賀県） 常盤湖 山下池ダム貯水池
田光沼 与田浦川 小松内湖 一の坂ダム貯水池（錦鶏湖） 大海ダム貯水池
姉沼 （東京都） 琵琶湖 温見ダム貯水池 迫ダム貯水池
市柳沼 小曲ダム貯水池 曽根沼 黒杭川ダム貯水池（柳北湖） （宮崎県）
内沼 境浦ダム貯水池 余呉湖 川上ダム貯水池（菊川湖） 一ツ瀬ダム貯水池
田面木沼 時雨ダム貯水池 北之庄沢 （徳島県） 上椎葉ダム貯水池（日向椎葉湖）
（岩手県） 乳房ダム貯水池 平湖 福井ダム貯水池 （鹿児島県）
葛丸ダム貯水池 （神奈川県） 永源寺ダム貯水池 正木ダム貯水池 鶴田ダム貯水池（鶴田ダム湖）
古川沼 城山ダム貯水池（津久井湖） 姉川ダム貯水池 長安口ダム貯水池 （沖縄県）
日向ダム貯水池 相模ダム貯水池（相模湖） 日野川ダム貯水池 （香川県） 底原ダム貯水池
（宮城県） （新潟県） （京都府） 奥の池 普久川ダム貯水池
青下ダム貯水池 佐潟 離湖 公渕池 金武ダム貯水池
月山池 大谷ダム貯水池 大野ダム貯水池（虹の湖） 久米池 大池
丸田沢ため池 柿崎川ダム貯水池 高山ダム貯水池（月ヶ瀬湖） 坂瀬池 我喜屋ダム貯水池
富士沼 大野川ダム貯水池 （大阪府） 三郎池
川原子ダム貯水池 久知川ダム貯水池 山田池 住蓮寺池
内町ため池 大石ダム貯水池（おおいし湖） 狭山池ダム貯水池 城池
長沼 （石川県） 副池 新池
平筒沼 河北潟 一庫ダム貯水池（知明湖） 神内池
伊豆沼 木場潟 （兵庫県） 橘池
内沼 八ヶ川ダム貯水池 菅生ダム貯水池（明神湖） 奈良須池
小田ダム貯水池 小屋ダム貯水池 桜山ダム貯水池（桜山貯水池） 羽間上池
上大沢ダム貯水池 柴山潟 野々池ダム貯水池（野々池貯水池） 平田池
化女沼ダム貯水池 我谷ダム貯水池 名塩ダム貯水池 平池
鳴子ダム貯水池 北潟湖 丸山ダム貯水池（金仙寺湖） 松尾池
阿川沼 邑知潟 奥山ダム貯水池（奥山貯水池） 龍満池
惣の関ダム貯水池 手取川ダム貯水池 昆陽池ダム貯水池（昆陽池） 上池
嘉太神ダム貯水池 （福井県） 瑞ケ池 楠見池
孫沢ため池 広野ダム貯水池 三木市第一水源 府中ダム貯水池（府中湖）
漆沢ダム貯水池（鳴源湖） 三方五湖（日向湖を除く。） 山田滑谷ダム貯水池 買田池
長沼 （山梨県） 三宝ダム貯水池 石神池
（秋田県） 精進湖 津井貯水池 石引池
岩見ダム貯水池 （長野県） 長見第一ダム貯水池 勝田池
男潟 奥裾花ダム貯水池 原田ダム貯水池 国市池
八郎湖 裾花ダム貯水池 諭鶴羽ダム貯水池（諭鶴羽湖） 殿川ダム貯水池
皆瀬ダム貯水池 大座法師池 生野ダム貯水池（銀山湖） 男井間池
（山形県） 内村ダム貯水池 河内ダム貯水池 永富池
蔵王ダム貯水池（蔵王湖） 諏訪湖 天満大池 長柄ダム貯水池
（福島県） 美和ダム貯水池（美和湖） 安室ダム貯水池（本宮湖） 北条池
四時ダム貯水池（四時湖） 七倉ダム貯水池 （奈良県） （愛媛県）
千五沢ダム貯水池（母畑湖） 白樺湖 天理ダム貯水池（青垣湖） 山財ダム貯水池（鷺里湖）
（茨城県） 沓沢湖 二津野ダム貯水池（二津野貯水池） 鹿野川ダム貯水池（鹿野川湖）
千波湖 三浦ダム貯水池（三浦貯水池） 大迫ダム貯水池（大迫貯水池） 大谷池

(注) 住蓮寺池の「蓮」は点が二つのしんにょう 
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（北海道） 月形ダム貯水池 羅臼湖 荒沢一号ダム貯水池 黒森川第二ダム貯水池 田島ダム貯水池（舟鼻湖）
定山渓ダム貯水池（さっぽろ湖） 新十津川ダム貯水池（留久貯水池） （青森県） 荒沢二号ダム貯水池 花立ダム貯水池（花立堤） 雄国沼
ペケレット湖 和歌ダム貯水池 上堤二号ため池 荒沢三号ダム貯水池 六ケ村ダム貯水池（六ケ村堤） 小野川湖
豊平峡ダム貯水池（定山湖） 尾白利加ダム貯水池（暑寒湖） 大堤 根石ダム貯水池 泉沢ため池 曽原湖
モエレ沼 恵岱別ダム貯水池 熊沢ため池 石淵ダム貯水池 協和ダム貯水池 檜原湖
笹流ダム貯水池 白木沢ダム貯水池 下湯ダム貯水池（平成湖） 衣川一号ダム（増沢）貯水池 森吉ダム貯水池（太平湖） 毘沙門沼
