
“ちばの魅力”を世界にアピール！ Spread the charm of Chiba around the world!

◆今回の日本百選
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日本百選
大網白里市小 中 池

こ な か い け



「ため池百選」に選定されている、大網白里市の小中池。

小中川土地改良区
理事長 小 川 清 夫さん

た め 池 百 選 と は？
　農地を潤す水源として、重要な資源である
ため池の役割について地域の人々が理解を
深めることができるよう、農林水産省が１００の
ため池を選定しました。選定されたため池は、

いずれも人工的に造成されたもので、農業用
水以外の目的でつくられたダムなどは含ま
れていません。
　県内では、大網白里市の「小中池」が唯一
選定されています。

「ため池百選」に選定されている小中池は、大網白里市（旧大網町・瑞穂村・山辺村・
増穂村・福岡村）、茂原市（旧本納町・豊岡村）、千葉市（土気町）に関わる水田
715haの用水補給を目的としてつくられた、農業専用のダム湖です。1933年（昭
和8年）8月、「山武郡小中川沿岸用排水改良事業」として、当時の千葉県議会の承
認を得て着工されました。工事は、第二次世界大戦の勃発による悪条件のなかでも進
められ、1947年（昭和22年）2月、14年の歳月と延べ15万人の労力を費やし完
成しました｡湖底に沈んだ田畑や山林は12haに及び、今でもダム湖の水位が下
がると水没前にあった水車小屋の土台部分などが出現することがあります。
　その後、1949年（昭和24年）8月のキティ台風、1987年（昭和62年）12月の
千葉県東方沖地震で多少の影響をうけたものの、小中川土地改良区と受益者である
地元農家の適切な管理により、現在も
634haの水田を潤し、地域の重要な農
業用水として利用されています。

　池の水は比較的透明度が高いので、水中を泳ぐ錦鯉を遊歩道から眺
めることもでき、留鳥のウグイスやシジュウカラ、ホオジロのほか、渡り鳥
のカモなど、多くの野鳥が生息していることでも知られています。また、池
の周囲は公園として整備され、春は桜、夏はアジサイ、秋は紅葉と四季を
通して楽しめる市民の憩いの場となっています。

▲紅葉の小中池（11月下旬～12月上旬）
　（カモなどの渡り鳥も飛来します）

▲池の周りの遊歩道

▲池の縁にある魚のオブジェが印象的なフェンス

of

●小中池（ダム）の型式／中心コアー型フィルタイプダム
堤長 230m、堤高 18.8m、有効貯水量 1,014千m3

流域面積 272ha、かんがい面積 715ha
管理団体 小中川土地改良区 



「小中池」周辺は「小中池公園」として
市民の憩いの場となっています。

▲池の景観に溶け込んでいる東屋

▲メッセージが込められた公園の案内看板

▲「関東ふれあいの道」の
　一部になっている、昭和
　の森から小中池に繋が
　る遊歩道の道標。

▲全長95mの長さを誇る、スリル満点のローラー滑り台

整備された公園は、楽しい遊具も充実しています。
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小中池公園は、1996年（平成8年）にオープンした水面と併せて
約13haの公園です。圏央道大網白里SICから車で２分とアクセスも良く、
140台駐車可能な無料駐車場と、2020年（令和２年）にリニューアルした
常設トイレを完備しています。
　丘陵地域にある小中池公園では、四季を通して豊かな自然と触れ合う
ことができます。春には池の周りに90本のソメイヨシノが咲き誇り、桜の
開花が遅い年には、菜の花と桜のコラボレーションが楽しめます。
芝生広場にはブランコや鉄棒、アスレチックや東屋があり、家族連れや近隣の保育園児で

にぎわいます。中でも一番の目玉は全長９５mのローラー滑り台で、緑の中を旋回しながら
滑り降りるコースは、スリル満点で子どもたちに大人気です。
また、環境省と1都6県が協力し整備した「関東ふれあいの道」の一部として、小中池
公園から隣接する昭和の森へ繋がる遊歩道が通っています。木々に囲まれた道を歩いて
リフレッシュしてみてはいかが でしょうか。

