
ため池マップ 黒潮町 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。
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黒潮町農業振興課

０８８０－４３－１８８８

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）

394280001 オクラの池 おくらのいけ ○ 黒潮町 佐賀160 280
394280002 西川池 にしかわいけ ○ 黒潮町 入野5660 20,000
394280003 昭和池 しょうわいけ ○ 黒潮町 入野5943 16,700
394280004 大池 おおいけ ○ 黒潮町 入野6154 12,000
394280005 新池 しんいけ ○ 黒潮町 入野6215 1,500
394280006 小池 こいけ ○ 黒潮町 入野6232 1,700

394280007 浅ヶ池 あさがいけ ○ 黒潮町 入野6281 2,700
394280008 亀の甲池 かめのこういけ 黒潮町 入野4693 2,000
394280009 コヤガ谷池 こやがたにいけ 黒潮町 馬荷2263 1,000
394280011 池の谷池 いけのたにいけ ○ 黒潮町 下田の口1080 2,700
394280013 大谷池 おおたにいけ 黒潮町 入野5418 360
394280014 オヂガハナ池 おぢがはないけ 黒潮町 入野7261 120
394280015 ツルサ池 つるさいけ ○ 黒潮町 下田の口1054 210
394280016 塩田谷池 しおたたにいけ ○ 黒潮町 下田の口1152 220

394280017 深田池 ふかたいけ 黒潮町 有井川1636 2,430
394280018 荒木池 あらきいけ 黒潮町 入野5191-27 2,000
394280019 三筋谷池 みすじたにいけ 黒潮町 入野7226 14,000
394280020 志田谷池 しだたにいけ 黒潮町 入野7115 2,200
394280021 井ノ谷池 いのたにいけ 黒潮町 入野6993 1,150
394280022 ツリケ谷池 つりけたにいけ 黒潮町 入野7263 2,200
394280023 シンガイ池 しんがいいけ ○ 黒潮町 出口3170 10,000
394280024 西間大池 にしまおおいけ ○ 黒潮町 田野浦3472 2,400

394280025 西間小池 にしまこいけ ○ 黒潮町 田野浦3319 5,520
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ため池マップ 黒潮町 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）

394280001 オクラの池 おくらのいけ ○ 黒潮町 佐賀160 280
394280002 西川池 にしかわいけ ○ 黒潮町 入野5660 20,000
394280003 昭和池 しょうわいけ ○ 黒潮町 入野5943 16,700
394280004 大池 おおいけ ○ 黒潮町 入野6154 12,000
394280005 新池 しんいけ ○ 黒潮町 入野6215 1,500
394280006 小池 こいけ ○ 黒潮町 入野6232 1,700
394280007 浅ヶ池 あさがいけ ○ 黒潮町 入野6281 2,700
394280008 亀の甲池 かめのこういけ 黒潮町 入野4693 2,000
394280009 コヤガ谷池 こやがたにいけ 黒潮町 馬荷2263 1,000
394280011 池の谷池 いけのたにいけ ○ 黒潮町 下田の口1080 2,700
394280013 大谷池 おおたにいけ 黒潮町 入野5418 360
394280014 オヂガハナ池 おぢがはないけ 黒潮町 入野7261 120
394280015 ツルサ池 つるさいけ ○ 黒潮町 下田の口1054 210
394280016 塩田谷池 しおたたにいけ ○ 黒潮町 下田の口1152 220
394280017 深田池 ふかたいけ 黒潮町 有井川1636 2,430
394280018 荒木池 あらきいけ 黒潮町 入野5191-27 2,000
394280019 三筋谷池 みすじたにいけ 黒潮町 入野7226 14,000
394280020 志田谷池 しだたにいけ 黒潮町 入野7115 2,200
394280021 井ノ谷池 いのたにいけ 黒潮町 入野6993 1,150
394280022 ツリケ谷池 つりけたにいけ 黒潮町 入野7263 2,200
394280023 シンガイ池 しんがいいけ ○ 黒潮町 出口3170 10,000
394280024 西間大池 にしまおおいけ ○ 黒潮町 田野浦3472 2,400
394280025 西間小池 にしまこいけ ○ 黒潮町 田野浦3319 5,520

名称 所在地
防災
重点
ため池

国 総貯水量

(C)国土地理院 SIP4 (C)CORE CORP.(C)農研機構

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

黒潮町農業振興課

０８８０－４３－１８８８

緊急時の連絡先


