
番号 ため池名 所在地 番号 ため池名 所在地

1 石原池 倉久 76 根頃溜池 山口
2 多々羅池 四郎丸 77 大谷溜池 山口
3 一丁田（上）池 四郎丸 78 鳴水溜池 山口
4 一丁田池 四郎丸 79 ジリメキ下溜池 山口
5 天王寺池 宮田 80 杉谷溜池 竹原
6 鳴谷池 本城 81 高野溜池 高野
7 小野田池 龍徳 82 阿弥陀ヶ峯溜池 平
8 柳原池 倉久 83 新溜池 平
9 赤木池 倉久 84 井の浦溜池 平
10 百合野池 四郎丸 85 多々良溜池 稲光
11 山浦池 四郎丸 86 宇佐宮溜池 稲光
12 篠の浦池 倉久 87 佛供田溜池 稲光
13 堂の浦池 下有木 88 米の山溜池 稲光
14 南ヶ浦池 下有木 89 神野溜池 黒丸
15 草場谷池 下有木 90 長谷溜池 黒丸
16 平原池 芹田 91 赤坂溜池 黒丸
17 崎田池 上有木 92 谷の上溜池 黒丸
18 口ヶ坪池 下有木 93 六反田（尾園）溜池 黒丸
19 勝負尻池 芹田 94 原溜池 黒丸
20 抽の尻池 長井鶴 95 清水第二溜池 黒丸
21 布谷池 宮田 96 正田溜池 小伏
22 前隈池 宮田 97 出口溜池 乙野
23 鬼ヶ口新池 宮田 98 縄手添溜池 小伏
24 大道池 宮田 99 井下田第二溜池 乙野
25 蝉川池 宮田 100 乙丸溜池 下
26 荒谷の下池 宮田 101 新規庵溜池 下
27 浦田池 宮田 102 新堤溜池 下
28 柳池 上大隈 103 鉛溜池 下
29 隠田新池 磯光 104 甚吉溜池 下
30 隠田池 磯光 105 立田溜池 湯原
31 日暮池 磯光 106 大越溜池 湯原
32 松尾池 磯光 107 勝負坂溜池 乙野
33 いやの谷池（上） 磯光 108 出口（２）溜池 乙野
34 くらん谷池 磯光 109 後溜池 乙野
35 しいら池 磯光 110 五反田溜池 乙野
36 れいれんじ池 磯光 111 龍王ヶ池溜池 乙野
37 長浦池 磯光 112 藤ヶ坂溜池 乙野
38 ゆみた池 鶴田 113 庵谷第二溜池 乙野
39 小原池 鶴田 114 原溜池 縁山畑
40 清水ヶ浦池 鶴田 115 新堤上溜池 山口
41 柿ヶ坂池 鶴田 116 岡田新溜池 山口
42 相手無池 龍徳 117 谷溜池 稲光
43 二の坪池 倉久 118 城の内溜池 金生
44 幸の浦池 倉久 119 田淵溜池 金生
45 上春田池 倉久 120 牛谷上溜池 原田
46 四ツ町池 四郎丸 121 尺野溜池 原田
47 下口池 龍徳 122 蓮ケ浦池 倉久
48 山の持池 龍徳 123 五反田溜池 山口
49 河内池 上有木 124 大振溜池 山口
50 谷底池 上有木 125 ジリメキ上溜池 山口
51 山の鼻池 芹田 126 高田溜池 竹原
52 所田池 宮田 127 清水第一溜池 黒丸
53 布谷新池 宮田 128 井下田溜池 小伏
54 浦田上池 宮田 129 海仙庵（井下田） 脇田
55 びくに谷池 鶴田 130 海仙庵（安河内） 脇田
56 東蓮寺新池 倉久 131 乗越溜池 脇田
57 岩崎新池 四郎丸 132 野田原溜池 湯原
58 才明寺新池 四郎丸 133 山神溜池 湯原
59 野峠溜池 金生 134 浄光庵溜池 湯原
60 新溜池 金生 135 庵谷堤溜池 乙野
61 小僧ヶ浦溜池 金生 136 浦の田溜池 芹田
62 カラセ谷溜池 金生 137 藪の内新池 四郎丸
63 浦の谷溜池 金生 138 隠谷池 本城
64 興農溜池 金生 139 中の浦池 下有木
65 古賀の原溜池 金生 140 蛭田池 龍徳
66 牛谷中溜池 原田 141 いやの谷池（下） 磯光
67 牛谷下溜池 原田 142 実成溜池 金生
68 大谷上溜池 原田 143 ヤナブダニ溜池 山口
69 大谷下溜池 原田 144 前谷溜池 山口
70 清水谷溜池 原田 145 松尾溜池 黒丸
71 釜底溜池 水原
72 梅木溜池 金丸
73 堀の内溜池 沼口
74 谷底溜池 山口
75 萩の浦溜池 沼口

ため池浸水想定区域図一覧表