新中野ダム貯水池（なかの湖） 沼田ダム貯水池（ホロピリ湖） 浪岡ダム貯水池 衣川二号ダム貯水池 三木田ため池（関ノ沢池） 秋元湖
矢別ダム貯水池（やべつ湖） 藤沢ダム貯水池 吉野田新ため池 衣川三号ダム貯水池 大潟ため池 沼沢沼（沼沢湖）
朝里ダム貯水池（オタルナイ湖） 幌新ダム貯水池 相馬ダム貯水池 鶯宿ダム貯水池 大沼 宮川ダム貯水池
奥沢ダム貯水池 当麻ダム貯水池 鬼楢ダム貯水池 外桝沢ダム貯水池 田沢湖 赤坂ダム貯水池
江丹別ダム貯水池 愛別ダム貯水池（狩布湖） 砂沢上ため池 矢櫃ダム貯水池 玉川ダム貯水池（宝仙湖） 堀川ダム貯水池
神居ダム貯水池 大雪ダム貯水池（大雪湖） 世増ダム貯水池（青葉湖） レン滝ダム貯水池 鎧畑ダム貯水池（秋扇湖） 西郷ダム貯水池（西郷貯水池）
ペーパンダム貯水池 新区画ダム貯水池 二庄内ダム貯水池（華の湖） 一方井ダム貯水池 萩形ダム貯水池 千五沢ダム貯水池（母畑湖）
阿寒湖 聖台ダム貯水池 浅瀬石川ダム貯水池（虹の湖） 山王海ダム貯水池 素波里ダム貯水池（素波里湖） 三春ダム貯水池（さくら湖）
シュンクシタカラ湖 日新ダム貯水池 飯詰ダム貯水池（不動湖） 煙山ダム貯水池 角助堤 長久保ダム貯水池
春採湖 金山ダム貯水池（かなやま湖） 大沼ため池 湯田ダム貯水池（錦秋湖） 鹿渡ダム貯水池 館山ため池
パンケトウ 西和ダム貯水池 小田川ダム貯水池 千貫石ダム貯水池（千貫石ため池） 水沢ダム貯水池 坂下ダム貯水池
ペンケトウ 中和ダム貯水池 清久ため池 相川ダム貯水池 大由沢ダム貯水池（小倉堤） 岩部ダム貯水池
富里ダム貯水池（富里湖） 雨煙内ダム貯水池（ほろかない湖） 堺野沢ため池 普代ダム貯水池 袖ノ沢ダム貯水池（袖ノ沢堤） 真野ダム貯水池（はやま湖）
旭町第一ダム貯水池 雨竜第一ダム貯水池（朱鞠内湖） 長橋ため池 雪谷川防災ダム貯水池 井川ダム貯水池 （茨城県）
旭町第二ダム貯水池 雨竜第二ダム貯水池（朱鞠内湖（宇津内湖）） 二ノ沢ため池 大野ダム貯水池 一丈木ダム貯水池（一丈木ため池） 千波湖
大夕張ダム貯水池（シューパロ湖） 小平ダム貯水池（おびらしべ湖） 藤枝ため池 大志田ダム貯水池 （山形県） 十王ダム貯水池
清水の沢ダム貯水池 三渓ダム貯水池 四和ダム貯水池 （宮城県） 蔵王ダム貯水池（蔵王湖） 霞ケ浦
三の沢第一ダム貯水池 苫前ダム貯水池 十和田湖 青下ダム貯水池 水窪ダム貯水池 牛久沼
宝池ダム貯水池 羽幌ダム貯水池 一里小屋ため池 大倉ダム貯水池 温海川ダム貯水池（奥温海湖） 菅生沼
幌向ダム貯水池 羽幌二股ダム貯水池 宇曽利山湖 月山池 荒沢ダム貯水池（荒沢湖） 竜神ダム貯水池
藻琴湖 有明ダム貯水池（東山湖） 早掛沼 七北田ダム貯水池 大鳥池 花貫ダム貯水池
リヤウシ湖 カムイト沼 川内ダム貯水池（かわうち湖） 丸田沢ため池 月山ダム貯水池（あさひ月山湖） 水沼ダム貯水池
網走湖 キモマ沼 牛潟大ため池 宮床ダム貯水池 八久和ダム貯水池 飯田ダム貯水池
濤沸湖 猿骨沼 大ため池 富士沼 田沢川ダム貯水池（ひらた赤滝湖） 古利根沼
ウトナイ沼 ポロ沼 大堤 川原子ダム貯水池 生居川ダム貯水池（花森湖） 北浦
樽前大沼 モケウニ沼 新小戸六ダム貯水池 樽水ダム貯水池 前川ダム貯水池 常陸利根川
丹治沼 クッチャロ湖 田光沼 内町ため池 管野ダム貯水池 涸沼
弁天沼 ポン沼 袴形池 長沼 木地山ダム貯水池 藤井川ダム貯水池
声問大沼 兜沼 冷水沼 平筒沼 白水川ダム貯水池 （栃木県）
北辰ダム貯水池 ジュンサイ沼 平滝沼 伊豆沼 徳良池 松田川ダム貯水池
メグマ沼 久種湖 堀切ため池 内沼 寒河江ダム貯水池（月山湖） 渡良瀬貯水池（谷中湖）
美唄ダム貯水池（びばい湖） パンケ沼 六沢ため池 荒砥沢ダム貯水池 馬神溜池 五十里ダム貯水池
野花南ダム貯水池（野花南川に係るもの。） 古梅ダム貯水池 遠部ダム貯水池（遠部湖） 小田ダム貯水池 神室ダム貯水池（神室湖） 今市ダム貯水池
滝里ダム貯水池（滝里湖） チミケップ湖 久吉ダム貯水池（面影湖） 栗駒ダム貯水池 桝沢ダム貯水池 川治ダム貯水池
