
No. ため池の名称 所在地

1 船原下池 さぬき市大川町富田東393

2 薬師谷下池 さぬき市大川町富田東1738

3 薬師谷池 さぬき市大川町富田東1737

4 吉池 さぬき市大川町富田東1682

5 八剣池 さぬき市大川町富田東690

6 新池 さぬき市大川町富田東377

7 田面新池 さぬき市大川町田面1045

8 弥勒池 さぬき市大川町富田中3517

9 広谷池 さぬき市大川町南川208

10 菖蒲谷池 さぬき市大川町南川268

11 浦谷上池 さぬき市大川町南川389

12 坪屋下池 さぬき市大川町南川328

13 坪屋上池 さぬき市大川町南川329

14 添谷池 さぬき市大川町南川811

15 長行池 さぬき市志度5036

16 砂池 さぬき市志度5317

17 元屋池 さぬき市志度5258

18 奥池 さぬき市志度5230

19 上池 さぬき市志度5239

20 八ッ上池 さぬき市志度1619

21 平谷上池 さぬき市志度1711

22 中谷下池 さぬき市鴨庄2261

23 中谷中池 さぬき市鴨庄2262

24 中谷新池 さぬき市鴨庄2263

25 北谷池 さぬき市鴨庄4498

26 野上池 さぬき市鴨庄4201

27 奥ノ谷下池 さぬき市鴨庄2763

28 奥谷中池 さぬき市鴨庄2764

29 東池 さぬき市鴨庄3505

30 白方上池 さぬき市鴨庄3576

31 白方中池 さぬき市鴨庄3568

32 白方下池 さぬき市鴨庄3566

33 白川原大池 さぬき市鴨部5108

34 上池 さぬき市鴨部5663

35 八ッ池 さぬき市鴨部6236

36 宮下中池 さぬき市鴨部2883

37 北谷池 さぬき市鴨部2451

38 御所中池 さぬき市鴨部2187

39 北谷上池 さぬき市鴨部3071

40 宮下奥池 さぬき市鴨部2875

防災重点農業用ため池一覧表（さぬき市）
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41 大空新池 さぬき市小田730-3

42 桜ヶ谷中池 さぬき市小田438

43 桜ヶ谷下池 さぬき市小田441

44 仁兵谷下池 さぬき市小田1143

45 仁兵谷上池 さぬき市小田1144

46 切池 さぬき市小田957

47 合蔵池 さぬき市小田1459

48 蛇池 さぬき市寒川町神前6

49 双の池 さぬき市寒川町石田東甲1230

50 東王田池 さぬき市寒川町石田西1571-1

51 中王田池 さぬき市寒川町石田西1531-1

52 布勢池 さぬき市寒川町石田東甲658

53 御田神辺池 さぬき市寒川町石田東甲1539

54 明神池 さぬき市寒川町石田東甲3500

55 上池 さぬき市寒川町石田西2157

56 安戸池 さぬき市寒川町石田西2549-1

57 花の山池 さぬき市寒川町石田西3267

58 上新池 さぬき市造田宮西1937

59 下新池 さぬき市造田宮西1936-5

60 野間池 さぬき市造田乙井33-1

61 長池 さぬき市昭和5664

62 喜四郎谷下池 さぬき市昭和5653

63 熊田池 さぬき市昭和1101

64 宮池 さぬき市長尾名1672

65 新池 さぬき市前山223

66 石神池 さぬき市長尾名1180

67 入道池 さぬき市大川町富田東549

68 阿条谷池 さぬき市大川町田面286

69 蛇池 さぬき市大川町田面811

70 金香池 さぬき市大川町富田西2208

71 西地上池 さぬき市大川町南川23

72 藤本池 さぬき市志度3044

73 牛次郎池 さぬき市志度5255

74 新田下池 さぬき市鴨庄3352

75 楠木池 さぬき市鴨部4733

76 赤坂北池 さぬき市鴨部5877

77 摺鉢池 さぬき市鴨部6669

78 きんかん池 さぬき市鴨部6972

79 奥池 さぬき市鴨部7097

80 鳴滝池 さぬき市鴨部2450
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81 御医者上池 さぬき市鴨部1651

