
ため池マップ 四万十市 ①

①地理院地図作成フリーソフトより作成した背景地図のDocuworksファ
イルを「300dpi」で部分イメージコピーし，貼り付ける。
②貼付した画像を５３％に縮小する。→ほぼ1/25000になります。
③貼付した画像を最背面に移動。
④EXCELの機能により赤枠基準にトリミングする。

※注意事項
・貼付時のEXCELの表示倍率は６０％とし、①～④の作業を行ってくだ
さい。①～④の作業終了後は表示倍率は任意に変更してもかまいませ
ん。

決壊した場合の浸水区

域に家屋や公共施設が

存在し、人的被害を与え
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防災重点ため池とは

赤字：防災重点ため池

緑字：その他のため池

凡例

四万十市農林水産課

０８８０－８２－１１１４

緊急時の連絡先

位置図

ため池コード ため池名 ふりがな 市町村名 大字番地等 (m3）

392100001 山の神池 やまのかみいけ ○ 四万十市 田野川字コウチウ甲799番地先 15,000
392100002 阿増池 あそういけ 四万十市 入田字浅尾池2381番 4,500
392100003 国和谷池 こっかんだにいけ ○ 四万十市 古津賀字国和谷池添3275番 3,000
392100004 市谷池 いちたにいけ 四万十市 鍋島字蓮池谷1624番 4,000
392100005 三里池 みさといけ 四万十市 三里字上ミ谷144番 13,500
392100006 大池 おおいけ 四万十市 間崎字ウシロヤマノ下1527番 2,800
392100007 本谷池 ほんたにいけ ○ 四万十市 蕨岡字タキ山甲1158番地先 26,000
392100008 初崎池 はつざきいけ 四万十市 初崎字後口山104地先 2,300
392100009 田城池 たしろいけ ○ 四万十市 蕨岡字田城甲473 18,000
392100010 小池 こいけ ○ 四万十市 蕨岡字坂本甲673地先 12,600
392100013 スゴタ池 すごたいけ ○ 四万十市 竹島字スゴタ3732番 120,000
392100014 トリ子池 とりこいけ 四万十市 竹島字トリ子4047番 180,000
392100015 中ノ川池 なかのかわいけ ○ 四万十市 竹島字中ノ川4189番1 300,000
392100016 寺池 てらいけ 四万十市 佐田字寺池1468番 62,000
392100017 源池 もといけ 四万十市 入田字元池863番 33,000
392100018 間ノ池 はざまのいけ 四万十市 鍋島字城ノ下1363番 2,000
392100024 カワサキダニ かわさきだに ○ 四万十市 西土佐西ケ方 2,500
392100025 シラウオ しらうお ○ 四万十市 西土佐半家 1,600
392100026 ノナカイケ のなかいけ 四万十市 西土佐西ケ方 2,500
392100027 イヅガタニ いづがだに ○ 四万十市 西土佐江川崎 3,000
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(C)国土地理院 SIP4 (C)CORE CORP.(C)農研機構



ため池マップ 四万十市 ②

①地理院地図作成フリーソフトより作成した背景地図のDocuworksファ
イルを「300dpi」で部分イメージコピーし，貼り付ける。
②貼付した画像を５３％に縮小する。→ほぼ1/25000になります。
③貼付した画像を最背面に移動。
④EXCELの機能により赤枠基準にトリミングする。

※注意事項
・貼付時のEXCELの表示倍率は６０％とし、①～④の作業を行ってくだ
さい。①～④の作業終了後は表示倍率は任意に変更してもかまいませ
ん。

位置図

ため池コード ため池名 ふりがな 市町村名 大字番地等 (m3）

392100001 山の神池 やまのかみいけ ○ 四万十市 田野川字コウチウ甲799番地先 15,000
392100002 阿増池 あそういけ 四万十市 入田字浅尾池2381番 4,500
392100003 国和谷池 こっかんだにいけ ○ 四万十市 古津賀字国和谷池添3275番 3,000

392100004 市谷池 いちたにいけ 四万十市 鍋島字蓮池谷1624番 4,000
392100005 三里池 みさといけ 四万十市 三里字上ミ谷144番 13,500
392100006 大池 おおいけ 四万十市 間崎字ウシロヤマノ下1527番 2,800
392100007 本谷池 ほんたにいけ ○ 四万十市 蕨岡字タキ山甲1158番地先 26,000
392100008 初崎池 はつざきいけ 四万十市 初崎字後口山104地先 2,300
392100009 田城池 たしろいけ ○ 四万十市 蕨岡字田城甲473 18,000

392100010 小池 こいけ ○ 四万十市 蕨岡字坂本甲673地先 12,600
392100013 スゴタ池 すごたいけ ○ 四万十市 竹島字スゴタ3732番 120,000
392100014 トリ子池 とりこいけ 四万十市 竹島字トリ子4047番 180,000
392100015 中ノ川池 なかのかわいけ ○ 四万十市 竹島字中ノ川4189番1 300,000
392100016 寺池 てらいけ 四万十市 佐田字寺池1468番 62,000
392100017 源池 もといけ 四万十市 入田字元池863番 33,000
392100018 間ノ池 はざまのいけ 四万十市 鍋島字城ノ下1363番 2,000

392100024 カワサキダニ かわさきだに ○ 四万十市 西土佐西ケ方 2,500
392100025 シラウオ しらうお ○ 四万十市 西土佐半家 1,600
392100026 ノナカイケ のなかいけ 四万十市 西土佐西ケ方 2,500
392100027 イヅガタニ いづがだに ○ 四万十市 西土佐江川崎 3,000
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