岩尾内ダム貯水池（岩尾内湖） 濤釣沼 長科下ため池 花山ダム貯水池 高坂ダム貯水池（梅花里湖） 川俣ダム貯水池
温根別ダム貯水池 鹿ノ子ダム貯水池（おけと湖） 切明沼 上大沢ダム貯水池 蛭沢溜池 中禅寺湖
北線ダム貯水池 倶多楽湖 目屋ダム貯水池（美山湖） 化女沼ダム貯水池 白川ダム貯水池（白川湖） 湯の湖
甲子ダム貯水池 ポロト湖 早瀬野ダム貯水池 鳴子ダム貯水池 （福島県） 寺山ダム貯水池
中の沢ダム貯水池 厚真ダム貯水池 廻堰大ため池 七ケ宿ダム貯水池 大笹生ダム貯水池 塩原ダム貯水池
武徳ダム貯水池 長沼 大沢内ため池 釜房ダム貯水池 摺上川ダム貯水池（茂庭っ湖） 深山ダム貯水池
御料ダム貯水池（日進湖） 洞爺湖 小泊ダム貯水池（遊仙湖） 松ヶ房ダム貯水池（宇多川湖） 東山ダム貯水池（湯の入り湖） 蛇尾川ダム貯水池
忠烈布ダム貯水池 瑞穂ダム貯水池 湯ノ沢ため池 阿川沼 吉ケ平ダム貯水池 八汐ダム貯水池
風連ダム貯水池 穂別ダム貯水池 作田ダム貯水池 惣の関ダム貯水池 猪苗代湖 西荒川ダム貯水池（東古屋湖）
桂沢ダム貯水池（桂沢湖） 二風谷ダム貯水池（二風谷湖） 天間ダム貯水池 嘉太神ダム貯水池 大川ダム貯水池（若郷湖） 東荒川ダム貯水池
オンネ沼 奥新冠ダム貯水池（幌尻湖） 和田ダム貯水池 南川ダム貯水池 深田ダム貯水池 矢の目ダム貯水池
タンネ沼 新冠ダム貯水池（新冠湖） 姉沼 牛野ダム貯水池 小玉ダム貯水池（こだま湖） （群馬県）
長節湖 浦河ダム貯水池（うらら湖） 上野堤 孫沢ため池 四時ダム貯水池（四時湖） 赤城大沼（大沼）
ヒキウス沼 様似ダム貯水池（様似湖） 小川原湖 漆沢ダム貯水池（鳴源湖） 千軒平ダム貯水池（千軒平ため池） 鳴沢ダム貯水池（鳴沢湖）
牧の内ダム貯水池 幌満川第三ダム貯水池 清水目ダム貯水池 長沼 高柴ダム貯水池（たかしば湖） 榛名湖
オコタンペ湖 静内ダム貯水池 市柳沼 （秋田県） 犬神ダム貯水池 桐生川ダム貯水池（梅田湖）
支笏湖 高見ダム貯水池（高見湖） 内沼 旭川ダム貯水池 南湖ため池（南湖） 早川ダム貯水池（早川貯水池）
北光沼 東の沢ダム貯水池 田面木沼 岩見ダム貯水池 笠松ダム貯水池 薗原ダム貯水池（薗原湖）
上湯内ダム貯水池 三石ダム貯水池 間木堤 大滝沢ダム貯水池（大滝沢用水池） 藤沼ダム貯水池（藤沼貯水池） 玉原調整池（玉原湖）
鷹泊ダム貯水池 糠平ダム貯水池（糠平湖） 大沼 男潟 滑川ダム貯水池 近藤沼
幌別ダム貯水池（不盡の湖） 然別湖 二の倉ダム貯水池 空素沼 大深沢ダム貯水池（大深沢調整池） 城沼
漁川ダム貯水池（えにわ湖） 佐幌ダム貯水池（サホロ湖） 又木戸ダム貯水池 浅内沼 関柴ダム貯水池 多々良沼
望来ダム貯水池 十勝ダム貯水池（東大雪湖） （岩手県） 小友沼 大平沼（大平沼堤） 下久保ダム貯水池（神流湖）
上磯ダム貯水池 札内川ダム貯水池（とかちリュウタン湖） 岩洞ダム貯水池（岩洞湖） 相野々ダム貯水池 日中ダム貯水池（ひざわ湖） 大塩ダム貯水池（大塩貯水池）
青山ダム貯水池 生花苗湖 外山ダム貯水池 大松川ダム貯水池（みたけ湖） 玉野ため池 丹生ダム貯水池（丹生貯水池）
知内ダム貯水池 キモントウ沼 高松の池 葛ケ沢ダム貯水池（葛ケ沢池） 中富ため池（中富堤） 霧積ダム貯水池
大沼 ホロカヤントウ沼 綱取ダム貯水池 楢沢沼 高の倉ダム貯水池 妙義湖
ジュンサイ沼 湧洞沼 御所ダム貯水池 明永ダム貯水池（明永沼） 鉄山ダム貯水池 草木ダム貯水池（草木湖）
駒ケ岳ダム貯水池 活込ダム貯水池（足寄湖） 四十四田ダム貯水池 釈迦池ダム貯水池（釈迦池） 唐神ため池 塩沢ダム貯水池（蛇神湖）
相沼内ダム貯水池（相沼湖） オンネトー 綾里川ダム貯水池 八面沢ダム貯水池 横川ダム貯水池 道平川ダム貯水池（荒船湖）
上ノ国ダム貯水池（あすなろ湖） 達古武沼 葛丸ダム貯水池 早口ダム貯水池 横峰ため池 品木ダム貯水池
鶉ダム貯水池 大沼 田瀬ダム貯水池 山瀬ダム貯水池 大柿ダム貯水池 中之条調整池（四万湖）
美利河ダム貯水池（ピリカ湖） 長沼 豊沢ダム貯水池（豊沢湖） 一ノ目潟 藤倉ダム貯水池 野反湖
