
ため池名称 所在地
1 新池 屋島東町明神1055
2 蓮池上池 鬼無町佐藤774番
3 石ヶ谷下池 植松町365
4 石ヶ谷上池 植松町368
5 西之下池 中山町226
6 新池 中山町408
7 坂の池 中山町1288
8 根香奥池 中山町1475
9 北山池 亀水町802
10 北山上池 亀水町804
11 原池上池 亀水町1316
12 みかん池 庵治町字鎌野東4739
13 増田池３号 庵治町字生ﾉ国3324
14 赤坂新池 香川町浅野山田2577
15 北谷下池 香川町川東上丸山2509
16 北谷上池 香川町川東上丸山2507
17 南谷上池 香川町川東上上丸山2552
18 長田奥池 香川町川内原長田696ｰ2
19 斉藤池 香南町由佐2142ｰ1
20 中池 三谷町北山4757
21 夷池1 香西西町801
22 袋屋池 神在川窪町414
23 平見池 植松町436
24 前池 中山町213
25 中の谷池 中山町374
26 袋屋池 生島町393
27 木出池 亀水町19
28 亀の子池 牟礼町牟礼3633
29 奥池 牟礼町牟礼3676
30 中池 牟礼町牟礼3675
31 バサマ池 牟礼町牟礼3503
32 貫政池 牟礼町牟礼3291
33 清水上池 牟礼町牟礼3353
34 天神下池 牟礼町牟礼1785
35 石ヶ谷池 牟礼町牟礼640
36 春の木前池 牟礼町牟礼643
37 南谷池 牟礼町牟礼1563
38 土手の内池 庵治町字湯谷東2141
39 小中谷池 庵治町字松尾2305
40 内田池 庵治町字高砂4593
41 藤沢東池 塩江町西桶739
42 ニゴリ池 香川町浅野山田2543-1
43 大谷池 香川町川内原北原1460
44 田渡下池 香川町川東上高見190
45 牧野池 香南町横井1041ｰ1
46 寺池 国分寺町新居字西谷3373
47 葛谷東大池 西植田町7532外
48 吉原仲池 三谷町水込2863
49 新池 中間町南井手上1049
50 山田池 鬼無町佐料538
51 清水下池 鬼無町是竹250
52 清水上池 鬼無町是竹382
53 石ヶ谷池 植松町384
54 宮池 生島町400
55 亀水原池 亀水町1315
56 源氏池 牟礼町牟礼3372
57 松井池 牟礼町牟礼1780
58 宮池 牟礼町牟礼1685
59 二ツ池 牟礼町大町399

【高松市】

特定農業用ため池の指定一覧



60 中代長池 牟礼町大町1455
61 ツブ池 香川町川東上上丸山2582
62 中池 香川町川東上上丸山2583
63 芳池 香川町川内原字西原589番
64 来善池 香川町川内原字来善624番
65 川上池 香川町川東上川上99
66 惣物上池 香南町岡988
67 梶原池 香南町岡878
68 奥谷下池 香南町岡1417
69 赤池 香南町由佐2222
70 亀底池 高松町1443
71 コモガヤ下池 香川町川内原西原600
72 藤重池 屋島東町北石場208
73 谷池 屋島東町北石場220
74 小池 屋島東町間743-1
75 上池 屋島東町間751-1
76 坂本池 屋島東町間756
77 開池 屋島東町大久保1044-1
78 法泉池 屋島東町平尾1280
79 藤本池 屋島東町 各ﾉ下1362-1
80 寺池 高松町1523
81 文男池 西植田町相米4283-4
82 小原池 三谷町北山4733
83 菖蒲池 御廐町西山1880
84 川窪奥池 神在川窪町212
85 白池 神在川窪町308
86 前池 植松町113
87 横池 植松町154
88 つんぼ池 中山町209
89 前池上池 中山町216
90 中の谷下池 中山町363
91 三ツの池 中山町392
92 小坂北池 亀水町155
93 原池 女木町分田265
94 嘉年次池 牟礼町牟礼3316
95 清水下池 牟礼町牟礼3345
96 八栗谷谷池 牟礼町牟礼3362
97 八栗谷上池 牟礼町牟礼3356
98 小池上池 牟礼町牟礼1705
99 白砂小池 牟礼町牟礼704
100 六谷新池 牟礼町牟礼669
101 女郎池 牟礼町牟礼624
102 すり鉢池 牟礼町大町344
103 浜奥下池 牟礼町原2304
104 ジンロク池 庵治町字北村1378
105 がま池中池 庵治町字高尻2900
106 稲田池 塩江町北畑47
107 向井池 香川町浅野東赤坂2720ｰ2
108 宮西中池 香川町川東下清谷1177
109 大谷下池 香川町川東上山ﾉ上648
110 オナツ池 香川町東谷天神1223
111 調節池 香川町東谷日向208-1
112 調節池 香川町東谷遅越331-1
113 台目池 香川町川東上台目2359
114 渡辺池 香南町由佐2166ｰ2
115 奥池２号 香南町西庄2420ｰ11
116 北浦西池 国分寺町柏原字南側541
117 宮窪上池 屋島東町女向羅20-1
118 宮窪下池 屋島東町女向羅25
119 松本１号池 屋島東町別場42
120 松本２号池 屋島東町間家44

