
番号 名称 指定面積 旧市町村 指定林班 大字 字

八幡町小野 西山 東山

衛門戸 下モ山 上谷 竹ケ鼻 除ケ洞

霜峠 八平 勝谷 前平 弥七谷

朝日山 葦谷 前平 宮之下 森越

神道

白鳥町向小駄良 金剛寺

下太田平 三郎家 寺谷下 岩棚 一佛

上ノ山 向山

白鳥町白鳥 上山 五町瀬 新造洞口 大開津

3 気良水源 763ha 明宝村 60～65、72～73、75～80 明宝気良 洲河 上野口

4 ひるがの水源 348ha 高鷲村 59～67 高鷲町西洞 下野叺

5 那留水源 90ha 白鳥町 141～143 白鳥町那留 上ケ市 中林 東洞 坊ケ市

6 解除

7 向小駄良水源 108ha 白鳥町 14～15 白鳥町向小駄良 向平

8 大間見水源 139ha 大和町 155～157 大和町大間見 雑座 西大洞 石原 東大洞

9 古道水源 237ha 大和町 219～223 大和町古道 足代山

10 神路浄水場 54ha 大和町 247 大和町神路 サイワカ 新田 野林

11 河鹿水源 75ha 八幡町 238～239 八幡町河鹿 蒲谷 東山

12 高畑水源 305ha 八幡町 72～77 八幡町那比 大洞

13 解除

14 夕谷水源 34ha 八幡町 445 八幡町美山 開笹 源七ノ 狐洞 行者ケ洞口 泉

大和町古道 シウド 田代山 水谷

サイワカ 新田 野林 コナシ 三国

佛石 スガノマ 大矢会津 梅ヶ平 向田

田之畑 稗ヶ洞 ヲウクゴ 田形 クゾヨ

ヲンジ 正洞

16 小那比水源 134ha 八幡町 492～493 八幡町小那比 長子

17 木尾水源 165ha 美並村 6～9 美並町上田 水呑場 露洞 茅野 露洞口

18 南部浄水場 134ha 美並村 16～18 美並町上田 日面平 陰地平

19 奥住浄水場 436ha 明宝村 153～157、319、323 明宝奥住 橋詰 前見 池ノ尻

20 小川取水 532ha 明宝村 240～245、248～253 明宝小川 小谷洞

21 有穂水源 147ha 八幡町 324～326 八幡町有穂 後渕 大洞 盛 中洞

22 二間手水源 109ha 明宝村 98～100 明宝二間手 大洞 掛ヶ洞 唐谷

23 鷲見水源 373ha 高鷲村 117～121 高鷲町鷲見 鷲ケ嶽

24 解除

25 阿多岐水源 404ha 白鳥町 90～93、99～100 白鳥町阿多岐 上小垣内 兎猪島

26 東部水源 254ha 白鳥町 125～128 白鳥町六ノ里 ワセドチ カワズ洞

27 二日町水源 120ha 白鳥町 29～30 白鳥町二日町 井洞 上ノ山

28 白鳥北部浄水場 121ha 白鳥町 60～61 白鳥町前谷 境栩 大日岳

第１６６号大踏山 第１６７号杉山 第１６８号倉ノ山 第１６４号野伏山 第１６３号和田山

第１６５号小白山谷

30 柿ヶ洞水源 110ha 大和町 138～139 大和町万場 柿ケ洞

大和町栗巣 金山

大和町大間見 井口 田代

大和町小間見 大月

32 栗巣水源 144ha 大和町 209～210 大和町栗巣 大滝 高冠

33 寒水水源 506ha 明宝村 19～23、28～30 明宝寒水 奥ノ宮

谷多和 栃不口 林尻 乙原 勝手洞

ナルカ 向地ケ野 栃洞

35 解除

36 初音取水 75ha 八幡町 260～261 八幡町初音 小和谷

37 解除

38 解除

39 解除
宮上ミ 小浅柄 浅柄 大浅柄蔭地 大浅柄口

大平 大浅柄 城外

41 市島取水 154ha 八幡町 338～342 八幡町市島 井洞 大明神 田之平

42 入間水源 92ha 八幡町 415～416 八幡町入間 行 下ノ会津 中会津 見ノ洞

43 中部浄水場(北) 173ha 美並村 53～56 美並町高砂 川干

44 中部浄水場(南) 224ha 美並村 48～52 美並町高砂 川干

45 野々倉水源 52ha 八幡町 469 八幡町野々倉 坂 中洞 東洞 落合

46 奥新宮水源 68ha 八幡町 41～42 八幡町那比 西古洞 杉ケ洞 田中

八幡町初納

40 美並北部浄水場 318ha 八幡町 1～7 八幡町西乙原

34 落部浄水場 240ha 大和町 122～125 大和町落部

29 石徹白水源 811ha 白鳥町 157～166 白鳥町石徹白

21～24、26
～28、74～
77

白鳥町二日町

15 神路浄水場 423ha 大和町 237、239、247～254
大和町神路

郡上市水源地域一覧

1 田尻水源 530ha 八幡町
279～287、
382～388

八幡町旭

31 小間見水源 172ha 大和町 163、173

2 白鳥浄水場 658ha 白鳥町



47 解除

48 開笹取水 70ha 八幡町 403 八幡町入間 兼ヶ洞 中ヶ洞 落合

49 解除

50 口新宮水源 169ha 八幡町 32～34 八幡町那比 横谷 郷屋 高上瀬 若杉 川戸洞

51 入間浄水場 57ha 八幡町 408 八幡町入間 池洞 池洞口

52 美山浄水場 48ha 八幡町 378 八幡町市島 坂本

53 安久田浄水場 73ha 八幡町 181～182 八幡町安久田 下モ切 中棟 大棟 穴洞

54 解除

55 犬啼水源 73ha 八幡町 390～391 八幡町旭 犬啼

56 上神路浄水場 70ha 大和町 238 大和町古道 長野山

57 小洞簡水水源（西小洞） 65ha 高鷲村 2～3 高鷲町鮎立 清水 中沢 大洞口 岩名谷 北山

58 解除

59 解除

60 解除

61 解除

62 厚波浄水場 92ha 和良村 52 和良町三庫 村廻 ヌカ洞 藤掛

63 和良簡水鹿倉水源 404ha 和良村 97～102 和良町鹿倉 東洞

コダワ 八屋 下会津 野々尻 中平

ハマイバ ナシノキジマ タゴソ

65 和良簡水水源（松葉平） 145ha 和良村 121～123 和良町土京 乙洞 岩野

イワタル 漆ヶ洞 登戸 樽ケ洞 苛洞

登戸向 比良曽 漆ヶ洞向 井ノ向

向小洞 萩原 蓬原 北山 カマヌカ

長谷歩岐 塩屋道 上廻津 小洞

計 11,558ha 　　※指定の重複(54ha)があります。小数点以下四捨五入のため計が一致しない場合があります。

高鷲村 高鷲町鮎立67 高鷲南部簡水（東小洞） 174ha 5,6,9,10

66 猪洞浄水場 228ha 高鷲村 23～29 高鷲町大鷲

64 田平浄水場 57ha 和良村 50 和良町三庫