真駒内ダム貯水池 シラルトロ沼 早池峰ダム貯水池（早池峰湖） 三ノ目潟 羽鳥ダム貯水池（羽鳥湖） 鹿沢ダム貯水池（田代湖）
双葉ダム貯水池 塘路湖 入畑ダム貯水池 二ノ目潟 龍生ダム貯水池 バラギ湖
共和ダム貯水池 屈斜路湖 瀬月内ダム貯水池 八郎湖 大内ダム貯水池 大尻沼
クォーベツダム貯水池 摩周湖 滝ダム貯水池 桁倉沼 尾瀬沼 菅沼
栗山ダム貯水池（くりやま湖） 兼金沼 遠野ダム貯水池 皆瀬ダム貯水池 奥只見ダム貯水池（奥只見湖） 丸沼
札比内ダム貯水池 ニシベツ小沼 古川沼 大谷地池 大鳥ダム貯水池 須田貝ダム貯水池（洞元湖）
月ケ湖 茨散沼 日向ダム貯水池 黒森川第一ダム貯水池 田子倉ダム貯水池（田子倉湖） 奈良俣ダム貯水池（ならまた湖）



藤原ダム貯水池（藤原湖） 城川ダム貯水池 雨畑ダム貯水池（雨畑湖） 大白川ダム貯水池（白水湖） 廻り池 入ケ池
矢木沢ダム貯水池（奥利根湖） 奥三面ダム貯水池 本栖湖 鳩谷ダム貯水池 豊富用水池 太田ダム貯水池
相俣ダム貯水池（赤谷湖） 猿田ダム貯水池 柿元ダム貯水池（天子湖） （静岡県） 離湖 長谷ダム貯水池
（埼玉県） 三面ダム貯水池（三面貯水池） 山中湖 井川貯水池（井川湖） 大野ダム貯水池（虹の湖） 安室ダム貯水池（本宮湖）
荒川貯水池（彩湖） 笹ケ峰ダム貯水池（乙見湖） 河口湖 畑薙第一貯水池（畑薙湖） 大正池 （奈良県）
伊佐沼 早出川ダム貯水池 精進湖 佐鳴湖 高山ダム貯水池（月ヶ瀬湖） 須川ダム貯水池
二瀬ダム貯水池（秩父湖） 朝日池 西湖 水窪ダム貯水池（水窪湖） （大阪府） 布目ダム貯水池（布目湖）
山口ダム貯水池（狭山湖） 鵜ノ池 （長野県） 都田川ダム貯水池（いなさ湖） 光明池 白川ダム貯水池
有間ダム貯水池（名栗湖） 大池 奥裾花ダム貯水池 佐久間ダム貯水池（佐久間湖） 山田池 天理ダム貯水池（青垣湖）
宮沢ため池（宮沢湖） 柿崎川ダム貯水池 裾花ダム貯水池 田貫湖 稲倉池 倉橋ため池
円良田湖 小池 大座法師池 一碧湖 大池 初瀬ダム貯水池（まほろば湖）
柴山沼 正善寺ダム貯水池 戸隠水源池 奥野ダム貯水池（松川湖） 滝畑ダム貯水池 一の木ダム貯水池
（千葉県） 多能池ダム貯水池（多能池） 稲核ダム貯水池 東富士ダム貯水池 寺ケ池 猿谷ダム貯水池
白石ダム貯水池 坊ケ池 奈川渡ダム貯水池（梓湖） 長島ダム貯水池（接岨湖） 大野池 室生ダム貯水池（室生湖）
神余ダム貯水池 大野川ダム貯水池 美鈴湖 （愛知県） 惣ヶ池 津風呂ダム貯水池（津風呂湖）
作名ダム貯水池 小倉川ダム貯水池 水殿ダム貯水池 牧野ケ池 箕面川ダム貯水池 旭ダム貯水池
宮城ダム貯水池 久知川ダム貯水池 内村ダム貯水池 高山ダム貯水池 堀河ダム貯水池 風屋ダム貯水池（風屋貯水池）
白浜ダム貯水池 道遊ダム貯水池 沢山池 三ツ口池 狭山池ダム貯水池 瀬戸ダム貯水池
矢那川ダム貯水池 新穂ダム貯水池 菅平ダム貯水池（菅平湖） 雨山ダム貯水池（三和湖） 副池 二津野ダム貯水池（二津野貯水池）
印旛沼 水金ダム貯水池 諏訪湖 馬ケ城ダム貯水池 一庫ダム貯水池（知明湖） 池原ダム貯水池（池原貯水池）
雄蛇ケ池 破間川ダム貯水池 松川ダム貯水池 駒場ダム貯水池（駒場池） 永楽ダム貯水池 坂本ダム貯水池（坂本貯水池）
手賀沼 黒又川第一ダム貯水池 豊丘ダム貯水池（昇竜湖） 油ケ淵 逢帰ダム貯水池 大迫ダム貯水池（大迫貯水池）
勝浦ダム貯水池 黒又川第二ダム貯水池 美和ダム貯水池（美和湖） 洲原池 （兵庫県） （和歌山県）
松部ダム貯水池 三国川ダム貯水池 青木湖 羽布ダム貯水池（三河湖） 烏原ダム貯水池（烏原貯水池） 殿山ダム貯水池（合川貯水池）
荒木根ダム貯水池 胎内川ダム貯水池 大町ダム貯水池（龍神湖） 黒田ダム貯水池（黒田貯水池） 天王ダム貯水池 桜池
高滝ダム貯水池（高滝湖） カッサダム貯水池 木崎湖 入鹿池 布引ダム貯水池（布引貯水池） 山田ダム貯水池
山倉ダム貯水池 二居ダム貯水池 高瀬ダム貯水池 前山ダム貯水池 川下川ダム貯水池 広川ダム貯水池
