
特定農業用ため池指定箇所リスト

　令和２年広島県告示第７７８号の別表一から別表十九は次のとおりです。

別表一

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

343040005 金丸下ため池 広島県 安芸郡海田町 東海田金丸

343040006 金丸上ため池 広島県 安芸郡海田町 東海田金丸

343040012 助守 広島県 安芸郡海田町 東海田助守

343049990 成本 広島県 安芸郡海田町 東海田小迫谷

別表二

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

343070016 時光上池 広島県 安芸郡熊野町 時光

343070024 初神山中池 広島県 安芸郡熊野町 追分

343070030 友数西池 広島県 安芸郡熊野町 時数

343070048 川作田池 広島県 安芸郡熊野町 栗ノ木原

343070056
オーヅヤ池(大津
屋池)

広島県 安芸郡熊野町 三村

343070057 登岐平（下） 広島県 安芸郡熊野町 登岐平

343070058 登岐平（中） 広島県 安芸郡熊野町 登岐平

343070059 登岐平（上） 広島県 安芸郡熊野町 登岐平

343070080 オヤス池 広島県 安芸郡熊野町 大原

343070081 堀田池 広島県 安芸郡熊野町 長迫

343070086 大原新池 広島県 安芸郡熊野町 萩原二丁目

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地

特定農業用ため池指定日：令和２年５月２９日

告示日：令和２年６月１５日

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地



343070099 小迫池 広島県 安芸郡熊野町 小迫

343070100 小迫地下池 広島県 安芸郡熊野町 小迫

343070110 荒谷後池 広島県 安芸郡熊野町 苗渋

343070111 荒谷前池 広島県 安芸郡熊野町 苗渋

343070114 庄賀（政）池 広島県 安芸郡熊野町 庄賀

343070115 庄賀（共）池 広島県 安芸郡熊野町 庄賀

343070120 荒谷池 広島県 安芸郡熊野町 庄賀

343070121 伴木前池 広島県 安芸郡熊野町 苗渋

343070125 瀬戸口谷下池 広島県 安芸郡熊野町 苗渋

343070135 井上池 広島県 安芸郡熊野町 大谷

343070138 横田池 広島県 安芸郡熊野町 稲荷

343070146 道土井池 広島県 安芸郡熊野町 稲荷

343070148 彦兵衛池 広島県 安芸郡熊野町 不動原

343070149 堀野池 広島県 安芸郡熊野町 飛子

343070150 井上池 広島県 安芸郡熊野町 不動原

343070156 彦兵衛池 広島県 安芸郡熊野町 不動原

343070211 津川池 広島県 安芸郡熊野町 平谷

別表三

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

343810001 長迫池 広島県 安芸高田市
吉田町多冶比字
長迫

343810011 ひわ迫池 広島県 安芸高田市
吉田町多治比向
川原

343810012 小林池 広島県 安芸高田市
吉田町多治比字
津々羅

343810018 掛迫池 広島県 安芸高田市
吉田町西浦字日
南山

343810022 浄土池 広島県 安芸高田市
吉田町西浦久保
山

343810031 甲宮ノ沖池 広島県 安芸高田市
吉田町相合字松
之木

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地



343810036 胡池 広島県 安芸高田市
吉田町山部字甲
山

343810049 竹原池 広島県 安芸高田市
吉田町竹原字河
内

343810050 平田谷池 広島県 安芸高田市
吉田町小山字茱
莄谷

343810052 梅之木谷池 広島県 安芸高田市
吉田町小山字梅
之木谷

343810061 狼岩池 広島県 安芸高田市
吉田町中馬河内
字河内狼岩

343810071 第2号押廻池 広島県 安芸高田市
吉田町吉田内堀
甲山

343810078 灰谷池 広島県 安芸高田市 吉田町桂灰谷

343810079 峠池 広島県 安芸高田市
吉田町桂字下峠
ほか

343810084 於手保池 広島県 安芸高田市
吉田町多冶比字
滝谷山

343810091 新堤池 広島県 安芸高田市
吉田町中馬水越
マナダ山

343810102 古土居池 広島県 安芸高田市
吉田町中馬字古
土居

343820020
南合谷溜池（山道
２号）

広島県 安芸高田市
八千代町佐々井
字山道

343830006 大垰池 広島県 安芸高田市 美土里町横田

343830011 重信日南１号 広島県 安芸高田市
美土里町横田字
日南

343830021 仁井 広島県 安芸高田市
美土里町横田字
上里

343830027 うねまさ池 広島県 安芸高田市
美土里町横田字
臼ケ原

343830050 原２号 広島県 安芸高田市
美土里町横田字
上陰地迫

343830064 いもにや 広島県 安芸高田市
美土里町本郷字
長平

343830080 垰城池 広島県 安芸高田市
美土里町本郷字
加賀矢

343830095 塩瀬 広島県 安芸高田市
美土里町本郷字
小塩瀬

343830116 妻ケ谷 広島県 安芸高田市
美土里町北字妻
ケ谷

343830131 雁子原池 広島県 安芸高田市
美土里町北字雁
子原

343830149 吉ケ迫 広島県 安芸高田市
美土里町桑田字
日南

343840006 山本１号池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字風
呂山

343840033 道面池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字米
山

343840044 風呂山堤 広島県 安芸高田市
高宮町原田字柳
ケ坪



343840046 鳥越１号ため池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字鳥
越

343840047 鳥越２号ため池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字鳥
越

343840052 新堂ため池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字鷹
止

343840055 清水迫ため池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字風
呂山

343840057 中土ため池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字上
岡田

343840059 小鳥越ため池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字黒
岩

343840061 中川２号ため池 広島県 安芸高田市 高宮町原田字簾

343840070 大平ため池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字風
呂山

343840071 迫の奥ため池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字風
呂山

343840080 古場ため池 広島県 安芸高田市
高宮町房後字石
田

343840085 柳谷３号ため池 広島県 安芸高田市
高宮町房後字柳
谷

343840087 恵下谷１号ため池 広島県 安芸高田市
高宮町房後字昆
之元

343840096 新見ため池 広島県 安芸高田市
高宮町房後字表
郷

343840105 大仙２号ため池 広島県 安芸高田市
高宮町来女木字
山王平

343840111 永迫ため池 広島県 安芸高田市
高宮町来女木字
後迫

343840118 はんぞうため池 広島県 安芸高田市
高宮町来女木字
松尾迫

