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第 1回 生きた水・久留里「上総掘りの技術は海外にも」(千葉県君津市)

第 2回 落合川と南沢湧水郡「絶滅危惧種ホトケドジョウも」（東京都東久留米市）

第 3回 湧水豊か・清左衛門地獄池「地元と企業の共生で守る水の恵み」（神奈川県南足柄市）

第 4回 富士の霊水・十日市場夏狩湧水郡「芭蕉が詠んだ水の故郷」（山梨県都留市）

第 5回 霊験あらたか・武甲山伏流水「歴史育む妙見七つ井戸」（埼玉県秩父市）

第 6回 4億年の雫・妙見神水「日本列島最古の大地に湧く」（宮崎県五ヶ瀬町）

第 7回 水辺の郷・六嘉湧水郡浮島「水辺の郷・六嘉湧水群浮島」（熊本県嘉島町）

第 8回 北海道の屋根・大雪旭岳源水「爽快！！ 大雪山を丸ごと飲む」（北海道東川町）

第 9回 流れ清き立谷沢川「コシヒカリのルーツ亀の尾も」（山形県東田川郡庄内町）

第10回 イトヨの里・本願清水「イトヨから日本の水環境を考える」（福井県大野市）

第11回 元荒川ミサシトミオ生息地「元荒川に生きのこった奇跡の魚」（埼玉県熊谷市）

第12回 水の都・まつもと城下町湧水郡「水音の競演千余の自噴水」（長野県松本市）

第13回 道北・仁宇布の冷水と十六滝「熊注意！道北の秘境に湧く森の雫」（北海道美深町）

第14回 市民に身近な河川・鏡川「龍馬が泳いだ鏡川」（高知県高知市）

第15回 四万十川支流黒尊川「人と自然の共生モデル地区」（高知県四万十市）

第16回 武蔵野台地の名水・妙音沢「雑木林に抱かれて生きる名水」（埼玉県新座市）

第17回 毘沙門山麓から湧き出る毘沙門水「武神「毘沙門天」が授けた霊水」（埼玉県秩父郡小鹿野町）

第18回 尾瀬の郷・片品湧水群「水の豊潤な香りに圧倒されて」（群馬県利根郡片品村）

第19回 元滝伏流水と獅子ケ鼻湿原・出壺「前編」「鳥海山に抱かれた夢ある町」（秋田県にかほ市）

第20回 元滝伏流水と獅子ケ鼻湿原・出壺「後編」「息のむ湧水 神秘のブナ林に酔う」（秋田県にかほ市）

第21回 沸壷池の清水「詩魂ゆさぶる神秘の湖沼」（青森県深浦町）

第22回 荒川と岩が織りなす天下の名勝・御岳昇仙峡 「荒川と岩が織りなす天下の名勝」（山梨県甲府市）

第23回 金峰山・瑞牆山源流「自然の恵みを総力で」（山梨県北杜市）

第24回 童話の里・下園妙見様湧水「湧水が元気のみなもと」（大分県玖珠郡玖珠町）

第25回 泉が森湧水及びイトヨの里泉が森公園「断水救う常陸の湧水」（茨城県日立市）

第26回 浜山湧水群「90万本の植林黒松が水源涵養」（島根県出雲市）

第27回 鷹入りの滝「“神話のくに”に現存する名水」（島根県安来市）

第28回 地蔵滝の泉「大山の恵みで湧水が日量19万トン」(鳥取県伯耆町）

第29回 沼袋の水「「杉林」から「広葉樹」へ」（青森県十和田市）

第30回 大慈清水・青龍水「市民の暮らしの中に生きる清水」（岩手県盛岡市）

第31回 中津川綱取ダム下流「市街地に溶け込む”稀有な名水”」（岩手県盛岡市）

第32回 馬瀬川上流「清流が馬瀬の村を興す」（岐阜県下呂市）

第33回 加賀野八幡神社井戸「ハリンコが泳ぎ、ホタルが舞う水郡」（岐阜県大垣市）

第34回 和良川「日本一美味しい鮎を育む」（岐阜県郡上市）

第35回 達目洞、逆川上流「市民と行政が守った豊かな生態系」（岐阜県岐阜市）

第36回 木曽川源流の里「水木沢」「時を経て育まれた豊かな森と水」(長野県木曽群木祖村)