金山ダム貯水池 大石ダム貯水池（おおいし湖） 中綱湖 宇連ダム貯水池（鳳来湖） 千苅ダム貯水池（神戸千苅水源池） 二川ダム貯水池
第一袋倉ダム貯水池 （富山県） 七倉ダム貯水池 大島ダム貯水池（朝霧湖） 呑吐ダム貯水池（衝原湖） 椿山ダム貯水池
第二奧谷ダム貯水池 有峰ダム貯水池（有峰湖） 北竜湖 佐布里ダム貯水池（佐布里池） 神谷ダム貯水池 七川ダム貯水池
保台ダム貯水池 久婦須川ダム貯水池 野々海池 勅使池 菅生ダム貯水池（明神湖） （鳥取県）
片倉ダム貯水池 熊野川ダム貯水池 白樺湖 若王子池 安富ダム貯水池（富栖湖） 湖山池
亀山ダム貯水池 祐延ダム貯水池 沓沢湖 東郷ダム貯水池（愛知池） 桜山ダム貯水池（桜山貯水池） 佐治川ダム貯水池
豊英ダム貯水池（豊英湖） 藤ケ池 奈良井ダム貯水池 芦ケ池調整池 野々池ダム貯水池（野々池貯水池） 多鯰ケ池
三島ダム貯水池（三島湖） 室牧ダム貯水池 みどり湖 新豊根ダム貯水池（みどり湖） 北山ダム貯水池（北山貯水池） 中海
小久保ダム貯水池 黒部ダム貯水池（黒部湖） 香坂ダム貯水池 （三重県） どん尻ダム貯水池 池の谷ため池
戸面原ダム貯水池 五位ダム貯水池 金原ダム貯水池 安濃ダム貯水池（錫杖湖） 名塩ダム貯水池 中津ダム貯水池
上池 子撫川ダム貯水池 猪名湖（松原湖） 片田ダム貯水池 ニテコ池ダム貯水池 東郷池
安房中央ダム貯水池 桑ノ院ダム貯水池 古谷ダム貯水池 君ヶ野ダム貯水池 丸山ダム貯水池（金仙寺湖） 西高尾ダム貯水池
大谷川ダム貯水池 布施川ダム貯水池 白駒池 風早池 夫婦池ダム貯水池 賀祥ダム貯水池（緑水湖）
小向ダム貯水池 臼中ダム貯水池 湯川ダム貯水池 横山池 鮎屋川ダム貯水池 菅沢ダム貯水池（日南湖）
増間ダム貯水池 桜ケ池 女神湖 蓮ダム貯水池（奥香肌湖） 天川ダム貯水池（第一ダム） 鵜の池
与田浦川 城端ダム貯水池 横川ダム貯水池（よこかわ湖） 加佐登ダム貯水池（白鳥湖） 天川ダム貯水池（第二ダム） 下蚊屋ダム貯水池
東第二ダム貯水池 刀利ダム貯水池 箕輪ダム貯水池（もみじ湖） 青蓮寺ダム貯水池（青蓮寺湖） 猪鼻第一ダム貯水池（猪鼻水源池） 俣野川ダム貯水池
東ダム貯水池 利賀川ダム貯水池 小渋ダム貯水池（小渋湖） 比奈知ダム貯水池（ひなち湖） 猪鼻第二ダム貯水池 （島根県）
岬ダム貯水池 境川ダム貯水池（桂湖） 片桐ダム貯水池 七色ダム貯水池（七色調整池） 竹原ダム貯水池（竹原貯水池） 大谷ダム貯水池（大谷貯水池）
小中池 上市川ダム貯水池 味噌川ダム貯水池（奥木曽湖） 中里ダム貯水池 奥山ダム貯水池（奥山貯水池） 柿原池
平沢ダム貯水池 上市川第二ダム貯水池 三浦ダム貯水池（三浦貯水池） 大洞ダム貯水池 昆陽池ダム貯水池（昆陽池） 千本ダム貯水池（千本貯水池）
御宿ダム貯水池　 白岩川ダム貯水池 牧尾ダム貯水池（御岳湖） 奥山ダム貯水池 瑞ケ池 宍道湖
佐久間ダム貯水池 朝日小川ダム貯水池 北山ダム貯水池（かたくりの湖） 神路ダム貯水池 権現ダム貯水池（権現池） 大長見ダム貯水池（紅葉湖）
鋸山ダム貯水池 （石川県） スズラン湖 滝川ダム貯水池 平荘ダム貯水池（平荘湖） 御部ダム貯水池（みやび湖）
元名ダム貯水池 内川ダム貯水池 小仁熊ダム貯水池 田代池 深谷ダム貯水池（深谷貯水池） 木都賀ダム貯水池
（東京都） 犀川ダム貯水池 大沼池 西米の川ダム貯水池 三木市第一水源 周布川ダム貯水池
村山下ダム貯水池（多摩湖） 河北潟 琵琶池 菰野ダム貯水池 大池 浜田ダム貯水池（桜湖）
村山上ダム貯水池（多摩湖） 赤浦潟 丸池 宮川調整池（福王湖） 青野ダム貯水池（千丈寺湖） 八戸ダム貯水池（桜井湖）
小河内ダム貯水池（奥多摩湖） 赤瀬ダム貯水池 野尻湖 五桂池 母子ダム貯水池（母子大池） 神西湖
小曲ダム貯水池 木場潟 霊仙寺湖 三瀬谷ダム貯水池 山田滑谷ダム貯水池 三瓶ダム貯水池（さひめ湖）
境浦ダム貯水池 大日川ダム貯水池 （岐阜県） 宮川ダム貯水池 三宝ダム貯水池 布部ダム貯水池（白椿湖）
時雨ダム貯水池 八ケ川ダム貯水池 打上ダム貯水池（水嶺湖） 白石湖 牛内ダム貯水池 山佐ダム貯水池（山美湖）
