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特定ため池指定箇所一覧（西区：①岩岡・神出周辺）

(令和4年10月31日時点)

ため池名称 読み 貯水量

(千m3)

大堤防池（宮ヶ谷調整池） おおていぼういけ（みやがたにちょうせいいけ） 西区 神出町古神223-49、-50他 200.0

恵美須堂池（戎堂池） えびすどういけ 西区 神出町古神字浦山223-109、-111、-112、-115～117 9.4

団子池 だんごいけ 西区 神出町古神字浦山223-3、-5 1.5

長治谷池 ちょうじだにいけ 西区 神出町字下ヶ岡207-1、208 11.0

中池（向井中池） なかいけ 西区 神出町古神字丸ヶ岡179-1、-2、188-3 5.0

上新池（向井上池） うわじんいけ 西区 神出町古神字丸ヶ岡180 3.4

金棒池 かなぼういけ 西区 神出町金棒池1-1、-2 206.8

大沢新池（大沢池） おおさわしんいけ 西区 神出町古神字浄念764-1、-3～7 60.7

新ノ池（大沢上新池） しんのいけ 西区 神出町古神字辻道732 5.8

塩田池 しおたいけ 西区 神出町古神字南大西878-1 8.0

万堡池 まんぽいけ 西区 神出町小束野字笠谷26-3 30.0

中池 なかいけ 西区 神出町東字山ノ尾1153他13筆 27.0

小束野池 こそくのいけ 西区 神出町小束野字雌岡30-8 134.0

入道ヶ池（相生池） にゅうどうがいけ（あいおいいけ） 西区 神出町小束野字入道鼻59 19.8

遊岩上池（相生池） あそびいわかみいけ 西区 神出町小束野42-14 8.1

口池 くちいけ 西区 神出町東字奥ノ垣990 27.0

合之池 ごうのいけ 西区 神出町東字合之池607 138.0

青池 あおいけ 西区 神出町東字山ノ尾1146 41.0

大皿池 おおざらいけ 西区 神出町東字大皿池1183-1、1187-1 89.0

大池 おおいけ 西区 神出町東字大池609 220.0

拍子ヶ池 ひょうしがいけ 西区 神出町東字拍子ヶ池606-1 107.0

笹池 ささいけ 西区 神出町東字笹池1181、1182-7、-8、-43、-45 44.0

和田１号池 わだいちごういけ 西区 神出町南新苅屋谷621-42 15.0

鍋谷池 なべたにいけ 西区 神出町南字釜谷1306、1307、1320-3、-64～66 194.0

刈屋谷池 かりやだにいけ 西区 神出町南字刈屋谷391-1 67.0

川池 かわいけ 西区 神出町古神字浦山223-64-1、68-1、69-1、82-1 25.0

和合成池 わごうなりいけ 西区 神出町田井字三ツ葉松627-1 15.4

釜池 かまいけ 西区 神出町田井字寺垣内409、410、605 14.0

中ノ池 なかのいけ 西区 神出町田井字池ノ下133-1 100.0

前池 まえいけ 西区 神出町田井字茶ノ内1112 20.0

長池 ながいけ 西区 神出町田井長池下1840-1 40.0

豊年池 ほうねんいけ 西区 神出町宝勢1488番地他15筆 41.0

大鳥喰池 おおとりばべいけ 西区 神出町宝勢字大鳥喰池3701-2、3702-1 198.0

豊年新池 ほうねんしんいけ 西区 神出町宝勢1507番地2 12.0

白蛇池 はくじゃいけ 西区 神出町宝勢3177 83.0

辻池 つじいけ 西区 神出町宝勢字下場2175 49.4

小出上池 こだしうわいけ 西区 神出町宝勢字水出下416-1 42.0

大道池 だいどういけ 西区 神出町宝勢大道池1024 46.0

滝ヶ谷池 たきがたにいけ 西区 神出町宝勢字滝ヶ谷池521-88他25筆 165.0

小鳥喰池 ことりばべいけ 西区 神出町宝勢3766-1 309.0

坊主谷上池 ぼうずだにかみいけ 西区 神出町宝勢字坊主谷506-2、508、509-2、518-1、-2、507 32.0

木屋池 きやいけ 西区 神出町宝勢字木屋池1394-1 51.0

城ヶ谷池 しろがだにいけ 西区 神出町広谷字城ヶ谷84-1 60.0