82 空池 さぬき市小田1912

83 下池 さぬき市寒川町神前644

84 新池 さぬき市昭和6198

85 山田大池 さぬき市前山1153

86 赤池下池 さぬき市大川町富田西1577

87 室沖池 さぬき市鴨庄3735

88 四番池 さぬき市鴨部5453

89 中池上池 さぬき市寒川町神前3018

90 中池下池 さぬき市寒川町神前3019

91 大山砂池 さぬき市津田町鶴羽2597

92 富士池 さぬき市津田町鶴羽1877-1

93 明後谷池 さぬき市津田町鶴羽1868-1

94 隠谷大池上池 さぬき市津田町鶴羽1036

95 隠谷大池下池 さぬき市津田町鶴羽933-1

96 下池 さぬき市津田町鶴羽400-1

97 御座田上池 さぬき市津田町津田435

98 御座田下池 さぬき市津田町津田436-1

99 比與田上池 さぬき市津田町津田1975-3地先

100 比與田下池 さぬき市津田町津田1975-4地先

101 本谷上池 さぬき市津田町津田2347

102 本谷中池 さぬき市津田町津田2348

103 本谷末池 さぬき市津田町津田2349

104 本谷下池 さぬき市津田町津田2350

105 船原上池 さぬき市大川町富田東395

106 奥谷下池 さぬき市大川町富田東374

107 奥の谷池 さぬき市大川町田面889

108 東谷池 さぬき市大川町田面1243

109 森行新池 さぬき市大川町田面3559

110 羽鹿池 さぬき市大川町富田中3189

111 美池 さぬき市大川町富田中450

112 杉ノ谷池 さぬき市大川町富田中9

113 田辺池 さぬき市大川町富田西1621-1

114 五井池 さぬき市大川町富田西1650-1

115 赤池 さぬき市大川町富田西1704

116 あし田池 さぬき市大川町富田西2135

117 筒野新池 さぬき市大川町富田西1892

118 花池 さぬき市志度2580

119 分木池 さぬき市志度2593

120 津村下池 さぬき市志度4624
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121 津村中池 さぬき市志度4615

122 渕田池 さぬき市志度3769

123 藤井大池 さぬき市志度3501

124 間川上池 さぬき市志度3225

125 用心池 さぬき市志度5256

126 平竹池 さぬき市志度3973

127 天野北池 さぬき市志度1522

128 前池 さぬき市志度1717

129 末大池 さぬき市末1545-1

130 墓の谷池 さぬき市末1607

131 末新池 さぬき市末909

132 山脇上池 さぬき市鴨庄2701

133 山脇下池 さぬき市鴨庄2706

134 奥谷上池 さぬき市鴨庄2765

135 東奥池 さぬき市鴨庄380

136 北山中池 さぬき市鴨庄3897

137 大井新池 さぬき市鴨庄1690

138 岩見池 さぬき市鴨部5848

139 天神池 さぬき市鴨部7183-1

140 宮下下池 さぬき市鴨部2887

141 成山池 さぬき市鴨部1702

142 北谷下池 さぬき市鴨部3080

143 カリマタ池 さぬき市寒川町神前635

144 新池 さぬき市寒川町神前636

145 スリバチ池 さぬき市寒川町神前634

146 奥谷下池 さぬき市寒川町神前630

147 奥谷中池 さぬき市寒川町神前629

148 奥谷上池 さぬき市寒川町神前628

149 大池 さぬき市寒川町神前588

150 源田池 さぬき市寒川町神前589

151 スナ池 さぬき市寒川町神前590

152 鴨池 さぬき市寒川町神前7

153 奥谷池 さぬき市寒川町神前34

154 東遊良池 さぬき市寒川町神前1918

155 中池 さぬき市寒川町石田東甲2238

156 儀佐衛門池 さぬき市寒川町石田東甲2237

157 二つ池 さぬき市寒川町石田西3523

158 鳥池 さぬき市寒川町石田西2410

159 奥池 さぬき市造田宮西1826

160 障泥池 さぬき市昭和6096
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161 観音池 さぬき市昭和5937

162 墓土池 さぬき市昭和5561

163 岩手池 さぬき市造田宮西1626

164 造田下池 さぬき市造田是弘1662

165 谷池 さぬき市昭和5446

166 青木池 さぬき市造田是弘321

167 金通池 さぬき市造田野間田873

168 前ノ池 さぬき市造田野間田498

169 蓮池 さぬき市造田野間田451

170 菰ヶ池 さぬき市昭和3260

171 成就池 さぬき市長尾西1160

172 新ノ池 さぬき市長尾東1847

173 荒池 さぬき市長尾名1333

174 須合谷池 さぬき市長尾名1544

175 長谷池 さぬき市長尾東2495

176 砂池 さぬき市長尾東2603

177 天神池 さぬき市津田町鶴羽1177-2

178 大社池（下） さぬき市造田是弘甲1350

179 寺池 さぬき市造田是弘1245

180 宮奥下池 さぬき市津田町津田2699

181 宮奥中池 さぬき市津田町津田2697

182 宮奥上池 さぬき市津田町津田2675-45地先

183 奥池 さぬき市大川町田面920

184 山田池 さぬき市大川町田面1433

185 西釜下池 さぬき市大川町田面2199

186 長福寺池 さぬき市大川町富田中1107

187 浦谷小池 さぬき市大川町南川390

188 浦谷下池 さぬき市大川町富田中149

189 中池 さぬき市大川町富田西1759

190 西地下池 さぬき市大川町南川24

191 白羽中池 さぬき市志度3074

192 西谷池 さぬき市志度3893

193 はす池 さぬき市志度5313

194 仲間池 さぬき市志度5257

195 庵池 さぬき市志度5270

196 天神池 さぬき市末1244

197 谷池１ さぬき市末1419

198 奥池 さぬき市鴨庄2296

199 中池 さぬき市鴨庄2297

200 すりばち池 さぬき市鴨庄3189
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201 田中大池 さぬき市鴨部6618