343840122 神田ため池 広島県 安芸高田市
高宮町来女木字
神田側

343840124 桂ヶ迫 広島県 安芸高田市
高宮町来女木字
桂ケ迫

343840128 細河内ため池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字上
西平

343840129 陣ケ丸ため池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字土
居谷

343840130 土居谷ため池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字後
土居谷

343840132 馬台ため池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字猪
掛

343840136 東城上ため池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字大
東

343840137 岡田ため池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字下
東

343840138 大正池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字上
城

343840139 明治ため池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字上
城



343840140 新池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字上
城

343840144 馬場奥下池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字上
城

343840145 滋光院ため池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字後
土居谷

343840153
八幡原桜谷ため
池

広島県 安芸高田市
高宮町羽佐竹字
八幡原

343840157 釜ケ谷ため池 広島県 安芸高田市
高宮町羽佐竹字
寺峠

343840158 新堤 広島県 安芸高田市
高宮町羽佐竹字
後谷

343840159 後谷新堤 広島県 安芸高田市
高宮町羽佐竹字
後谷

343840160 大番谷ため池 広島県 安芸高田市
高宮町羽佐竹前
側

343840165 下竹貞2号ため池 広島県 安芸高田市
高宮町川根下竹
貞

343840167 うんのため池 広島県 安芸高田市
高宮町川根字西
川

343840189 高丸ため池１号 広島県 安芸高田市
高宮町船木字天
王

343840190 高丸ため池２号 広島県 安芸高田市
高宮町船木字天
王

343840191 清水谷ため池 広島県 安芸高田市
高宮町船木字大
人

343840195 水谷安作ため池 広島県 安芸高田市
高宮町船木字天
王

343840196 上堤 広島県 安芸高田市 高宮町船木字谷

343840211 下堤 広島県 安芸高田市
高宮町佐々部字
五拾貫分

343840221 辰頭ため池 広島県 安芸高田市
高宮町原田字辰
頭

343840222 森屋堤 広島県 安芸高田市
高宮町原田字森
屋

343850001 吉岡池 広島県 安芸高田市
甲田町糘地字下
郷

343850003 竜王２号池 広島県 安芸高田市
甲田町糘地字下
郷

343850009 西の谷大池 広島県 安芸高田市
甲田町糘地字西
谷

343850015 土橋池 広島県 安芸高田市
甲田町糘地字土
橋

343850016 市畑１号池 広島県 安芸高田市
甲田町糘地字市
畑

343850041 段林池 広島県 安芸高田市
甲田町下甲立字
手斧磨

343850043 手斧磨１号池 広島県 安芸高田市
甲田町下甲立字
手斧磨

343850053 向小路池 広島県 安芸高田市
甲田町上甲立字
向小路



343850056 向小路3号池 広島県 安芸高田市
甲田町上甲立字
向小路

343850060 笠岡池 広島県 安芸高田市 甲田町高田原

343850092 岡堤 広島県 安芸高田市 甲田町下小原

343850123 根武池 広島県 安芸高田市
甲田町上小原字
高地

343850124 東ため池 広島県 安芸高田市 甲田町上小原

343850140 黄盤２号池 広島県 安芸高田市
甲田町上小原字
黄盤

343850146 池の内池 広島県 安芸高田市
甲田町上小原字
池の内

343860013 盗人谷池 広島県 安芸高田市
向原町坂字大寺
山

343860014 観音池 広島県 安芸高田市
向原町坂字大寺
山

343860015 米田屋池 広島県 安芸高田市
向原町坂字水野
内

343860019 山口源池 広島県 安芸高田市
向原町坂字水野
内

343860086 水の内池 広島県 安芸高田市
向原町戸島字水
之内

343860091 新谷池 広島県 安芸高田市
向原町戸島字谷
合

343860112 孫兵衛新池 広島県 安芸高田市 向原町戸島呼岩

343860123 小丸子池 広島県 安芸高田市
向原町長田字姨
狭山

343860151 夏焼下池 広島県 安芸高田市
向原町長田字岩
屋谷

343850047 牧谷3号池 広島県 安芸高田市
甲田町下甲立字
枚谷

343850048 牧谷4号池 広島県 安芸高田市
甲田町下甲立字
枚谷

343850099 祇園谷上池 広島県 安芸高田市
甲田町下小原字
祇園谷

別表四

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

343100006 上池１号 広島県
江田島市江田島
町

鷲部一丁目

343100008 中の池 広島県
江田島市江田島
町

鷲部一丁目

343100011 石上池 広島県
江田島市江田島
町

江南一丁目

343100014 フカドウ池 広島県
江田島市江田島
町

宮ノ原字フカドウ

343300006 増井 広島県 江田島市大柿町 深江字下郷

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地



343300007 天池 広島県 江田島市大柿町 深江字脇田

343300008 鴨田 広島県 江田島市大柿町 深江字鴨田

343300009 大附池 広島県 江田島市大柿町 深江字大畑田

343300039 津草池 広島県 江田島市大柿町 飛渡瀬字梅迫

343300045 長谷 広島県 江田島市大柿町 飛渡瀬字長谷

343300052 森林 広島県 江田島市大柿町 大君字森林

343300055 深道 広島県 江田島市大柿町 大君字横走

343290040 船付４号 広島県 江田島市沖美町 是長字船附

343280003 光泉地池 広島県 江田島市能美町 高田字下井田

343280004 清水池 広島県 江田島市能美町 中町字見浪

343280006 中池 広島県 江田島市能美町 中町字大後

343280007 新池 広島県 江田島市能美町 中町字大後

343280011 八幡池 広島県 江田島市能美町 中町字上向野

343280013 下向野池 広島県 江田島市能美町 中町字下向野

343280017 高下池 広島県 江田島市能美町 中町字高下

343280022 鎌木１号池 広島県 江田島市能美町 鹿川字鎌木

343280027 麓下池 広島県 江田島市能美町 中町字麓

別表五

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

342110003 大屈C池 広島県 大竹市 栗谷町大栗林

342110011 能行Ｂ池 広島県 大竹市
栗谷町大栗林字
能行

別表六

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

342050063 夜打畑下池 広島県 尾道市
原田町小原夜打
畑

342050024 切池 広島県 尾道市
原田町梶山田真
野原

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地