▲小中池を囲む桜並木 ▲保育園児の散歩コースになっている芝生広場

▲無料Wi-Fi機能付の自動販売機▲公園内の遊具▲急勾配のアスレチック遊具
●問い合わせ／大網白里市都市整備課

大網白里市大網115-2 TEL.0475-70-0360



取材協力・写真提供・撮影協力／小中川土地改良区　大網白里市都市整備課　昭和の森管理事務所　三井製パンカフェ＆ガーデン　一軒家ダイニングわいわい

《日本百選 of ちば》今月の誌上クイズ
　※答えは、京葉銀行のホームページにある、
　　「日本百選 ofちば」の第3４回をご覧ください。

ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

LINEからも
「日本百選 of ちば」を
配信しています。

①シンプルインターチェンジ
②スモールインターチェンジ
③スマートインターチェンジ

　今回特集した「小中池」のほど近い場所にある、圏央道（首都圏中央連絡
自動車道）大網白里SICは、2019年（平成31年）3月に供用が開始されま
した。さて、ETC搭載車両のみが通過することができる、大網白里SICの
「SIC」は何の略でしょうか？ 次の3つの中から正解を1つ選んでください。

大網白里市大網97
TEL.0475-72-3171

大 網 支 店

小中池周辺おすすめグルメ情報！小中池周辺おすすめグルメ情報！小中池周辺おすすめグルメ情報！

　昭和の森は、千葉市の中心部から東南に約18km、緑区土気にあ
る、東京ドーム約23個分の規模を誇る県内でも有数の総合公園で
す。1989年（平成元年）に、わが国を代表する公園のひとつとして
「日本の都市公園100選」に選定されています。
　豊かな自然にプラスして、開園30年の2006年（平成18年）に、
「4つの塔」のほか、たくさんの遊具が連続する「アスレチック遊具」が
完成しました。現在では、遊具などを増設したことにより、子どもや
ファミリーに人気の高いエリアになっています。
　やはり、「太陽の広場」の芝生広場が公園一番の人気スポットで、
休日には、遊び道具やお弁当を持った家族連れや学校遠足の子供

達で賑わいます。また、広
い園内は身体を動かすエ
リアも豊富で、年間を通
してウォーキングやジョ
ギング、サイクリングが
楽しめます。

▲下タ田（しもんた）池

▲竹林

▲紫陽花園

▲お花見広場

●問 い 合 わ せ ／昭 和 の 森 管 理 事 務 所
千葉市緑区土気町22　TEL.043-294-3845

●休園日／通年無休　●入園料／無料　●営業時間／8：30～17：30　
●駐車場／乗用車 100円／1時間（1日最大400円）
※開園状況等、くわしくはWebサイトをご覧ください。
　 https://www.showanomori.jp/

▲展望台からは、小中池が見え、遠くには九十九里
の海も見えます。元日には、初日の出を見にたくさ
んの人々が訪れる人気スポット。

小中池と隣接する都市公園

昭和の森昭和の森

●営業時間／
   11:00～17:00 (L.O.16:30)
●定休日／木・金曜日

●営業時間／ランチ11:00～15:00、ディナー17:00～ 23 :00
●定休日／不定休　※営業時間及び店休日は、お問い合わせください。

●席数／１階40名、２階個室 ５名×２室・8名×2室

◉駐車場完備
　（約30台）

※キッズルームあり！

大網白里市季美の森南3-3-6  TEL.0475-77-8885
三井製パンカフェ&ガーデン

大網白里市駒込1203-5 TEL.0475-86-7800
一軒家ダイニングわいわい

　勝浦の天草を使った手作り寒天と
無添加のソフトクリームで作るクリー
ムあんみつが一番のおすすめ。ほか
にも、イタリアで修行した、アミコー
ノ自由が丘のジェラートで作る茶パ
フェや、オーガニック食材で作るパン
などメニューは盛りだくさん。

　炭火焼肉と洋食を中心
に、地域にふさわしい数々
の逸品料理が自慢の一軒
家レストラン。ワイン、カク
テルをはじめ豊富なドリン
クも魅力的です。2階には、
個室も完備していて、オ
シャレだけど気取らない
ゆっくりと過ごせる「憩い
の場」を提供しています。

広いテラスは、わんちゃんと一緒にくつろげる魅力あふれる空間

おすすめメニュー

・茶パフェ
￥1,３２0（税込)
・クリームあんみつ
￥748
    （税込)

東金ICから車で5分、季美の森にある
                     のんびりカフェ！

おすすめメニュー

大網駅より徒歩８分、
オシャレな飲食店。

ローストビーフ丼
￥1,000 （税込)
ローストビーフ丼
￥1,000 （税込)

炭火焼厚切り
牛タンステーキ
￥2,420 （税込)

数量限定希少部位
高級A5ランク
数量限定希少部位
高級A5ランク人気

ランチ
人気
ランチ

店内

1日2食
限定！
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（次回発行／2021年8月20日）

LINEからも
「日本百選 of ちば」を
配信しています。

正解は→③スマートインターチェンジ