202 篭の池 さぬき市鴨部1708

203 御医者下池 さぬき市鴨部1642

204 前谷中池 さぬき市鴨部3240

205 ゴンサカ池 さぬき市小田2339

206 オレンジ池 さぬき市志度5080-89

207 上池 さぬき市寒川町神前645

208 北谷上池 さぬき市寒川町神前3043

209 北谷下池 さぬき市寒川町神前3044

210 池ノ内下池 さぬき市寒川町神前2988

211 広瀬池 さぬき市寒川町神前1295

212 竹林池 さぬき市寒川町石田西3415

213 あいあい池 さぬき市昭和1053

214 さいもんしろ池 さぬき市長尾名1399

215 中間池 さぬき市多和力石57

216 細田池 さぬき市津田町鶴羽821

217 東良谷下池 さぬき市津田町鶴羽2298

218 西の上池 さぬき市津田町鶴羽969

219 三崎池 さぬき市津田町鶴羽315

220 神ノ下池 さぬき市津田町津田547

221 山下３号池 さぬき市津田町津田692

222 長尾２号池 さぬき市津田町津田1866

223 床西池 さぬき市大川町富田東1242

224 北山池 さぬき市大川町富田東1491

225 砂止池 さぬき市大川町富田東409

226 横枕池 さぬき市大川町富田東420

227 裏山池 さぬき市大川町田面611

228 奥池 さぬき市大川町富田中600

229 西の山池 さぬき市大川町富田西3490

230 梶原上池 さぬき市末728

231 田村池 さぬき市鴨庄3145

232 北谷池 さぬき市鴨庄1050

233 中谷池 さぬき市鴨庄1371

234 大上池 さぬき市鴨部4944

235 又地池 さぬき市鴨部7283-1

236 奥の池 さぬき市鴨部1799

237 前谷下池 さぬき市鴨部3239-1

238 大串池 さぬき市小田2655-1

239 新池 さぬき市小田947

240 とらがし池 さぬき市小田1876
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241 玉貴池 さぬき市寒川町神前2970

242 林下池 さぬき市寒川町石田西1627

243 下池 さぬき市造田是弘1919

244 馬池 さぬき市造田野間田775

245 八町谷下池 さぬき市前山32

246 砂後田池 さぬき市前山417

247 佛池 さぬき市多和相草東46

248 いのかま北池 さぬき市多和額西17

249 川西池 さぬき市多和東谷110

250 木村池 さぬき市多和菅谷68

251 白羽池 さぬき市昭和乙77-14

252 家の前池 さぬき市大川町田面3090-1

253 下池 さぬき市寒川町石田西2725-1

254 田中池 さぬき市多和竹屋敷146

255 新池 さぬき市鴨部1709-57

256 日打山下池 さぬき市末696

257 真如堂池 さぬき市鴨庄1139

258 御所新池 さぬき市鴨部2185-6

259 上新池 さぬき市津田町鶴羽2548-4

260 宮本池 さぬき市志度1338

261 山下池 さぬき市志度4758-1

262 ゴーロー下池 さぬき市志度5342

263 石川池 さぬき市末762

264 中池 さぬき市鴨庄3632

265 西谷池 さぬき市鴨部1715-6

266 網野下池 さぬき市鴨部1716-5

267 山神池 さぬき市津田町鶴羽2370-1

268 三田池 さぬき市津田町津田592

269 ショケアン池 さぬき市津田町津田87

270 蓮池１号池 さぬき市津田町津田2371

271 寿池 さぬき市津田町津田2732

272 北山中池 さぬき市志度1417

273 長尾池 さぬき市鴨庄2351

274 権元谷池 さぬき市鴨部1694-8

275 鮎帰新池 さぬき市大川町田面1636-4

276 野丹谷新池 さぬき市寒川町石田西2431

277 喜正田池 さぬき市大川町田面2595

278 野丹谷中池 さぬき市寒川町石田西2433-2

279 笹尾谷一号池 さぬき市大川町田面691

280 新池 さぬき市大川町田面2176
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281 新三池 さぬき市大川町田面1652

282 下池 さぬき市大川町富田西857

283 在塚池 さぬき市昭和5025

284 向奥池 さぬき市前山1417

285 屋敷池 さぬき市大川町田面816-1

286 藤池 さぬき市大川町田面2239-17

287 桑苗池 さぬき市大川町富田中3495-1

288 寒川上池 さぬき市寒川町神前2818

289 寒川下池 さぬき市寒川町神前2820

290 山田上池 さぬき市造田宮西1899

291 北山池 さぬき市造田是弘1612

292 石浜Ⅰ号池 さぬき市昭和乙144-2

293 上池 さぬき市大川町富田西847