342050064 夜打畑中池 広島県 尾道市
原田町小原夜打
畑

342050065 奥池 広島県 尾道市
原田町小原夜打
畑

342050072 千五郎池 広島県 尾道市
原田町小原鍛冶
屋

342050073 山神池 広島県 尾道市 原田町小原山神

342050074 梨成池 広島県 尾道市
木ノ庄町木梨字
有ヶ原

342050088 市畑大池 広島県 尾道市
木ﾉ庄町市原字西
山

342050106 三成池 広島県 尾道市
木ﾉ庄町木梨山方
下木舟谷

342050113 当田池 広島県 尾道市
木ノ庄町木門田
字当田

342050117 向窪池 広島県 尾道市 美ﾉ郷町猪子迫峠

342050118 寺ノ前池 広島県 尾道市
美ノ郷町猪子迫
寺ノ前

342050120 釜ケ迫池 広島県 尾道市
美ﾉ郷町三成釜ｹ
迫

342050123 小迫池 広島県 尾道市 美ﾉ郷町三成大迫

342050124 新池 広島県 尾道市 美ノ郷三成大迫

342050125 奥池 広島県 尾道市 美ﾉ郷町三成大迫

342050126 漆迫大池 広島県 尾道市 美ﾉ郷町三成漆迫

342050156 北杉下池 広島県 尾道市 西藤町北杉

342050159 日照池 広島県 尾道市 西藤町大町山ﾉ神

342050172 大池 広島県 尾道市 栗原町字大向

342050173 小原迫下池 広島県 尾道市 栗原町字木原迫

342050176 独池 広島県 尾道市 栗原町甲地谷

342050178
夫婦池上（夫婦上
池）

広島県 尾道市
栗原町字川畑ヶ
内

342050179 姥ケ迫池 広島県 尾道市 栗原町打越

342050181 古池 広島県 尾道市 栗原町中敏

342050190 入土畑池 広島県 尾道市 久山田町桜谷

342050194 妙見大池 広島県 尾道市
久山田町字妙見
垣内

342050198 山の神池 広島県 尾道市 吉和町堀越



342050200 五反田池 広島県 尾道市 吉和町字縄手

342050203 安井池 広島県 尾道市 吉和町奥安井町

342050205 八注池 広島県 尾道市 吉和町字高平

342050212 蛇ケ池 広島県 尾道市
防地町隠迫蛇ｹ
谷

342050213
池ノ迫池（池の迫
池）

広島県 尾道市 門田町字池ノ迫

342050218 明現池 広島県 尾道市
山波町明現池の
内

342050219 僧都池 広島県 尾道市
山波町僧都池の
上

342050220 大将軍下池 広島県 尾道市 高須町字原田

342050229 追迫池 広島県 尾道市 高須町追迫

342050231 有江上池 広島県 尾道市 高須町字有江

342050232 有江下池 広島県 尾道市 高須町有江

342050233 瘡神池 広島県 尾道市 高須町字瘡神谷

342050234 新池 広島県 尾道市 高須町字坊士

342050235 坊士古池 広島県 尾道市 高須町字坊士

342050237 伴蔵池 広島県 尾道市 向東町奥伴造

342050238 米山池 広島県 尾道市 向東町米山

342050242 瓢箪池 広島県 尾道市
向東町古江谷ノ
内

342050243 松ヶ峠上池 広島県 尾道市 向東町字松ヶ峠

342050245 古江奥池 広島県 尾道市 東向町古江奥田

342050246 大町池 広島県 尾道市
向東町大字大町
池ﾉ上

342050249 辻池 広島県 尾道市 向東町辻

342050250 向平池 広島県 尾道市 向東町向平

342050251 小林池 広島県 尾道市 浦崎町畑字小林

342050260 桜池 広島県 尾道市 浦崎町桜谷

342050262 堂々池 広島県 尾道市 浦崎町堂々

342050269 下池 広島県 尾道市 百島町池ﾉ上



342050289 江良久保池 広島県 尾道市 門田町

342050445 光信池 広島県 尾道市 久山田町光信

342050446 黒瀬池 広島県 尾道市 久山田町黒瀬

342050466 室身谷３号池 広島県 尾道市 山波町室身谷

342060002 平原池 広島県 尾道市 因島三庄町平原

342060003 江良池 広島県 尾道市
因島三庄町字江
良

342060004 室ノ内池 広島県 尾道市
因島三庄町字小
迫

342060005 南池 広島県 尾道市 因島三庄町南

342060006 大森池 広島県 尾道市 因島三庄町大森

342060007 権現池 広島県 尾道市 因島三庄町権現

342060008 百分池 広島県 尾道市 因島三庄町百分

342060009 才ノ池 広島県 尾道市 因島土生町池ﾉ奥

342060010 焼家池 広島県 尾道市 因島土生町中畝

342060012 金栗池 広島県 尾道市 因島田熊町金栗

342060015 横田池 広島県 尾道市 因島田熊町横田

342060025 大山奥池 広島県 尾道市
因島中庄町字大
山

342060028 大山下池 広島県 尾道市
因島中庄町字大
山

342060030 山王池 広島県 尾道市 因島中庄町横山

342060033 権現上池 広島県 尾道市 因島中庄町権現

342060036 丸池 広島県 尾道市
因島中庄町油屋
新開

342060037 鹿穴池 広島県 尾道市 因島中庄町新池

342060038 重井越下池 広島県 尾道市
因島中庄町奥古
江

342060042 桝浜池 広島県 尾道市 因島中庄町山中

342060044 須越池 広島県 尾道市
因島重井町須越
奥

342060047 神ノ木池 広島県 尾道市
因島中庄町神ノ
木

344300006 峠池 広島県 尾道市
瀬戸田町名荷字
峠



344300011 若宮池 広島県 尾道市
瀬戸田町名荷字
若宮

344300013 新池 広島県 尾道市
瀬戸田町名荷字
横尾

344300016 大戸池 広島県 尾道市
瀬戸田町名荷字
大戸

344300017 長崎池 広島県 尾道市
瀬戸田町林字長
崎

344300021 林中池 広島県 尾道市
瀬戸田町林字明
迫

344300025 明地谷新池 広島県 尾道市
瀬戸田町中野字
明治

344300032 奈良池 広島県 尾道市
瀬戸田町中野字
胡麻畑

344300035 岡之本池 広島県 尾道市
瀬戸田町沢字岡
之本

344300038 万能池 広島県 尾道市
瀬戸田町福田字
万能

344300040 池田池 広島県 尾道市
瀬戸田町福田字
池田

344300042 寺尾池 広島県 尾道市
瀬戸田町福田字
米山

344300043 池田新池 広島県 尾道市
瀬戸田町福田字
池田

344300045 大里池 広島県 尾道市
瀬戸田町垂水字
大里

344300072 七九谷第一池 広島県 尾道市
瀬戸田町御寺字
七九谷

344300074 大池 広島県 尾道市
瀬戸田町御寺字
山迫

344300076 昭和池 広島県 尾道市
瀬戸田町御寺字
瓢迫

344410044 岡の坊池 広島県 尾道市
御調町中原字岡
の防

344410048 板後池 広島県 尾道市 御調町本字板後

344410054 おん橋上池 広島県 尾道市
御調町本あべの
き

344410076 岩根池 広島県 尾道市
御調町岩根字龍
ケ平

344410077 大平池 広島県 尾道市
御調町見ヶ原字
大草田尻

344410104 円鍔池 広島県 尾道市 御調町徳永

344410112 明神池 広島県 尾道市
御調町徳永字明
神

344410148 鏡池 広島県 尾道市
御調町植野字上
川立

344410212 大谷池 広島県 尾道市
御調町大原后座
須

344410242 宇根池 広島県 尾道市
御調町公文井手
迫



344440003 大池奥池 広島県 尾道市 向島町大池奥

344440004 二ツ池 広島県 尾道市 向島町字二ﾂ池

344440005 大迫池 広島県 尾道市 向島町

344440007 王子池 広島県 尾道市 向島町王子

344440008 新池谷池 広島県 尾道市 向島町字新池谷

344440011 白方池 広島県 尾道市 向島町

344440012 仙人神下池 広島県 尾道市 向島町仙人神下

344440013 長者ヶ原池 広島県 尾道市
