
◎風景をご覧になる皆さんへ
　百選には、社寺や事業者、個人等が管理する土地
が含まれます。管理者に迷惑がかからないよう、ま
た、貴重な自然を荒らすことのないよう、十分に配
慮してください。

－ 未来に残したい  心に響く豊かな水風景 －

日光水のある
風景百選



豊かな自然環境とその保全について
■恵まれた水環境
　日光市内には、日光国立公園を中心とした森林地
帯が存在し、男鹿川、湯西川、鬼怒川、大谷川、渡
良瀬川の５つの源流域が形成されています。また、
大谷川の土砂の堆積によって形成された今市扇状地
には、豊富な地下水が蓄えられています。
　こうした恵まれた水環境が、日光の誇る多様な「水
のある風景」を生み、私たちの日々の暮らしにおい
しい水をもたらしています。

■環境を守る大切さ
　こうした素晴らしい環境資源は、「守り育てる」気
持ちを持たなければ壊れてしまう、とてももろい存
在です。いったん失われてしまうと、元に戻すこと
は大変難しくなります。
　自然の恵みを享受している私たち一人ひとりが、
この貴重な環境を守り、未来へ引き継ぐ意識を持つ
ことが大切です。
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水のある風景百選の選定について
■百選の目的
　日光の豊かな水風景をご紹介して、地域の環境学
習に役立てるとともに、環境保全活動にご理解・ご
協力をいただくことを目的として、百選を選定しま
した。
　さらに、環境をテーマとするエコツーリズム等に
も活用を広げていきます。

■百選に選ばれた風景
　百選には、皆さんによく知られている風景のほか
に、隠れた水の名風景などが選ばれています。百選
選定の委員会を設置し、次の４つの視点に基づいて、
全114風景を選定しました。

  ・日光市のシンボル的な水風景
  ・地域や地区を代表する水風景
  ・知られざる水の名風景
  ・生活文化と水との豊かな関係を表す風景

■市民参加の百選
　多くの方に親しみを持っていただくため、推薦す
る風景写真を公募しました。また、百選候補となっ
た風景への一般投票を実施し、市民や来訪者の皆さ
んから高い支持があった風景を中心に選定を行いま
した。

【投票１位：華厳の滝】 【２位：湯滝】 【３位：中禅寺湖】
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★印・・・一般投票のベスト１０風景
※掲載については、全１１４風景中含まれる風景の多い地域順（日光44、今市23、藤原
19、栗山19、足尾9）にまとめたうえで分野ごとにし、各地域の地図番号順に表示して
います。なお、一般投票のベスト１０風景は、所在地域の先頭に掲載しました。
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