
ため池マップ 大月町 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

大月町建設環境課

０８８０－７３－１１１４

緊急時の連絡先

(C)国土地理院 SIP4 (C)CORE CORP.(C)農研機構

ため池コード ため池名 ふりがな 市町村名 大字番地等 (m3）

394240001 牛の池田 うしのいけだ ○ 大月町 弘見4314 138,200
394240002 宮ノ越（姫ノ井） みやのこし ○ 大月町 姫ノ井1394-1 172,000
394240003 野々木 ののき 大月町 芳ノ沢1010 3,059
394240004 かづら表 かづらおもて 大月町 芳ノ沢156-1 24,000
394240005 坂本 さかもと 大月町 芳ノ沢108 4,516
394240006 山ノ神 やまのかみ 大月町 芳ノ沢501 5,437
394240007 白岩 しろいわ ○ 大月町 弘見1949-ｲ 16,440
394240008 宮ノ下 みやのした ○ 大月町 芳ノ沢1363 21,120
394240010 田城 たしろ ○ 大月町 弘見818 1,040
394240011 大駄場 おおだば 大月町 姫ノ井1807-15 4,000
394240012 枝折 えだおれ 大月町 弘見544 1,060
394240014 駄場 だば 大月町 清王89 120
394240015 大谷 おおたに 大月町 清王179-4 330
394240016 才角 さいつの ○ 大月町 才角 1,200
394240017 天皇 てんのう 大月町 平山285 1,000
394240019 下坂本 しもさかもと 大月町 清王 180
394240020 長谷 ながたに 大月町 弘見 1,050
394240021 トヲス（１） とおす1 大月町 弘見5035 690
394240022 トヲス（２） とおす2 大月町 弘見5051 380
394240023 ナシケ森 なしけもり 大月町 弘見4309-9 350
394240024 奥長沢 おくながさわ 大月町 弘見4191-52 750
394240025 ナナカマス ななかます ○ 大月町 弘見5005 1,260
394240026 大駄場 おおだば 大月町 弘見4932 760
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ため池マップ 大月町 ②

位置図

(C)国土地理院 SIP4 (C)CORE CORP.(C)農研機構
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赤字：防災重点ため池

緑字：その他のため池

凡例

大月町建設環境課

０８８０－７３－１１１４

緊急時の連絡先

ため池コード ため池名 ふりがな 市町村名 大字番地等 (m3）

394240001 牛の池田 うしのいけだ ○ 大月町 弘見4314 138,200

394240002 宮ノ越（姫ノ井） みやのこし ○ 大月町 姫ノ井1394-1 172,000
394240003 野々木 ののき 大月町 芳ノ沢1010 3,059

394240004 かづら表 かづらおもて 大月町 芳ノ沢156-1 24,000
394240005 坂本 さかもと 大月町 芳ノ沢108 4,516

394240006 山ノ神 やまのかみ 大月町 芳ノ沢501 5,437
394240007 白岩 しろいわ ○ 大月町 弘見1949-ｲ 16,440

394240008 宮ノ下 みやのした ○ 大月町 芳ノ沢1363 21,120
394240010 田城 たしろ ○ 大月町 弘見818 1,040

394240011 大駄場 おおだば 大月町 姫ノ井1807-15 4,000

394240012 枝折 えだおれ 大月町 弘見544 1,060
394240014 駄場 だば 大月町 清王89 120

394240015 大谷 おおたに 大月町 清王179-4 330
394240016 才角 さいつの ○ 大月町 才角 1,200

394240017 天皇 てんのう 大月町 平山285 1,000
394240019 下坂本 しもさかもと 大月町 清王 180

394240020 長谷 ながたに 大月町 弘見 1,050
394240021 トヲス（１） とおす1 大月町 弘見5035 690

394240022 トヲス（２） とおす2 大月町 弘見5051 380

394240023 ナシケ森 なしけもり 大月町 弘見4309-9 350
394240024 奥長沢 おくながさわ 大月町 弘見4191-52 750

394240025 ナナカマス ななかます ○ 大月町 弘見5005 1,260
394240026 大駄場 おおだば 大月町 弘見4932 760
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