向島町字長者ヶ
原

344440014 才神池 広島県 尾道市 向島町才人東

344440015 木船池 広島県 尾道市 向島町木船

別表七

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

342020290 ねころぎ池 広島県 呉市 押込町中倉

344230127 助実１号池 広島県 呉市
安浦町女子畑字
林

344240006 後懸古池 広島県 呉市
川尻町川尻字後
懸

344240007 後懸新池 広島県 呉市
川尻町川尻字後
懸

342020205 大池 広島県 呉市 焼山町高井出

342020282 西平７号池 広島県 呉市 押込町西平

342020284 渡川新池 広島県 呉市 郷原町字東渡川

342020289 ねころぎ池 広島県 呉市 押込町中倉

343110017 中池 広島県 呉市
音戸町藤脇一丁
目

344230002 新池 広島県 呉市
安浦町赤向坂白
稲

344230115 平畑池 広島県 呉市 安浦町女子畑

344230290 竹の内池 広島県 呉市 安浦町竹の内

344230540 むら池 広島県 呉市
安浦町内海字原
垣内

344230619 浜道池２号 広島県 呉市 安浦町内海向山

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地



344230628 塚本池 広島県 呉市 安浦町内海才崎

344230714 橋本池１号 広島県 呉市
安浦町三津口水
尻

別表八

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

342100030 勝田谷池 広島県 庄原市
高茂町大字宇
留々木

342100031 高茂新池 広島県 庄原市
高茂町大字宇
留々木

342100043 山田池 広島県 庄原市 平和町大字山田

342100073 金口奥池 広島県 庄原市 山内町字深田谷

342100092 権現池 広島県 庄原市 木戸町字権現頭

342100094 鍛治屋池 広島県 庄原市 木戸町

342100144 高丸池 広島県 庄原市 本郷町字高丸

342100145 田の平池 広島県 庄原市 本郷町字後陣

342100146 江木池 広島県 庄原市 本郷町字後陣

342100216 王子池 広島県 庄原市 新庄町字王子

342100221 国近池 広島県 庄原市 新庄町字国近

342100245 日向池 広島県 庄原市 七塚町

342100292 三ヶ角池 広島県 庄原市 実留町字勝負谷

342100333
かがら池（研岩
池・新池）

広島県 庄原市 実留町まつ田谷

342100366 小滝池 広島県 庄原市
春田町大字山津
田字小滝

342100426 奥田池 広島県 庄原市
板橋町大字柿の
木谷

342100427 八旗迫池 広島県 庄原市 板橋町字八旗

342100428 紙屋池１号池 広島県 庄原市 板橋町字寺谷

342100454 福場池 広島県 庄原市 板橋町字原

342100469 とくわん池 広島県 庄原市 新庄町字土居

342100472 小和田池 広島県 庄原市 新庄町字垣内

342100474 和田池 広島県 庄原市 新庄町字龍王

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地



342100477 松原池 広島県 庄原市 新庄町字垣内

342100649 矢ノ谷１号池 広島県 庄原市 上谷町

342100709 大水口池（新池) 広島県 庄原市 小用町

342100717 高池 広島県 庄原市 小用町字篠津原

342100750 八幡池 広島県 庄原市 永末町

342100755 野田池 広島県 庄原市 永末町大字野田

342100787 三上池 広島県 庄原市 高町字鐘鋳迫

342100845 船津大池 広島県 庄原市 上原町字船津

342100846 船津新池 広島県 庄原市 上原町字船津

342100894 八幡池 広島県 庄原市 川北町

342100901 鳥内堤池 広島県 庄原市 門田町平組

342100902 堤ヶ迫池 広島県 庄原市 門田町平組

342100927 扇谷池 広島県 庄原市
川北町大字久井
田

342100943 鳥打池 広島県 庄原市 川手町大字鳥打

342100975 王子池 広島県 庄原市 川北町大字重行

342100981 石仏上池 広島県 庄原市 平和町

342100982 萩ヶ谷池 広島県 庄原市 川北町

346010003 岩見谷池 広島県 庄原市 西城町栗字細堂

346010034 牛の子池 広島県 庄原市
西城町入江字牛
児山

346010035 どいだ池 広島県 庄原市
西城町入江上的
場谷

346010073 稲田１号池 広島県 庄原市
西城町入江上的
場谷

346020157 池の内池 広島県 庄原市
東城町福代上陰
地

346030029 池津池 広島県 庄原市
口和町湯木字賀
喜山

346030033 矢の迫池 広島県 庄原市
口和町湯木字矢
の迫

346030049 虻谷池 広島県 庄原市
口和町永田字元
恒

346030063 長尾池 広島県 庄原市
口和町永田字大
塩



346030146 下金田１号池 広島県 庄原市
口和町金田下金
田

346040053 昭和池 広島県 庄原市
高野町下門田字
中山

別表九

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

344610001 的場池 広島県 世羅郡世羅町 西上原宗政

344610003 奥池 広島県 世羅郡世羅町 西上原宗政

344610011 しんや池 広島県 世羅郡世羅町 西上原馬上

344610018 森田池 広島県 世羅郡世羅町 西上原太郎丸

344610023 信実新池 広島県 世羅郡世羅町 西上原信実

344610047 平原池 広島県 世羅郡世羅町 小世良字平原

344610125
西垣内谷池（木戸
山池）

広島県 世羅郡世羅町 川尻木戸山

344610158 庄田池 広島県 世羅郡世羅町 伊尾桑原

344610216 山桑奥池 広島県 世羅郡世羅町 宇津戸字山桑沖

344610252 矢賀谷池 広島県 世羅郡世羅町 水越

344610286 摺屋大池 広島県 世羅郡世羅町 別迫砂築

344610293 辺比池 広島県 世羅郡世羅町 別迫天神迫

344620002 東久保池 広島県 世羅郡世羅町 本郷藤鞘

344620004
金向池（和理比売
池）

広島県 世羅郡世羅町 本郷鳥居木

344620006 深谷池 広島県 世羅郡世羅町 本郷

344620076 石垣瀬池 広島県 世羅郡世羅町 青水又狩

344620357 昼ケ草池 広島県 世羅郡世羅町 安田草田中

344620393 木船上２号池 広島県 世羅郡世羅町 寺町箕口

344620402 和田池（新井池） 広島県 世羅郡世羅町 西神崎大久保

344620403 大久保池 広島県 世羅郡世羅町 西神崎大久保

344620406 是竹１号池 広島県 世羅郡世羅町 西神崎陰地

344620409 坂元池 広島県 世羅郡世羅町 西神崎坂元

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地



344620414 木樵迫 広島県 世羅郡世羅町 青山国久奥山

344620416 道場池 広島県 世羅郡世羅町 安田木正田

344620428 国宗大池 広島県 世羅郡世羅町 本郷行貞

344620457 田中池 広島県 世羅郡世羅町 寺町

344620460 康徳寺 広島県 世羅郡世羅町 寺町箕口

344620462 寺町大池 広島県 世羅郡世羅町 寺町箕口

344620469 別所池 広島県 世羅郡世羅町 西神崎字後庵

344620483 立石２号池 広島県 世羅郡世羅町 西神埼坂本

344620484 江木田池 広島県 世羅郡世羅町 西神崎坂本

344630104 山の神の池 広島県 世羅郡世羅町 小国大谷

344630110 神尾奥（下）池 広島県 世羅郡世羅町 小国

344630116 奥の池 広島県 世羅郡世羅町 小国