第37回 森林セラピー基地・西沢渓谷「癒しの霊気を発する深山渓谷」(山梨県山梨市)

第38回 湧玉池・神田川「霊峰富士の恵みの湧水」(静岡県富士宮市)

第39回 源兵衛川「街の中にせせらぎ」(静岡県三島市)

第40回 安倍川「安倍川が育む清流の都・静岡市」（静岡県静岡市）

第41回 大出口泉水「ひんやり冷たく、輝く名水」（新潟県上越市）

第42回 つづら淵「名水汲んで若水の神事」（愛媛県新居浜市）

第43回 楠井の泉「お年寄りが守る「おま泉」」（香川県高松市）

第44回 水前寺江津湖湧水群「光り輝く水に生かされ、水を生かす」（熊本県熊本市）

第45回 金峰山湧水群「緑と清冽な地下水の里」（熊本市、玉名市）

第46回 岩屋湧水群「行列を作る湧水」（福岡県朝倉郡東峰村）

第47回 南阿蘇村湧水郡「水の生まれる里」（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）

第48回 玉川「桜と山吹、かわずの里」（京都府綴喜郡井手町）

第49回 針江の生水「かばた文化を育む湧水」（滋賀県高島市）
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第50回 雲城水「海岸べりで清浄水自噴」（福井県小浜市）