乳房ダム貯水池 小屋ダム貯水池 秋神ダム貯水池（秋神貯水池） （滋賀県） 北富士ダム貯水池 三成ダム貯水池
連珠ダム貯水池 柴山潟 朝日ダム貯水池（朝日貯水池） 小松内湖 上田ダム貯水池（上田池） 来島ダム貯水池（来島湖）
（神奈川県） 我谷ダム貯水池 高根第一ダム貯水池（高根乗鞍湖） 琵琶湖 大日川ダム貯水池 美田ダム貯水池（宮谷湖）
城山ダム貯水池（津久井湖） 北潟湖 高根第二ダム貯水池 曽根沼 津井貯水池 銚子ダム貯水池（伊賀湖）
宮ヶ瀬ダム貯水池（宮ヶ瀬湖） 邑知潟 御母衣ダム貯水池（御母衣湖） 余呉湖 長見第一ダム貯水池 （岡山県）
相模ダム貯水池（相模湖） 手取川ダム貯水池 阿木川ダム貯水池（阿木川湖） 北之庄沢 長見第二ダム貯水池 安部倉ダム貯水池
三保ダム貯水池（丹沢湖） （福井県） 東野防災ため池（保古の湖） 西之湖 成相ダム貯水池 児島湖
芦ノ湖 武周湖ダム貯水池（武周ケ池） 松野防災ため池（松野湖） 平湖 原田ダム貯水池 旭川第一ダム貯水池（旭川湖）
（新潟県） 九頭竜ダム貯水池（九頭竜湖） 岩村ダム貯水池（三森山湖） 青土ダム貯水池 諭鶴羽ダム貯水池（諭鶴羽湖） 黒木ダム貯水池
佐潟 笹生川ダム貯水池（笹生川貯水池） 恵那中部ため池（小沢ため池） 野洲川ダム貯水池 生野ダム貯水池（銀山湖） 塩手ダム貯水池（塩手池）
刈谷田川ダム貯水池 真名川ダム貯水池 矢作ダム貯水池（奥矢作湖） 大原ダム貯水池 大路ダム貯水池（拾枚湖） 津川ダム貯水池
大谷ダム貯水池 山原ダム貯水池 蜂屋調整池 石田川ダム貯水池 黒川ダム貯水池 天王池
笠堀ダム貯水池（笠堀湖） 龍ケ鼻ダム貯水池（龍ケ鼻湖） 下小鳥ダム貯水池 松ノ木内湖 多々良木ダム貯水池 鳴滝池
赤岩ダム貯水池 広野ダム貯水池 山田防災ダム貯水池（山田湖） 永源寺ダム貯水池 河内ダム貯水池 鳴滝上池（大池）
川内ダム貯水池（水源池） 三方五湖（日向湖を除く。） 上大須ダム貯水池 宇曽川ダム貯水池 常盤ダム貯水池 奥山池
鯖石川ダム貯水池 （山梨県） 阿多岐ダム貯水池（阿多岐紅葉湖） 姉川ダム貯水池 引原ダム貯水池（音水湖） 尾坂ダム貯水池
谷根ダム貯水池 荒川ダム貯水池（能泉湖） 岩屋ダム貯水池（東仙峡金山湖） 日野川ダム貯水池 昭和ダム貯水池（昭和池） 中池
内の倉ダム貯水池（内の倉湖） 丸山ため池（千代田湖） 大ヶ洞ダム貯水池（はぎの湖） 犬上ダム貯水池 鴨川ダム貯水池（東条湖） 青野ダム貯水池
加治川治水ダム貯水池 広瀬ダム貯水池（広瀬湖） 藤古川ダム貯水池 （京都府） 加古大池 星田ダム貯水池（星田池）
下条川ダム貯水池 塩川ダム貯水池（みずがき湖） 横山ダム貯水池 広沢池 天満大池 明治ダム貯水池（明治池）
川西ダム貯水池 大門ダム貯水池（清里湖） 前沢防災ため池 日吉ダム貯水池（天若湖） 長法池 鬼ケ岳ダム貯水池



田原ダム貯水池 荒谷ダム貯水池（宮野湖） 内海ダム貯水池 大井ダム貯水池 菰田ダム貯水池 耶馬溪ダム貯水池
新成羽川ダム貯水池（備中湖） 一の坂ダム貯水池（錦鶏湖） 三五郎池 多礼ダム貯水池 転石ダム貯水池 北川ダム貯水池
大佐ダム貯水池 江畑池 殿川ダム貯水池 吉田ダム貯水池 下ノ原ダム貯水池 黒沢ダム貯水池
小阪部川ダム貯水池（美穀湖） 河原谷ため池 男井間池 大佐野ダム貯水池 相当ダム貯水池 床木ダム貯水池
河本ダム貯水池 佐波川ダム貯水池（大原湖） 山大寺池 北谷ダム貯水池 つづらダム貯水池 乙見ダム貯水池
高瀬川ダム貯水池 万年池 直島ダム貯水池 松川ダム貯水池 樋口ダム貯水池 野津ダム貯水池
千屋ダム貯水池（千水湖） 阿武川ダム貯水池（阿武湖） 田万ダム貯水池 河内ダム貯水池（古賀ダム貯水池） 山ノ田ダム貯水池 青江ダム貯水池
大ヶ池 長沢池 永富池 久末ダム貯水池 小ヶ倉ダム貯水池 並石ダム貯水池
八搭寺川ダム貯水池 佐々並川ダム貯水池 長柄ダム貯水池 合所ダム貯水池 杉谷ため池 日指ダム貯水池
湯原ダム貯水池（湯原湖） 末武川ダム貯水池（米泉湖） 北条池 力丸ダム貯水池 土師野尾貯水池 安岐ダム貯水池
久賀ダム貯水池 温見ダム貯水池 亀越池 犬鳴ダム貯水池 船津ダム貯水池 香下ダム貯水池