344630118 鳥落池 広島県 世羅郡世羅町 小国

344630119 新池（山之神池） 広島県 世羅郡世羅町 小国

344630142 水高城池 広島県 世羅郡世羅町 小国

344630152 高丸池 広島県 世羅郡世羅町 小国

344630153 新池 広島県 世羅郡世羅町 小国

344630176 栗迫池 広島県 世羅郡世羅町 小国字長岩

344630177 湯舟池 広島県 世羅郡世羅町 小国

344630178 山崎池 広島県 世羅郡世羅町 小国

344630182 昭和池 広島県 世羅郡世羅町 小国

344630192 新開池 広島県 世羅郡世羅町 小国太平地

344630202 二ツ池下 広島県 世羅郡世羅町 小国

344630237 丸池 広島県 世羅郡世羅町 黒川

344630238 国平池 広島県 世羅郡世羅町 黒川上後口

344630248 昭和池 広島県 世羅郡世羅町 黒川



344630338 冠池 広島県 世羅郡世羅町 黒川字大渕

344630339 秋近池 広島県 世羅郡世羅町 黒川

344630390 京利池 広島県 世羅郡世羅町 上津田

344630405 昭利名池 広島県 世羅郡世羅町 上津田

344630406 新池 広島県 世羅郡世羅町 上津田鷺の子

344630407 藤迫池 広島県 世羅郡世羅町 上津田

344630408 馬洗池 広島県 世羅郡世羅町 上津田

344630432 屋奈垣内池 広島県 世羅郡世羅町 上津田戌が塚

344630433 鋳物屋池 広島県 世羅郡世羅町 上津田道塔

344630434 新池 広島県 世羅郡世羅町 上津田奥谷

344630442 貞兼池 広島県 世羅郡世羅町 下津田

344630559 堀越池 広島県 世羅郡世羅町 下津田

344630591 竜王山新池 広島県 世羅郡世羅町 長田

344630616 開拓池 広島県 世羅郡世羅町 山中福田

別表十

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

342030036 丸沢田池 広島県 竹原市 西野町字丸澤田

342030061 とり芝池 広島県 竹原市 新庄町字塚原

342030062 末森池 広島県 竹原市 新庄町字江草

342030063 牛倉池 広島県 竹原市 新庄町字江草

342030077 大池 広島県 竹原市 新庄町字東椋原

342030086 松橋池 広島県 竹原市 新庄町字北松橋

342030106 柏谷池 広島県 竹原市 仁賀町字柏谷

342030127 繁内横池 広島県 竹原市 仁賀町字大藤谷

342030133 銭亀池 広島県 竹原市 仁賀町字前南ヶ

342030143 澤田井出池 広島県 竹原市 仁賀町字古川

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地



342030228 猶木小池 広島県 竹原市 東野町字下青田

342030229 猶木大池 広島県 竹原市 東野町字下青田

342030277 大池 広島県 竹原市 下野町字多井山

342030344 矢の熊池 広島県 竹原市 吉名町字矢ノ熊

342030382 海床池 広島県 竹原市 忠海町字海床

342030383 植松池 広島県 竹原市 忠海町字植松谷

342030021 白井原下池 広島県 竹原市
田万里町字白井
原

342030053 寺下池 広島県 竹原市 新庄町字寺

342030154 柳ヶ迫池 広島県 竹原市
下野町大字下野
字宿上谷

342030156 岡田池 広島県 竹原市
下野町大字下野
字宿郷

342030259 二反田池 広島県 竹原市 小梨町字寺迫

342030266 上阿此比池 広島県 竹原市
下野町大字下野
字上阿此比

342030307 西池 広島県 竹原市 吉名町字諏訪谷

342030323 名荷池 広島県 竹原市 吉名町字久保谷

342030324 平井の池 広島県 竹原市 吉名町字柏原

342030009 奥野原池 広島県 竹原市
田万里町字奥野
原

342030042 観音上池 広島県 竹原市 西野町字西野路

342030043 観音中池 広島県 竹原市 西野町字西野路

342030044 観音新池 広島県 竹原市 西野町字西野路

342030045 観音下池 広島県 竹原市 西野町字西野路

342030057 鷺の森小池 広島県 竹原市
新庄町字東鷺の
森

342030069 森川池 広島県 竹原市 新庄町字白石

342030071 奥の池 広島県 竹原市 新庄町字白石

342030134 手洗池 広島県 竹原市 仁賀町字東栃谷

342030187 大谷池 広島県 竹原市
下野町大字下野
字大南山

342030188 ひょうたん池 広島県 竹原市
竹原町大字竹原
字吉良崎



342030263 坂田の池 広島県 竹原市 東野町字上柏野

342030269 大池 広島県 竹原市
下野町大字下野
字高下谷

342030298 竹下池 広島県 竹原市 吉名町字毛木迫

342030301 小林の池 広島県 竹原市 吉名町字西ヶ崎

342030316 竜泉池 広島県 竹原市 吉名町字浦ヶ平

別表十一

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

344270011 丸山池 広島県
豊田郡大崎上島
町

中野稲積

344270026 恋地下池 広島県
豊田郡大崎上島
町

大串恋地

344270027 恋地上池 広島県
豊田郡大崎上島
町

大串恋地

344270058 布浦 広島県
豊田郡大崎上島
町

中野布浦

344280002 柳ケ迫池 広島県
豊田郡大崎上島
町

東野

344280005 赤羽根池 広島県
豊田郡大崎上島
町

東野赤羽根

344280006 赤羽根池 広島県
豊田郡大崎上島
町

東野

344280008 高田側池 広島県
豊田郡大崎上島
町

東野

344280011 奥谷池 広島県
豊田郡大崎上島
町

東野

344280017 下名池１号 広島県
豊田郡大崎上島
町

東野

別表十二

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

343230007 伊藤 広島県 廿日市市 大野字上更地

343230010 高畑 広島県 廿日市市 大野字陣場

343230011 高畑 広島県 廿日市市 大野字陣場

343230015 中村 広島県 廿日市市 大野字下更地

343250016 橋山 広島県 廿日市市 友田字氏森

343250027 南ケ原 広島県 廿日市市 河津原字大迫

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地



343250032 小更２号 広島県 廿日市市 津田字大迫尻

343250034 道秀 広島県 廿日市市 津田字大迫尻

343250038 上ケ原１号 広島県 廿日市市 津田字勝成下

343250042 上ケ原５号 広島県 廿日市市 津田字勝成下

343250049 日浦谷 広島県 廿日市市 津田字堀ケ迫

343250066 小田原 広島県 廿日市市 浅原字松平山

343230006 高見 広島県 廿日市市 大野字高見

別表十三

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

342120290 本池 広島県 東広島市 高屋町中島

342120354 天神池 広島県 東広島市 高屋町檜山

342120575 第二池 広島県 東広島市 八本松町飯田

342120588 上新池 広島県 東広島市 西条町寺家

342120589 古池 広島県 東広島市 西条町寺家

342120592 松尾池 広島県 東広島市 西条町寺家

342120593 河内東池 広島県 東広島市 西条町寺家

342120607 にしや池 広島県 東広島市 西条町寺家

342120613 寺家池 広島県 東広島市 西条町寺家

342120617 馬洗池 広島県 東広島市 西条町寺家

342120621 羅観池 広島県 東広島市 西条町寺家