特定農業用ため池の指定一覧

【高松市】



121 木村下池 屋島東町新開1150-1
122 小泉池 屋島西町飛石625
123 山口下池 屋島西町浜畠2241-3
124 新池 高松町1095-1
125 白井池 高松町1427
126 新池 新田町甲1718
127 塩田上池 東植田町3059-2
128 谷之奥池 東植田町3496
129 南中原下池 池田町南中原221
130 中谷上池 西植田町東浦山21
131 吉田池 西植田町下森本2667
132 上原池 西植田町中谷3731
133 茶の木谷池 西植田町生枯4581
134 山田上池 西植田町奥中谷5977
135 内海池 西植田町脇ﾉ坊6535-3
136 西大谷池 三谷町雨山西1773
137 中池 三谷町平石西2010
138 ノタ池 三谷町平石西2013
139 北地上池 三谷町北地4058
140 北地下池 三谷町北地4061
141 松本下池 三谷町馬山4326
142 東原池 三谷町馬山4327
143 春日池 三谷町北山4740
144 豊島池 岡本町624
145 田中池 岡本町629
146 松原池 西山崎町1205-1
147 奥谷上池 西山崎町1296
148 平尾池 香西西町472
149 平尾池 香西西町494
150 浜崎池 香西西町695
151 住吉上池 神在川窪町139
152 高橋池 神在川窪町348
153 山下池 神在川窪町356
154 白池 神在川窪町416
155 稲田池 植松町262
156 つぶの池 植松町317
157 奥の池小池 植松町394
158 奥の池新池 植松町407
159 西之上池 中山町225
160 平木池 中山町253
161 東池 中山町319
162 山家下池 中山町344
163 山家上池 中山町348
164 金平池 中山町378-5
165 堂の池 中山町637
166 根香水元池上池 中山町1505-11
167 根香水元池下池 中山町1505-12
168 小坂中池 亀水町164
169 亀の子下池 牟礼町牟礼3634
170 私池 牟礼町牟礼3674
171 鈴木下池 牟礼町牟礼3647
172 中村池 牟礼町牟礼3558
173 門の池 牟礼町牟礼3515
174 忠平上池 牟礼町牟礼3382ｰ1
175 谷池 牟礼町牟礼2906
176 小池下池 牟礼町牟礼1708
177 菰ヶ池 牟礼町牟礼1739
178 菰ヶ池 牟礼町牟礼658
179 竜子上池 牟礼町牟礼610
180 一郎右ェ門池 牟礼町牟礼363
181 開田上池 牟礼町牟礼653