笠松池 かさまついけ 西区 神出町広谷字北岡4-18、623-99 18.0

管谷池 すがだにいけ 西区 神出町広谷北岡623-62他6筆 10.0

長太夫池 ちょうだいけ 西区 神出町広谷字西口448-1 2.1

下池 したいけ 西区 神出町広谷字赤坂567、571-2、572、573-1、568-1 41.0

上池 うわいけ 西区 神出町広谷字赤坂1100 5.0

観音池 かんのんいけ 西区 神出町北大蔵前874 14.5

新池 しんいけ 西区 神出町池田字南塚中182-2他19筆 5.0

筒井藤左衛門池 つついとうざえもんいけ 西区 神出町池田字上場28-1 40.0

沢池（沢ヶ池） さわいけ 西区 神出町紫合字尾崎26-1 41.1

辰ヶ谷池（辰ヶ池） たつがたにいけ 西区 神出町紫合字尾崎9他12 33.2

所在地
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所在地

又左之門池 またざえもんいけ 西区 神出町紫合字又左衛門1-1 141.0

養林上池 ようりんうわいけ 西区 神出町紫合字養林555 59.0

養林下池 ようりんしもいけ 西区 神出町紫合字養林555 49.0

３号池 さんごういけ 西区 岩岡町岩岡1721-2 152.0

四ツ塚池（四ツ塚池上） よつづかいけ 西区 岩岡町岩岡2123 10.0

耳塚池 みみづかいけ 西区 岩岡町岩岡字天狗池2272他21筆 39.0

北新池 きたしんいけ 西区 岩岡町野中字神出道下1296他17筆 72.3

呉錦堂池 ごきんどういけ 西区 神出町五百蔵・古神223-4-1他・一部28筆 390.0

手中池 てなかいけ 西区 神出町紫合531-20 173.0

福寿池 ふくじゅいけ 西区 神出町北1001-10 150.0

１号池（下池） いちごういけ 西区 神出町宝勢辻堂西872-2 48.0

１号池（上池） いちごういけ 西区 神出町宝勢辻堂西864-2他22筆 48.0

２号池 にごういけ 西区 神出町宝勢914-2、岩岡町岩岡3他10筆 60.0

４号池 よんごういけ 西区 岩岡町岩岡181-3他13筆 42.5

８号池（８号上池） はちごういけ 西区 岩岡町岩岡206他37筆 90.0

岩岡町甲７号池（甲７号下池） いわおかちょうこうななごういけ 西区 岩岡町岩岡1122-1 159.0

ポンプ池 ぽんぷいけ 西区 岩岡町岩岡90-2他29筆 134.0

伏谷池 ふせたにいけ 西区 岩岡町岩岡字坂ノ下822-1 8.0

天狗池 てんぐいけ 西区 岩岡町岩岡2531 110.0

５号池 ごごういけ 西区 岩岡町岩岡1632、1313-4、1325-4、1326-2 262.0

１２号池 じゅうにごういけ 西区 岩岡町西脇字西脇841-2他61筆 306.0

１３号下池 じゅうさんごうしたいけ 西区 岩岡町古郷字南場784-5、-37、483-62他3筆 125.0

１３号上池 じゅうさんごううえいけ 西区 岩岡町古郷字南場484-1他15筆 45.5

大黒池 だいこくいけ 西区 岩岡町古郷1717-1他13筆 23.0

戎池 えびすいけ 西区 岩岡町古郷1727-1、-3、1731-2 13.0

秋田下池 あきたしもいけ 西区 岩岡町古郷2043-1 14.7

秋田新池 あきたしんいけ 西区 岩岡町古郷2037-2他16筆 52.3

印籠池 いんろういけ 西区 岩岡町古郷字福吉東256-1 183.0

添池 そえいけ 西区 岩岡町古郷字添池1837-1 27.0

南新池 みなみしんいけ 西区 岩岡町野中字内山192-1他44筆 62.0

野中大池 のなかおおいけ 西区 岩岡町野中字中筋823-1 120.0

１４号池 じゅうよんごういけ 西区 岩岡町西脇字北下り806-13 51.0

寛政池 かんせいいけ 西区 岩岡町古郷字寛政池1623 118.0

小池 こいけ 西区 神出町東字大池608 45.7

大道池（下池） だいどういけ(したいけ) 西区 神出町宝勢字大道池尻1024 17.0

（新刈屋谷池） （しんかりやだにいけ） 西区 （神出町南417-1） －