342120622 唐津池 広島県 東広島市 西条町寺家

342120630 下西楽寺池 広島県 東広島市 西条町吉行

342120641 大無池 広島県 東広島市 西条町吉行

342120643 蓮池 広島県 東広島市 西条町吉行

342120647 宮本池 広島県 東広島市 西条町助実

342120665 池田池 広島県 東広島市 西条町御薗宇

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地



342120678 坪池下池 広島県 東広島市 西条町御薗宇

342120694 宮本池 広島県 東広島市 西条町御薗宇

342120711 森永奥池 広島県 東広島市 西条町下見

342120712 ほうろく迫池 広島県 東広島市 西条町下見

342120713 まんぼ池 広島県 東広島市 西条町下見

342120714 菅池 広島県 東広島市 西条町下見

342120721 瓢箪池 広島県 東広島市 西条町下見

342120722 長池 広島県 東広島市 西条町下見

342120723 砂池 広島県 東広島市 西条町下見

342120724
砂池上池
（かしんぼういけ）

広島県 東広島市 西条町下見

342120725 湯池 広島県 東広島市 西条町下見

342120727 吉池 広島県 東広島市 西条町下見

342120736 四方池 広島県 東広島市 八本松町原

342120746 金谷池1号 広島県 東広島市
八本松飯田四丁
目

342120748 松永池2号 広島県 東広島市
八本松飯田五丁
目

342120754 新池 広島県 東広島市 八本松町飯田

342120774 堀田池 広島県 東広島市
八本松町宗吉字
深堂

342120776 宗吉池 広島県 東広島市
八本松町宗吉井
字出の口

342120777 西の窪池 広島県 東広島市
八本松町飯田八
丁目

342120790 土井池 広島県 東広島市
八本松町飯田字
荒神谷

342120794 新開池 広島県 東広島市 八本松町飯田

342120795 稲干場池 広島県 東広島市 八本松町飯田

342120810 竹ノ内池 広島県 東広島市 八本松東七丁目

342120811 蓮池 広島県 東広島市
八本松飯田五丁
目

342120819 車池 広島県 東広島市
八本松町飯田字
清水川

342120840 板橋池４号 広島県 東広島市 西条町寺家



342120845 清水迫池 広島県 東広島市
西条町寺家字清
水迫

342120973 下見大池 広島県 東広島市 西条町下見

342120978 大昼原池 広島県 東広島市
西条町下見字昼
原

342121098 一番池 広島県 東広島市 西条町郷曽

342121140 大池 広島県 東広島市 西条町郷曽

342121224 西ヶ谷池 広島県 東広島市 西条町大沢

342121225 下池 広島県 東広島市 西条町大沢

342121294 土管池 広島県 東広島市 西条町御薗宇

342121337 京面池 広島県 東広島市 西条町上三永

342121395 大町下池 広島県 東広島市
西条町御薗宇新
シ

342121417 高尾新池 広島県 東広島市 西条三永三丁目

342121478 長池 広島県 東広島市 西条町下見

342121483 昭和池 広島県 東広島市 西条町寺家

342121484 歳面池 広島県 東広島市 西条町寺家

342121494 後谷池 広島県 東広島市 西条町寺家

342121514 滝原池 広島県 東広島市
西条町郷曽荒谷
平吾郎

342121560 河内田池 広島県 東広島市 八本松町原

342121592
奥屋側池１号（水
尾池）

広島県 東広島市 志和町別府

342121600 松崎池 広島県 東広島市
志和町奥屋三城
山

342121642 松子迫池 広島県 東広島市 志和町別府

342121657 新池 広島県 東広島市 志和町冠

342121658 ソウジロ池 広島県 東広島市 志和町冠

342121670 段祇池 広島県 東広島市 志和町冠

342121681 前原池 広島県 東広島市 志和町冠

342121793 大地面下池 広島県 東広島市
志和町志和堀字
皇子谷

342121795
志里地田池（今田
池）

広島県 東広島市
志和町志和堀字
今田



342121796 新池 広島県 東広島市
志和町志和堀字
間鳥羽山

342121800 あくり坂池 広島県 東広島市
志和町志和堀字
住力

342121801 角池 広島県 東広島市
志和町志和堀字
住力

342121836 八條原池 広島県 東広島市 志和町志和西

342122123 宮の下池 広島県 東広島市 八本松町飯田

342122168 堀田池 広島県 東広島市
八本松飯田五丁
目

342122169 米池 広島県 東広島市 八本松東五丁目

342122171 カガツ上池 広島県 東広島市 八本松町原

342124056 井上池 広島県 東広島市 志和町志和東

342124093 須久茂池 広島県 東広島市 八本松町

342124139 第2新池 広島県 東広島市 西条町下三永

344020044 上垣内１号池 広島県 東広島市
黒瀬町国近坊ノ
原

344020057 砥石川池 広島県 東広島市
黒瀬町国近北平
助川

344020085 刈又池 広島県 東広島市
黒瀬町宗近柳国
字北迫

344020088 高藤池１号 広島県 東広島市
黒瀬町宗近柳国
字清躰寺

344020089 高藤池２号 広島県 東広島市
黒瀬町宗近柳国
清射寺

344020154 岡郷池 広島県 東広島市
黒瀬町乃美尾字
藤コウロ

344020190 山口池 広島県 東広島市
黒瀬町大多田山
口

344020191 大池 広島県 東広島市
黒瀬町大多田字
中山

344020193 大束池 広島県 東広島市
黒瀬町大多田字
西大束

344020194 八畝ヶ畑池 広島県 東広島市
黒瀬町大字大多
田字奴田ヶ原

344020195 奴田ヶ原池 広島県 東広島市
黒瀬町大字大多
田字奴田ヶ原

344020224 大正池 広島県 東広島市
黒瀬町大字楢原
字狐ヶ城

344020244 兼広大池 広島県 東広島市
黒瀬町兼広字後
大風呂

344020246 源田池 広島県 東広島市
黒瀬町大字川角
字源田

344020419 松久3号池 広島県 東広島市
黒瀬町大字津江
字山之神



344020421 戸部谷池 広島県 東広島市
黒瀬町大字津江
字山之神

344060010 小原新池 広島県 東広島市 豊栄町清武末実

344060012 峠田下池 広島県 東広島市 豊栄町清武尾崎

344060013 峠田上池 広島県 東広島市 豊栄町清武尾崎

344060041 弓給池 広島県 東広島市
豊栄町清武桧ノ
本

344060182 門出大池 広島県 東広島市 豊栄町安宿大番

344060224 新加羅無大池 広島県 東広島市 豊栄町乃美

344060229 松山池 広島県 東広島市 豊栄町乃美

344060239 昭和１号池 広島県 東広島市 豊栄町乃美

344060272 山田池 広島県 東広島市
豊栄町鍛冶屋深
見

344220076 峠池 広島県 東広島市
安芸津町風早字
池ケ谷

344220129 宇治木池 広島県 東広島市
安芸津町風早京
免

344220139 大池 広島県 東広島市
安芸津町風早荒
神谷

344220160 上堰 広島県 東広島市
安芸津町大田挽
地

344220370 早田池 広島県 東広島市
安芸津町三津西
山

344220479 湯盛池 広島県 東広島市
安芸津町大字木
谷字湯盛

別表十四

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

341020008 流谷 広島県 広島市
東区戸坂新町一
丁目

341020029 桜山 広島県 広島市
東区福田町字
葛ヶ谷

341050097 桧梅 広島県 広島市
安佐南区大塚東
一丁目

341060140 城下 広島県 広島市
安佐北区安佐町
久地城下

341060152 小谷 広島県 広島市