瀧の宮ダム貯水池 生見川ダム貯水池（山代湖） 満濃池 江川ダム貯水池（上秋月湖） 本明川（調整池） 深見ダム貯水池
三角池 中山川ダム貯水池（中山湖） （愛媛県） 寺内ダム貯水池（美奈宜湖） 池田ダム貯水池 石場ダム貯水池
恩原ダム貯水池 青海湖 石手川ダム貯水池 瑞梅寺ダム貯水池 萱瀬ダム貯水池 師田原ダム貯水池
香々美ダム貯水池 大坊ダム貯水池（赤滝湖） 俵原池 雷山大溜池 野岳ため池 小田の池
苫田ダム貯水池（奥津湖） 畑ダム貯水池 台ダム貯水池（うてな湖） 南畑ダム貯水池 久吹ダム貯水池 山下池ダム貯水池
西原ダム貯水池 湯免ダム貯水池（みすみ湖） 玉川ダム貯水池（玉川湖） 安光池 神曽根ダム貯水池 行入ダム貯水池
俵原上池（俵原池） 石井ダム貯水池 山財ダム貯水池（鷺里湖） 草ケ谷ダム貯水池 神ノ川ダム貯水池 大海ダム貯水池
長宗池 黒杭川ダム貯水池（柳北湖） 須賀川ダム貯水池（若山湖） 須恵ダム貯水池 桜川ダム貯水池 迫ダム貯水池
鳴滝ダム貯水池（鳴滝湖） 黒杭水源池 池田池 鳴淵ダム貯水池 轟川ダム貯水池 地蔵原ダム貯水池
槇谷ダム貯水池 川上ダム貯水池（菊川湖） 別子ダム貯水池 中柱田貯水池 箕坪ダム貯水池 松木ダム貯水池
（広島県） 向道ダム貯水池（向道湖） 大谷池 猪野ダム貯水池 大岩谷ダム貯水池 日出生ダム貯水池
魚切ダム貯水池（窓竜湖） 島地川ダム貯水池（高瀬湖） 黒瀬ダム貯水池（黒瀬湖） 久原ダム貯水池 雞知ダム貯水池 （宮崎県）
南原ダム貯水池（南原貯水池） 菅野ダム貯水池（菅野湖） 大明神池 古大間池 仁田ダム貯水池 天神ダム貯水池
明神ダム貯水池（明神貯水池） 江汐ため池（江汐池） 鹿野川ダム貯水池（鹿野川湖） 油木ダム貯水池 梅ノ木ダム貯水池 御池
下部ダム貯水池 屋代ダム貯水池（屋代湖） 大谷池 陣屋ダム貯水池 勝本ダム貯水池 岩瀬ダム貯水池
上部ダム貯水池 （徳島県） 新宮ダム貯水池 井の口貯水池 永田ダム貯水池 沖田ダム貯水池
野呂川ダム貯水池（野呂峡やすらぎ湖） 福井ダム貯水池 富郷ダム貯水池（法皇湖） 殿川ダム貯水池 男女岳ダム貯水池 浜砂ダム貯水池
本庄ダム貯水池（本庄貯水池） 宮川内ダム貯水池 柳瀬ダム貯水池（金砂湖） 山口ダム貯水池 西崎貯水池 祝子ダム貯水池
柳迫ダム貯水池 松尾川ダム貯水池 関地池 （佐賀県） 丸山ダム貯水池 日南ダム貯水池
観音谷ダム貯水池 正木ダム貯水池 野村ダム貯水池 北山ダム貯水池（北山湖） 青木浦ダム貯水池 広渡ダム貯水池
松子山ため池（松子山大池） 長安口ダム貯水池 佐古ダム貯水池 伊岐佐ダム貯水池 内闇ダム貯水池 綾北ダム貯水池
御調ダム貯水池（青竜湖） 小見野々ダム貯水池 面河ダム貯水池 打上ダム貯水池 樫ノ木山砂防ダム貯水池 綾南ダム貯水池
大山下池 海老ケ池 大渡ダム貯水池（茶霧湖） 上葉ため池 熊高ダム貯水池 渡川ダム貯水池
奥山池 （香川県） 大久保山ダム貯水池 加部島ダム貯水池 繁敷ダム貯水池 松尾ダム貯水池
栗原ダム貯水池（門田水源池） 奥の池 （高知県） 厳木ダム貯水池（さよの湖） 白這ダム貯水池 立花ダム貯水池
奈良池 公渕池 鏡ダム貯水池 鎮西町名護屋第一ダム貯水池 福江ダム貯水池 長谷ダム貯水池
久山田ダム貯水池（久山田水源池） 久米池 穴内川ダム貯水池 鎮西町名護屋第二ダム貯水池 伊佐ノ浦ダム貯水池 一ツ瀬ダム貯水池
竜泉寺ダム貯水池 坂瀬池　 坂本ダム貯水池 平木場ダム貯水池 長谷川ダム貯水池 広沢ダム貯水池
岩谷ダム貯水池 三郎池 中筋川ダム貯水池 平野下ため池 雪浦ダム貯水池 諸塚ダム貯水池
内浦ダム貯水池 住蓮寺池 鎌井谷ダム貯水池 河内ダム貯水池 別所ダム貯水池 岩屋戸ダム貯水池
大浦第一ダム貯水池 城池 永瀬ダム貯水池 犬走ダム貯水池 諏訪池 上椎葉ダム貯水池（日向椎葉湖）
大浦第二ダム貯水池 新池 魚梁瀬ダム貯水池 踊瀬ダム貯水池 中原溜池 塚原ダム貯水池
釜谷ダム貯水池 神内池 早明浦ダム貯水池 山刀口ため池 長与ダム貯水池 （鹿児島県）
熊野ダム貯水池（熊野貯水池） 橘池 稲村ダム貯水池 西堤ため池 久留里ダム貯水池 永吉ダム貯水池
