
ため池マップ 四万十町 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。

位置図

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

るおそれのあるため池

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

四万十町建設課

０８８０－２２－３１２０

緊急時の連絡先

(C)国土地理院 SIP4 (C)CORE CORP.(C)農研機構
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ため池マップ 四万十町

ため池コード ため池名 ふりがな 市町村名 大字番地等 (m3）

394120001 坂本池 さかもといけ ○ 四万十町 下呉地字坂本山140 133,000

394120002 ナベラ池 なべらいけ ○ 四万十町 志和峰字ナベラ山324-ｲ他 60,000

394120003 新池 しんいけ 四万十町 野地字常法谷363他 9,000

394120004 大池 おおいけ 四万十町 野地字池ノ谷658 21,000

394120005 傘松池 かさまついけ ○ 四万十町 飯ノ川 40,000

394120007 柳木谷池 やなぎだにいけ ○ 四万十町 野地字柳ノ谷168他 8,000

394120008 奈路1号池 なろいちごういけ ○ 四万十町 奈路平井谷805-2他 34,000

394120009 桂谷池 かつらだにいけ ○ 四万十町 黒石字桂谷1040-1他 52,000

394120010 桂谷2号池 かつらだににごういけ ○ 四万十町 黒石字桂谷1039 4,000

394120011 上池 かみいけ ○ 四万十町 仁井田字防次郎谷198 3,000

394120012 下池 しもいけ ○ 四万十町 仁井田字南谷62-ｲ 5,000

394120013 六川池 むかわいけ 四万十町 興津字両島田山2433-2 22,000

394120014 笠ノ川池 かさのかわいけ 四万十町 若井字笠ノ川648 5,000

394120015 小屋ガ谷池 こやがたにいけ ○ 四万十町 若井字小屋ゲ谷12-9 42,000

394120016 真弓ノ川池 まゆみのかわいけ ○ 四万十町 秋丸字マユミノ川556他 26,000

394120017 滝池 たきいけ ○ 四万十町 秋丸字石神谷630 6,000

394120018 松角池 まつかどいけ ○ 四万十町 仁井田字池ノ谷301他 36,000

394120019 小久保川下池 こくぼかわしもいけ ○ 四万十町 西原字フル井ヲリ115 19,000

394120020 小久保川上池 こくぼがわかみいけ ○ 四万十町 西原字八升マキタ126 10,000

394120021 上谷池 かみたにいけ ○ 四万十町 天ノ川字上谷238他 10,000

394120022 中谷池 なかたにいけ 四万十町 天ノ川字中谷91 10,000

394120023 新田池 しんでんいけ ○ 四万十町 秋丸字越ヂノ川211他 28,000

394120024 数家池 かずけいけ ○ 四万十町 数神 20,000

394120025 平田池 ひらたいけ ○ 四万十町 作屋字三月田180 9,000

394120026 中池 なかいけ ○ 四万十町 本堂字大倉67 4,200

394120027 口目ノ川池 くちめのかわいけ ○ 四万十町 若井川字口目ノ川730他 24,000

394120028 奈路2号池 なろにごういけ 四万十町 奈路字影薮1387 13,000

394120029 元地池 もとじいけ ○ 四万十町 興津字元地248他 18,000

394120030 荒谷池 あらたにいけ ○ 四万十町 西原字荒谷629 7,000

394120031 下谷池 しもたにいけ 四万十町 天ノ川字ヲトナシ33他 5,000

394120032 倉木谷池 くらきたにいけ ○ 四万十町 仁井田字追退谷500 3,000

394120033 槙ノ川池 まきのかわいけ ○ 四万十町 下呉地字槇ノ川山210-2 15,000

394120034 安岡池 やすおかいけ ○ 四万十町 与津地字池ノ谷334 8,000

394120035 丸山池 まるやまいけ ○ 四万十町 黒石字津野田444 3,000

394120037 ショジ越池 しょじごえいけ 四万十町 金上野字障子越92 1,200

394120039 大杉池 おおすぎいけ 四万十町 奈路字備後地298-1 160

394120040 小屋ヶ谷池 こやがたにいけ 四万十町 与津地字古屋ケ谷493-ﾛ 320

394120041 大久保池 おおくぼいけ 四万十町 弘瀬 40,000

394120042 宮の上池 みやのうえいけ 四万十町 上宮 35,000

394120043 西久山池 にしひさやまいけ ○ 四万十町 上宮 60,000

394120044 三ﾂ串池 みつぐしいけ 四万十町 三ツ串294-ｲ 1,800

394120045 九畠の池 きゅうばたのいけ 四万十町 大井川字沖川1348 90

394120046 田ﾉ向ｲの池 たのむかいのいけ 四万十町 大井川字田ノ向イ471 140

394120047 岸田池 きしだいけ 四万十町 仁井田岸田1167-2 180
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