安佐北区深川町
字堂ノ本

341060189 坊地 広島県 広島市
安佐北区狩留家
町坊地

341060216 上畠 広島県 広島市
安佐北区安佐町
飯室字防ヶ迫

341060229 戸崎池 広島県 広島市
安佐北区安佐町
鈴張

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地



341060260 西ケ迫 広島県 広島市
安佐北区白木町
志路奥谷

341079992 柳池 広島県 広島市
安芸区畑賀二丁
目

341080004 千同 広島県 広島市
佐伯区観音台一
丁目

343240014 東大畑１号 広島県 広島市
佐伯区湯来町大
字伏谷字西野地

別表十五

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

342070267 下池 広島県 福山市
千田町千田字大
谷

342070268 上池 広島県 福山市
千田町千田字大
谷

342070350 鍛冶屋池 広島県 福山市
水呑町字鍛冶屋
奥

342070390 深田西池 広島県 福山市 熊野町字草田

342070809 こも池 広島県 福山市 東村町字風呂本

342070817 大畑池 広島県 福山市 東村町字大畑

342071117 灰付池 広島県 福山市 藤江町字灰付

342071121 水溜上池 広島県 福山市 藤江町字水溜

342071122 水溜下池 広島県 福山市 藤江町字水溜

342071340 亀原池 広島県 福山市 駅家町法成寺

342071378 今岡新池 広島県 福山市 駅家町今岡

342071415 龍王池 広島県 福山市 芦田町柞磨

342071558 大坊池 広島県 福山市 芦田町下有地

344820058 提木新池 広島県 福山市
沼隈町下山南字
提木北ノ谷

345010054 岡１号池 広島県 福山市 神辺町平野字岡

345010071 宗重池 広島県 福山市
神辺町上御領字
行政

345010169 井戸１号池 広島県 福山市
神辺町東中条字
井戸

345010205 沼津池 広島県 福山市
神辺町三谷字ヌ
マズ

345240102 仁伍池 広島県 福山市
新市町大字下安
井

342070091 大場池 広島県 福山市 坪生町字池平西

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地



342070102 滝山池 広島県 福山市
春日町浦上字滝
山

342070264 丸池 広島県 福山市
千田町千田字丸
池

342070323 下池 広島県 福山市 水呑町字北迫

342070452 荒川上池 広島県 福山市 熊野町字徳永

342070591 下池（新珠池） 広島県 福山市
瀬戸町地頭分字
坂ノ森

342070608 別所新池 広島県 福山市
瀬戸町地頭分字
段原

342070611 谷奥池 広島県 福山市
瀬戸町長和字谷
奥

342070612 偏義池 広島県 福山市
瀬戸町長和字扁
義

342070629 粟ケ迫池 広島県 福山市
瀬戸町長和字粟
ケ迫

342070682 下池 広島県 福山市
赤坂町赤坂字加
屋平

342070997 生田池 広島県 福山市 神村町字陣貝

342071014 宮本池 広島県 福山市 神村町字峠池上

342071016 フジサコ池 広島県 福山市
神村町字亥ノ木
堂

342071035 大池 広島県 福山市 神村町字東谷

342071062 新屋戸池 広島県 福山市
金江町大字藁江
字上屋戸

342071099 ひばり池 広島県 福山市
金江町大字藁江
字池口

342071507 恵木迫下池 広島県 福山市 芦田町上有地

342071508 恵木迫上池 広島県 福山市 芦田町上有地

342071659 岡田池 広島県 福山市 芦田町福田

344820016 庵の下池 広島県 福山市
沼隈町能登原字
桜西側

345010159 国地池 広島県 福山市
神辺町東中条字
国地

345240030 宮内しん池 広島県 福山市 新市町大字宮内

344820003 西明池 広島県 福山市
沼隈町登能原本
谷奥

344820008 鞆路池 広島県 福山市
沼隈町能登原鞆
路

別表十六

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地



345610057 神迫池 広島県 府中市
上下町上下字神
迫

別表十七

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

342040133 スベリ池 広島県 三原市
八幡町美生八幡
市

342040029 井上上池 広島県 三原市 八幡町垣内安行

342040090 湯船中池 広島県 三原市
八幡町野串字恩
台松

342040246 高下池 広島県 三原市 深町上組

342040252 苗木新池 広島県 三原市 深町字瀬波戸

342040264 大掛奥池 広島県 三原市 深町中組東峠

342040274 船板中池 広島県 三原市 深町字船板

342040275 船板下池 広島県 三原市 深町字船板

342040276 中畑池 広島県 三原市 深町字西中畑

342040277 猿掛池 広島県 三原市 深町中組字開角

342040278 藤下池 広島県 三原市 深町字村上山

342040282 大谷池 広島県 三原市 深町字大谷

342040291 夫婦下池 広島県 三原市 中之町九丁目

342040296 古池 広島県 三原市 中之町三丁目

342040297 新池 広島県 三原市 中之町北

342040301 崎ノ窪池 広島県 三原市 中之町三丁目

342040306 綱掛大池 広島県 三原市 深町下組網掛

342040316 段奥池 広島県 三原市 深町下組国安

342040318 広下池 広島県 三原市 鷺浦町須波広谷

342040319 郷池 広島県 三原市 鷺浦町須波大谷

342040320 用水池 広島県 三原市 鷺浦町須波中田

342040321 集水池 広島県 三原市 鷺浦町須波浜中

342040323 登木原池 広島県 三原市
鷺浦町向田浦登
木原

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地



342040324 登木池 広島県 三原市
鷺浦町向田野浦
登木

342040346 小更池 広島県 三原市
小坂町松原吉ケ
迫

342040364 宮ノ迫田池 広島県 三原市 小坂町引迫向田

342040371 才加内池 広島県 三原市 長谷二丁目

342040375 奥山池 広島県 三原市 沼田東町生田

342040383 新池 広島県 三原市
沼田東町釜山新
池下

342040400 船越池 広島県 三原市
沼田東町末光船
越

342040408 古寺池 広島県 三原市
沼田東町末光宗
津

342040417 くたくた新池 広島県 三原市 沼田町稗畑山

342040432 新池 広島県 三原市 沼田東町納所

342040440 宝谷池 広島県 三原市
沼田東町末広寶
谷

342040441 光牟池 広島県 三原市
沼田東町末広本
谷

342040489 屋敷谷池 広島県 三原市
高坂町真良字有
松

342040516 都谷１号池 広島県 三原市 高坂町真良

342040525 西谷池 広島県 三原市 高坂町真良西谷

342040567 岡之迫池 広島県 三原市
沼田西町惣定岡
之迫

342040593 玉城下池 広島県 三原市
小泉町玉城字角
垣内

342040601 小迫池 広島県 三原市 小泉町小迫小迫

342040655 宮谷池 広島県 三原市
小泉町甲原字耳
津山

342040661 万池 広島県 三原市 幸崎能地一丁目

342040666 湯峠池 広島県 三原市
幸崎町能地字立
石

342040667 沖ノ池 広島県 三原市
幸崎町能地七丁
目

342040670 糸屋池 広島県 三原市 幸崎能地上迫

342040683 鳥形大池 広島県 三原市
幸崎町渡瀬上條
鳥形

342040687 上條新池 広島県 三原市
幸崎町渡瀬字川
原迫

