
No. ため池の名称 所在地

1 観音寺池 観音寺市出柞町574

2 出作池 観音寺市出柞町571

3 亀尾池 観音寺市池之尻町539-1

4 小原池 観音寺市新田町小原82

5 岡池 観音寺市原町寺西1521

6 塩井池 観音寺市粟井町字母神1000

7 鶴沢池 観音寺市古川町字南下1093地先

8 三谷池 観音寺市池之尻町1105

9 宮池 観音寺市高屋町1128

10 善僧池 観音寺市流岡町5

11 大谷池 観音寺市新田町268

12 扇池 観音寺市原町1521

13 作家池 観音寺市新田町1424

14 重兵池 観音寺市新田町砂磯1689-1

15 国金池 観音寺市新田町5248

16 臍池 観音寺市原町大通寺308-2

17 増穂池 観音寺市原町有広835

18 北田井池 観音寺市栗井町字母神1942

19 城谷池 観音寺市粟井町字土佛3077

20 藤ノ谷池 観音寺市粟井町字藤ﾉ谷2895

21 柚之駒池 観音寺市粟井町字池ﾉ内3902

22 大造池 観音寺市粟井町字池ﾉ内4815-11地先

23 早苗池 観音寺市植田町962

24 一ノ谷池 観音寺市中田井町858-1

25 仁池 観音寺市池之尻町573

26 土井之池 観音寺市柞田町字池崎1509

27 岩鍋池 観音寺市粟井町字片山3123

28 粟井新池 観音寺市粟井町字池ﾉ内3647

29 逆瀬池 観音寺市粟井町字東谷口4620

30 谷池 観音寺市池ノ尻町1322地先

31 丸山池 観音寺市大野原町萩原90

32 今井田下池 観音寺市大野原町大野原字屋敷5238

33 砥石川池 観音寺市豊浜町箕浦字平山甲874

34 鴨池 観音寺市豊浜町和田字新畑甲3039､3038

35 大坪西池 観音寺市豊浜町和田字大坪丙23-97

36 弦池 観音寺市豊浜町箕浦字弦池甲1773

37 箕池 観音寺市豊浜町箕浦字池ﾉ内甲259

38 姥ヶ懐池 観音寺市豊浜町和田字姥ｹ懐甲3738

39 長谷池 観音寺市豊浜町和田浜字池下1

40 河内池 観音寺市豊浜町和田字大谷丙90
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41 野々池 観音寺市豊浜町和田字中尾甲2162

42 丸山池 観音寺市大野原町田野々字唐谷609-1地先

43 唐谷池 観音寺市大野原町田野々字唐谷596地先

44 新池 観音寺市大野原町田野々字竹ﾉ谷428

45 奥池 観音寺市大野原町田野々字竹ﾉ谷396

46 坂口池 観音寺市大野原町田野々字坂口350

47 有松池 観音寺市大野原町井関字善方482

48 大亀池 観音寺市大野原町萩原字東大造626

49 大造上池 観音寺市大野原町萩原字東大造577

50 大造下池 観音寺市大野原町萩原字西大造407

51 高尾下池 観音寺市大野原町萩原字高尾337

52 高尾上池 観音寺市大野原町萩原字高尾339

53 蓮池 観音寺市大野原町萩原字切留52

54 奥池 観音寺市大野原町萩原字大谷2828

55 西間谷池 観音寺市大野原町丸井字西間谷1975

56 志留谷池 観音寺市大野原町丸井字志留谷1583

57 豆塚小池 観音寺市大野原町大野原字豆塚6780

58 清水中池 観音寺市大野原町大野原字清水池5305

59 高丸池 観音寺市大野原町大野原字清水池5375

60 袂池 観音寺市大野原町大野原字袂下7501

61 阿弥陀池 観音寺市大野原町大野原字阿弥陀池6133-1地先

62 大谷池 観音寺市大野原町萩原字寺家下2903

63 大池 観音寺市大野原町丸井字池下173

64 井関池 観音寺市大野原町井関字大池1

65 千歳池 観音寺市大野原町大野原字二葉41

66 代之池 観音寺市大野原町丸井字平岡1049

67 瀬戸池 観音寺市大野原町福田原字池奥641

68 二葉池 観音寺市大野原町大野原字二葉2-24

69 梅花池 観音寺市大野原町丸井字梅花1898

70 前池 観音寺市大野原町萩原字高尾221

71 空池 観音寺市大野原町萩原字東大造608

72 空池 観音寺市大野原町萩原字寺上2819

73 谷池 観音寺市大野原町丸井字池ﾉ内1385

74 山木田池 観音寺市豊浜町和田字中山田乙427

75 室本池 観音寺市室本町795

76 みぞれ池 観音寺市高屋町2539

77 バラヤ池上池 観音寺市原町母神1396

78 辻屋池 観音寺市新田町288

79 賀ヶ津池 観音寺市粟井町字母神2867

80 茨谷池 観音寺市大野原町萩原字大谷2887地先
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81 羽子池 観音寺市大野原町丸井字中尾970

82 文政池 観音寺市大野原町福田原字文政540

83 段ノ池 観音寺市大野原町大野原字段ﾉ畑7204

84 長尾池 観音寺市豊浜町和田字西ﾉ山493

85 庄屋池 観音寺市豊浜町箕浦字東堀切甲1735

86 中池 観音寺市高屋町1993

87 下池 観音寺市高屋町1992

88 筆賀池 観音寺市村黒町71

89 五月池 観音寺市植田町853

90 豆葉池 観音寺市新田町砂磯1753

91 広庄池 観音寺市柞田町広庄乙3119

92 双子池 観音寺市木之郷町54-6

93 大滝池 観音寺市高屋町1329

94 荒田池 観音寺市高屋町1505

95 向池 観音寺市高屋町2566

96 慢陀羅池 観音寺市村黒町91

97 宗田池 観音寺市植田町2

98 赤土池 観音寺市植田町971

99 西赤土池 観音寺市出柞町612

100 上池 観音寺市池之尻町995

101 鎮守池 観音寺市池之尻町三谷1185

102 大原下池 観音寺市新田町240

103 粟屋池 観音寺市新田町1960-1

104 籠池 観音寺市原町2330

105 谷田池 観音寺市木之郷町490

106 村池 観音寺市大野原町内野々字北尾372

107 段ノ上池 観音寺市大野原町大野原字切留7312

108 加護池 観音寺市豊浜町和田浜字荒神下195-1

109 鶴亀池 観音寺市豊浜町和田字高尾甲2223

110 野々池中池 観音寺市豊浜町和田字野々池甲2868

111 代ヶ僧池 観音寺市豊浜町和田字代ｹ僧甲3342

112 大坪上池 観音寺市豊浜町和田字大坪丙23-103

113 弓池 観音寺市豊浜町箕浦字弓池甲2145

114 苗代池 観音寺市豊浜町和田字代ｹ僧甲3083

115 丸山池 観音寺市豊浜町和田字丸山甲1844-2

116 荒神池 観音寺市池之尻町973

117 新池 観音寺市原町大通寺464

118 大谷上池 観音寺市粟井町字大谷2913

119 豊稔池 観音寺市大野原町五郷田野々字

120 前池 観音寺市大野原町萩原字寺上2739
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121 堀切池 観音寺市豊浜町箕浦字山分乙81-119

122 古林池 観音寺市豊浜町箕浦字西ﾉ山甲1613-1

123 天王池 観音寺市高屋町字天王2283

124 白田池 観音寺市高屋町1233