第51回 熊川宿前川「鯖街道に潤いの水路」（福井県若狭町）

第52回 阿多古川「名水と暮らし、名水に生かされる里」（静岡県浜松市）

第53回 居醒の清水「ハリヨ、梅花藻を育む」（滋賀県米原市）

第54回 遣水観音霊水「霊水により結ばれる里」（石川県能美市）

第55回 桜生水「不老長寿の真清水」（石川県小松市）

第56回 藤瀬の水「地域活性化への道開く“霊水”機能」（七尾市）

第57回 須川岳秘水「ぶなの恵み」（岩手県一関市）

第58回 熊野川「川の熊野古道」（和歌山県新宮市）

第59回 古座川「自然と生きる元気ある川」（和歌山県東牟婁郡古座川町・串本町）

第60回 那智の滝「日本一の名瀑の水を守る」（和歌山県東牟婁郡那智勝浦町）

第61回 堂来清水「小学校の環境教育に活用」（滋賀県長浜市）

第62回 一本杉の湧水「清流高津川 水の旅はここから」（島根県鹿足郡吉賀町）

第63回 潮音洞「荒地を沃野に変えた灌漑事業」（山口県周南市）

第64回 右近清水「地元の熱意が支える名水」（福島県相馬郡新地町）

第65回 大沢内溜池湧き壺「季節限定、幻の名水」（青森県北津軽郡中泊町）

第66回 八王子よみがえりの水「境内に湧くラドンの冷泉が大人気」（広島県山県郡北広島町）

第67回 桂の滝「島民の連携により守られる命の水」（広島県呉市蒲刈町）

第68回 三明戸湧水、阿字雄の滝（大井湧水群）「命の水と伝説の滝」（山口県萩市）

第69回 山比古湧水「森林組合や住民一体で保全」（滋賀県愛知郡愛荘町）

第70回 曽爾高原湧水群「名水を自動販売機でどうぞ」（奈良県宇陀郡曽爾村）

第71回 七滝八壺「50mの懸崖に滝が連続」（奈良県吉野郡東吉野村）

第72回 赤目四十八滝「エコツアーで自然保護を喚起」（三重県名張市）

第73回 吉祥清水「先人の苦労がもたらした豊かな水」（新潟県村上市大毎）

第74回 荒川「桜満開・きらめく清流「荒川」」（新潟県 岩船郡関川村・村上市・胎内市）

第75回 松か井の水「室町期からの清水30年ぶりに甦る」（兵庫県多可町）

第76回 かつらの千年水「巨樹の根本から湧く如く」（兵庫県美方郡香美町）

第77回 海部川「住民が保全活動、町は清流条例」（徳島県海部郡海陽町）

第78回 宇棚の清水「高地に位置する「天空の名水」」（新潟県妙高市）

第79回 龍興寺清水「和紙と清水の里 内山」（長野県木島平村）

第80回 真名井の清水「江戸時代から「御水道掃除」」（京都府舞鶴市）

第81回 大杉の清水「名水を活用して村おこし」（京都府舞鶴市）

第82回 八曽滝「地域住民が意欲的に保全」（愛知県犬山市）

第83回 鳥川ホタルの里湧水群「自然を保全、ホタル復活」（愛知県岡崎市）

第84回 夏日の極上水「地滑り工事で名水湧出」（岡山県新見市）

第85回 唐船狭京田湧水「市直営のそうめん流し」（鹿児島県指宿市）

第86回 普現堂湧水源「シラス台地が育む志布志の名水」（鹿児島県志布志市）

第87回 甲突池「伝説と豊穣の池」（鹿児島県鹿児島市）

第88回 布勢の清水「住民挙げて守る水の恵み」（鳥取県鳥取市）

第89回 宇野地蔵ダキ「名水を地域活性化に活用」（鳥取県東伯郡湯梨浜町）

第90回 白山美川伏流水群「霊峰白山が源流、自噴」（石川県白山市）

第91回 弓の清水「木曽義仲伝説」（富山県高岡市）

第92回 不動滝の霊水「水豊か、清冽な岩清水」（富山県南砺市）

第93回 行田の沢清水「剱岳が源流の伏流水」（富山県滑川市）

第94回 いたち川の水辺と清水「地蔵尊と住民が守る霊水」（富山県富山市）

第95回 荒川「歴史的治水施設がある清流」（福島県福島市）

第96回 神流川源流「川に根ざした伝統的な祭り」（群馬県多野郡上野村）

第97回 観音霊水「体をつくる生きた水」（長野県飯田市）

第98回 栂峰渓流水「上流は広大なブナ原生林」（福島県喜多方市）

第99回 荻道大城湧水群「水の恵みで花と緑のまちに」（沖縄県中頭郡北中城村）

第100回 ジッキョヌホー（瀬利覚の川）「集落に元気を取り戻す命の水」（鹿児島県大島郡知名町）
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2014年（平成26年） 2月24日（月）



2014年（平成26年） 3月31日（月）



2014年（平成26年） 4月28日（月）



2014年（平成26年） 5月29日（木）



2014年（平成26年） 6月30日（月）



2014年（平成26年） 7月31日（木）



2014年（平成26年） 8月28日（木）



2014年（平成26年） 9月29日（月）



2014年（平成26年） 10月30日（木）



2014年（平成26年） 11月27日（木）



2014年（平成26年） 12月25日（木）



2015年（平成27年） 12月29日（木）



2015年（平成27年） 2月26日（木）



2015年（平成27年） 3月30日（月）



2015年（平成27年） 4月27日（月）



2015年（平成27年） 5月28日（木）



2015年（平成27年） 6月29日（月）



2015年（平成27年） 7月30日（木）



2015年（平成27年） 8月31日（月）



2015年（平成27年） 9月28日（月）



2015年（平成27年） 10月29日（木）



2015年（平成27年） 11月30日（月）



2015年（平成27年） 12月24日（木）



2016年（平成28年） 12月28日（木）



2016年（平成28年） 2月25日（木）



2016年（平成28年） 3月28日（月）



2016年（平成28年） 4月28日（木）



2016年（平成28年） ５月30日（月）



2016年（平成28年） 6月27日（月）



2016年（平成28年） 7月28日（木）



2016年（平成28年） 8月29日（月）



2016年（平成28年） 10月27日（木）



2016年（平成28年） 11月28日（月）



2016年（平成28年） 12月26日（月）



2017年（平成29年） 1月30日（月）



2017年（平成29年） 2月27日（月）



2017年（平成29年） 3月30日（木）



2017年（平成29年） 4月27日（木）



2017年（平成29年） 5月29日（月）



2017年（平成29年） 6月29日（木）



2017年（平成29年） 7月31日（月）