特定農業用ため池の指定一覧

【高松市】



182 天神上池 牟礼町牟礼618
183 護神上池 牟礼町大町371
184 平治池 牟礼町大町1414
185 羽間中池 牟礼町大町1706
186 近藤池 牟礼町原2156
187 蓮池 牟礼町大町2170ｰ1
188 兵庫上池 庵治町字新開219
189 兵庫下池 庵治町字新聞204
190 北谷池 庵治町字新聞348
191 岡戸下池 庵治町字松尾2345
192 岡戸上池 庵治町字松尾2345ｰ1
193 長谷池 庵治町字尼ｹ坂2564
194 切池 庵治町字天神東3419
195 開池１号 庵治町字天神東3371
196 奥の坊下池 庵治町字鎌野東4791
197 土居池 塩江町高畑1401
198 美女池 塩江町北畑42
199 家上の池 塩江町川地11
200 藤野上池 塩江町五味尾90
201 西原池 塩江町小向乙675-1
202 北山田大池 塩江町奥野364
203 一万集会場浦池 塩江町香堂2286ｰ1
204 中ノ谷池 塩江町中下所2587-8
205 横岡筆助池 香川町浅野南横岡1276ｰ1
206 飯田原池 香川町川内原飯田原13
207 大池 香川町川内原生枯1508ｰ2
208 大沢池 香川町東谷日向290
209 中内池 香川町安原下下倉下第3号1782
210 岡池 香川町安原下下倉下第3号1874
211 森池 香川町安原下鮎滝上第3号398ｰ2
212 三好池 香川町安原下金光第3号1284
213 丸田小池 香南町岡742
214 新池上池 香南町岡1620
215 新池 香南町岡1621
216 大坪上池 香南町西庄2053ｰ1
217 丸山２号池 香南町由佐2700
218 呑原平池 香南町由佐2830ｰ3
219 中原下池 香南町西庄2381
220 蓮池 国分寺町新居字奥谷2837
221 巻ノ池 国分寺町新居字東谷3457
222 友池 国分寺町新居字西谷3415
223 住吉池 国分寺町新居字西谷3412
224 蛇池 国分寺町新居字西川西2187
225 富野池 国分寺町新居字西川西2177
226 水車池 国分寺町国分字山田1608
227 喜三次池丙 国分寺町国分字西山1371
228 音さん池 国分寺町国分字西山1324
229 庸信池 国分寺町国分字小万竹872
230 樽見池 国分寺町福家字影裏2071-2他
231 岡ノ天南池 国分寺町福家字上福家2289
232 籠池 国分寺町新名字立石2003
233 新池 国分寺町柏原字北鷲山1107
234 友吉下池 国分寺町柏原字北側691
235 見取屋池 国分寺町柏原字北側771
236 継信上池 屋島東町間753
237 檀ノ浦池 屋島東町柤ﾉ浦843
238 清水池 屋島東町池ﾉ内1778
239 瑠璃宝池 屋島東町屋島1812
240 久保松池 屋島西町飛石659
241 東神内池 西植田町下大西5799-7
242 豆木１号池 庵治町字篠尾4397

【高松市】

特定農業用ため池の指定一覧



ため池名称 所在地
1 岡一号池 飯山町上法軍寺1819

特定農業用ため池の指定一覧

【丸亀市】



ため池名称 所在地
1 蓮池 坂出市府中町3355
2 水本池 坂出市府中町5598
3 鎌田東下池 坂出市大池町264-1
4 山下池 坂出市西庄町字醍醐1504-20
5 富士見下池 坂出市富士見町2丁目1322