新道ダム貯水池 内場ダム貯水池 大橋ダム貯水池 八竜ため池 中山ダム貯水池 高隈ダム貯水池（高隈貯水池）
服部大池 奈良須池 大森川ダム貯水池 渕の尾ダム貯水池 野々川ダム貯水池 高川ダム貯水池
八日谷ダム貯水池（八日谷貯水池） 羽間上池 長沢ダム貯水池 水尾ダム貯水池 青方ダム貯水池 池田湖
八田原ダム貯水池（芦田湖） 平田池 桐見ダム貯水池 本部ダム貯水池 三年ヶ浦ダム貯水池 鰻池
沓ヶ原ダム調整池 平池 津賀ダム貯水池 矢筈ダム貯水池 須崎ダム貯水池 西京ダム貯水池
高暮ダム貯水池（神之瀬湖） 松尾池 （福岡県） 荒谷ダム貯水池 高崎ダム貯水池 藺牟田池
明賀ダム貯水池 龍満池 河内ダム貯水池（河内貯水池） 岩屋川内ダム貯水池 針木ダム貯水池 鍬崎池
帝釈川ダム貯水池（神竜湖） 大窪池 黒ヶ畑池 横竹ダム貯水池 梼ノ木ダム貯水池 竹山ダム貯水池
弥栄ダム貯水池（弥栄湖） 上池 小森江貯水池 有田ダム貯水池 （熊本県） 金峰ダム貯水池（金峰神麗湖）
黒瀬ダム貯水池 楠見池 菖蒲谷貯水池 大谷ため池 油谷ダム貯水池 大川ダム貯水池
田房ダム貯水池 仁池 昭和池 楠木原大堤ため池 氷川ダム貯水池 須野ダム貯水池
三永ダム貯水池（三永水源地） 四手池 白木貯水池 白川ダム貯水池 竜門ダム貯水池 川辺ダム貯水池
椋梨ダム貯水池（白竜湖） 府中ダム貯水池（府中湖） 頓田第一貯水池 古木場ダム貯水池 教良木ダム貯水池 鶴田ダム貯水池（鶴田ダム湖）
飯ノ山ダム貯水池（飯山貯水池） 大池 頓田第二貯水池 竜門ダム貯水池 立岡ため池 神嶺ダム貯水池
渡ノ瀬ダム貯水池（渡ノ瀬貯水池） 買田池 道原貯水池 鹿ノ口ため池 石打ダム貯水池 南部ダム貯水池
小瀬川ダム貯水池（真珠湖） 井関池 畑貯水池 菖蒲谷ため池 萩尾大ため池 伊仙中部ダム貯水池
立岩ダム貯水池（立岩貯水池） 一の谷池 ます渕ダム貯水池 （長崎県） 五和東部ダム貯水池 （沖縄県）
土師ダム貯水池（八千代湖） 大池 松ヶ江ダム貯水池 大池 上津浦ダム貯水池 大浦ダム貯水池
鹿川ダム貯水池 五郷ダム貯水池 曲渕ダム貯水池 落矢ダム貯水池 亀川ダム貯水池 底原ダム貯水池
三高ダム貯水池（三高水源池） 豊稔池 脊振ダム貯水池 鹿尾ダム貯水池 楠浦ダム貯水池 真栄里ダム貯水池
王泊ダム貯水池（仙水湖） 丸山池 長谷ダム貯水池 黒浜ダム貯水池 第一ヤイラギダム貯水池 羽地ダム貯水池
樽床ダム貯水池（聖湖） 石神池 尾崎貯水池 神浦ダム貯水池 第二ヤイラギダム貯水池 辺野古ダム貯水池
三川ダム貯水池（神農湖） 野間池 福智山ダム貯水池 小ケ倉ダム貯水池（小ケ倉水源地） 姫ノ河内ダム貯水池 倉敷ダム貯水池
（山口県） 八幡池 久保白ダム貯水池 式見ダム貯水池 緑川ダム貯水池 山城ダム貯水池
歌野川ダム貯水池 前山ダム貯水池 花宗ため池 中尾ダム貯水池 下筌ダム貯水池 安波ダム貯水池
内日水源池（内日第一貯水池、内日第二貯水池） 石引池 日向神ダム貯水池 鳴見ダム貯水池 松原ダム貯水池 普久川ダム貯水池
内日ダム貯水池 小路池 矢留貯水池 西山高部ダム貯水池 大谷ダム貯水池 辺野喜ダム貯水池
小野ため池 千足ダム貯水池 浮州池 本河内高部ダム貯水池 深迫ダム貯水池 新川ダム貯水池
深坂ため池 大内ダム貯水池 水呑ダム貯水池 本河内低部ダム貯水池 市房ダム貯水池 福地ダム貯水池
湯の原ダム貯水池 明神池 山神ダム貯水池 浦上ダム貯水池 内谷ダム貯水池 漢那ダム貯水池
木屋川ダム貯水池（豊田湖） 勝田池 山口調整池（天拝湖） 上原ダム貯水池 清願寺ダム貯水池 金武ダム貯水池
今富ダム貯水池（今富湖） 国市池 大牟田貯水池 歌ケ浦ダム貯水池 都呂々ダム貯水池 座間味ダム貯水池
宇部丸山ダム貯水池 蛙子池 春日貯水池 江永ダム貯水池 （大分県） 大池
厚東川ダム貯水池（小野湖） 粟地ダム貯水池 白水池 岡本ダム貯水池 芹川ダム貯水池 我喜屋ダム貯水池
常盤湖 猪之谷池 牛頸ダム貯水池 川谷ダム貯水池 鮎返ダム貯水池 白瀬二号ダム貯水池

(注) 住蓮寺池の「蓮」は点が二つのしんにょう 