特定農業用ため池の指定一覧

【坂出市】



ため池名称 所在地
1 新池 東かがわ市小海401
2 渡瀬下池 東かがわ市与田山森兼391
3 渡瀬上池 東かがわ市与田山定国389

特定農業用ため池の指定一覧

【東かがわ市】



ため池名称 所在地
1 新池 仁尾町仁尾字家ﾉ浦庚24地先
2 天王上池 仁尾町仁尾字曽保甲1443
3 馬々谷池 高瀬町羽方西井手2753-8
4 大郷桜小池 高瀬町下麻大郷楼3616-13外3筆
5 宝池 高瀬町上麻梟谷乙643-1外3筆
6 ハス池 高瀬町下勝間新田958-2
7 田尾池 高瀬町上麻宗板2856
8 篠原池 高瀬町羽方了宜原502-1
9 則友3号 詫間町大浜甲1552
10 武士谷池上 財田町財田中字松尾4962ｰ2
11 林ノ谷池 高瀬町下麻林ﾉ谷2938
12 二ツ池上池 高瀬町上麻椛ﾉ木2037
13 則友２号 詫間町大浜甲1577-3
14 大正池 財田町財田上字上ﾉ内563
15 和成池 財田町財田上字上ﾉ内598ｰ2
16 武士谷池下 財田町財田中字松尾1281ｰ1
17 唐戸池 高瀬町下麻尾唐戸3767-106
18 新池 高瀬町下麻林ﾉ谷2926
19 大吉新池 高瀬町上麻大麻山乙1059-1
20 吉谷池 高瀬町上麻吉谷2468
21 西の口下池 高瀬町上麻下栂1433
22 家ノ上上池 高瀬町上麻下栂乙511-10
23 家ノ上下池 高瀬町上麻下栂乙511-8
24 忍池 高瀬町上麻懐口1222-2
25 柘ノ岡下池 高瀬町上麻樫谷1625-4
26 大谷池 高瀬町下麻向山4052-1
27 奥池 高瀬町佐股大苗代404
28 中尾上池 高瀬町佐股皿池甲1599
29 前ノ上池 高瀬町佐股黒島甲1380
30 浦ノ池 高瀬町佐股黒島甲1494-2
31 山池 高瀬町上高瀬原587-1
32 毛池 高瀬町上高瀬河原谷4562
33 上池 高瀬町上高瀬河原谷4608
34 長池 高瀬町上高瀬山奥2455
35 ぜこ新池 高瀬町上勝間西ﾉ脇4079-9
36 品八池 高瀬町上麻中尾乙121-10
37 伊藤池 山本町大野樋ﾉ本704
38 瓦峠池 三野町吉津山越甲2022-1
39 水出奥池３号 詫間町松崎2098
40 安藤池 仁尾町仁尾字詫間越戌282

【三豊市】

特定農業用ため池の指定一覧



ため池名称 所在地
1 大正池 土庄町大字滝宮字薬香乙150
2 昭和池 土庄町大字滝宮字大東乙289-1
3 第２大正池 土庄町大字滝宮字薬香乙170-1
4 稗田池 土庄町大字長浜字ﾋｴﾀﾞ甲761
5 唐櫃１号池 土庄町大字豊島唐櫃字高下2242-1地先
6 神豊池 土庄町大字豊島家浦字神庄3685地先
7 末広池 土庄町大字豊島甲庄字石摺295地先
8 天龍池 土庄町大字豊島家浦字硯218-1
9 渕の2号池 土庄町大字馬越字長坂乙20-5
10 馬石池 土庄町大字馬越字前浜甲273
11 家浦一号池 土庄町大字豊島家浦字増田3591-1地先
12 家浦二号池 土庄町大字豊島家浦字家条1492-6地先
13 木場芳池１ 土庄町大字馬越字丸山甲444

【土庄町】

特定農業用ため池の指定一覧



ため池名称 所在地
1 新中山池 小豆島町中山字谷奥2464地先
2 諸口新池 小豆島町安田字諸口乙58

【小豆島町】

特定農業用ため池の指定一覧



ため池名称 所在地
1 多田光池 三木町奥山1315

特定農業用ため池の指定一覧

【三木町】



ため池名称 所在地
1 小谷池 綾川町山田上甲491
2 大興寺下池 綾川町山田上甲1393
3 箸尾池 綾川町西分998
4 植田池 綾川町千疋字矢坪原乙2375-4
5 庄屋池 綾川町陶字北山田西1227-1外15筆
6 モズガ谷池 綾川町陶字十瓶山1566-3
7 西の池 綾川町陶字十瓶山1566-2

特定農業用ため池の指定一覧

【綾川町】