342040703 大西大池 広島県 三原市 大畑町



344070085 一町田池 広島県 三原市
大和町萩原字平
岩

344070094 神田池１ 広島県 三原市 大和町萩原神田

344070170 土岸池 広島県 三原市
大和町下徳良大
石

344070186 今出池 広島県 三原市
大和町下徳良字
深見

344070192 御式池 広島県 三原市
大和町下徳良字
深見

344070468 中池 広島県 三原市
大和町大草池ノ
下

344070541 上野呂池 広島県 三原市 大和町椋梨

344070607 野田池 広島県 三原市 大和町大具

344070658 横郷池 広島県 三原市 大和町和木

344210043 一楽池 広島県 三原市
本郷町南方字薬
師

344210105 石ケ鼻池 広島県 三原市
本郷町南方字石
ケ鼻

344210126 まるこ池 広島県 三原市
本郷町南方字原
田

344210218 鴻巣江池 広島県 三原市
本郷町上北方字
鴻巣江

344210310 おたて下池 広島県 三原市 本郷町善入寺

344210320 センバ谷池 広島県 三原市
本郷町善入寺
字鑪鞴

344210333 湾谷池 広島県 三原市 本郷北二丁目

344210339 金売下池 広島県 三原市
本郷町船木中奥
金売

344210352 榮耕池 広島県 三原市
本郷町船木字東
山

344420025 ブイブイ河原 広島県 三原市
久井町莇原字ブ
イビガハラ

344420030 新入池 広島県 三原市
久井町莇原字辺
ケ峠

344420032 三ツ池中 広島県 三原市
久井町莇原字岡
ノ原

344420054 ヤブレ池 広島県 三原市 久井町下津陶政

344420166 吉原２号池 広島県 三原市
久井町江木字吉
原

344420168 吉原４号池 広島県 三原市
久井町江木字吉
原

344420249 光石池 広島県 三原市 久井町泉白水

344420255 千造房池 広島県 三原市 久井町泉垣内



344420702 土取下池 広島県 三原市
久井町土取字大
沢

別表十八

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

342090009 大堤 広島県 三次市 下川立町奥田

342090012 円勝寺谷 広島県 三次市 川立町大峰

342090016 湯口谷１号 広島県 三次市 上川立町太郎丸

342090017 湯口谷２号 広島県 三次市 上川立町太郎丸

342090027 サイノ池（妻之神） 広島県 三次市 上川立町千の木

342090041 渕谷池（大池） 広島県 三次市 青河町渕谷

342090045 打南原 広島県 三次市 青河町打南原

342090046 青木 広島県 三次市 西酒屋町久々原

342090051 宮地（権現池） 広島県 三次市 青河町宮地

342090055 山田 広島県 三次市 青河町下青河

342090065 郷ヶ坪池 広島県 三次市 青河町郷ヶ坪

342090085 槇迫 広島県 三次市 西酒屋大阪

342090103 久藤池 広島県 三次市 東酒屋町後六反

342090126 長迫 広島県 三次市 和知町中組

342090131 折坂池 広島県 三次市 和知町西組

342090137 黒田（泉水） 広島県 三次市 和知町宮組

342090138 笛吹 広島県 三次市 和知町大当

342090139 兼ケ堀 広島県 三次市 和知町大当

342090154 石ケ谷 広島県 三次市 向江田町菅田

342090181 甲住 広島県 三次市 向江田町三田谷

342090189 岩脇池 広島県 三次市 粟屋町岩脇

342090190 鹿子尾溜池 広島県 三次市 粟屋町中垣内

342090237 新池 広島県 三次市 高杉町形

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地



342090243 岩倉 広島県 三次市 高杉町形

342090262 西ケ谷（石ケ谷） 広島県 三次市 廻神町芋面

342090283 古ケ谷 広島県 三次市 廻神町辻塚

342090288 後迫 広島県 三次市 十日市町下原

342090292 鷺池 広島県 三次市 十日市町植松

342090293 岩谷 広島県 三次市 十日市南六丁目

342090295 花園 広島県 三次市 十日市南四丁目

342090300 金ケ原 広島県 三次市 四拾貫町池の内

342090301 庄蛇池 広島県 三次市 四拾貫町池の内

342090308 堂の奥 広島県 三次市 四拾貫町中組

342090310 湯免 広島県 三次市 畠敷町竹添

342090336 水谷 広島県 三次市 後山町後山

342090351 新開 広島県 三次市 山家町神ノ瀬

342090354 奥田池 広島県 三次市 山家町荒田谷

342090356 長迫 広島県 三次市 西河内町枝郷

342090376 うなぎ池 広島県 三次市 海渡町東野山

342090390 鳥ケ池 広島県 三次市 上田町十郎

342090400 昭和 広島県 三次市 上田町田之河内

342090423 慈泉寺 広島県 三次市 志幸町慈泉寺

342090441 古屋ヶ谷池 広島県 三次市 大田幸町上志幸

342090514 郷原第2 広島県 三次市 上川立町郷原

342090538 中峠 広島県 三次市 青河町宮地

342090539 米丸池 広島県 三次市 青河町宮地

342090767 新池（芝丸池） 広島県 三次市 四拾貫町日南



342090769 常池 広島県 三次市 四拾貫町才藤

345630031
高山大池（高山
池）

広島県 三次市
甲奴町小童宮の
前

345630034 金森池 広島県 三次市
甲奴町梶田森脇
奥

345630094 祇園池 広島県 三次市
甲奴町子童字中
原

345630100 千田屋池 広島県 三次市 甲奴町小童沼田

345630163 大正池 広島県 三次市
甲奴町宇賀字中
反田

345820009 広田池 広島県 三次市
布野町上布野二
井後

345830049 新居池 広島県 三次市 作木町香淀川毛

345840024 塩野１号池 広島県 三次市
吉舎町敷地堂武
路

345840033 吉宗池 広島県 三次市 吉舎町敷地番匠

345840056 喜伝寺溜池 広島県 三次市 吉舎町敷地本谷

345840139 論田新池 広島県 三次市
吉舎町矢野地字
論田

345840156 新池 広島県 三次市
吉舎町清網大滝
山

345840194 空山池 広島県 三次市 吉舎町徳市

345840231 伏谷 広島県 三次市 吉舎町安田伏谷

345850106 山元池 広島県 三次市
三良坂町三良坂
字上之堂

345850116 四十八池 広島県 三次市
三良坂町三良坂
字塔山

345850135 長田大池 広島県 三次市
三良坂町長田字
鍛冶屋谷

345850193 免田池 広島県 三次市
三良坂町長田字
免田

345850197 丘池（新池） 広島県 三次市
三良坂町岡田字
大平

345850200 佐々木巧1号池 広島県 三次市
三良坂町三良坂
字苅山

345860001 下板木大池 広島県 三次市
三和町敷名字戸
野山

345860262 鍛冶屋河内池 広島県 三次市 三和町上板木

345860272 常屋池 広島県 三次市 三和町上板木



345860342 がばんがけ池 広島県 三次市
三和町敷名字言
立山

345860405 宗光池（勝田池） 広島県 三次市 三和町上壱

別表十九

都道府県名 市区、郡町村名 字ほか

343660021 柿ノ木谷堤 広島県 山県郡北広島町 今田字柿ノ谷

343660036 長安１号 広島県 山県郡北広島町 石井谷

343660049 かんな池 広島県 山県郡北広島町 舞綱大丸

343660055 瀬戸２号 広島県 山県郡北広島町 川東観音迫

343660058 糘谷池 広島県 山県郡北広島町 壬生百田

343660066 堤迫 広島県 山県郡北広島町 川井新氏神

343660068 森屋 広島県 山県郡北広島町 川井反

343660077 東明寺谷池 広島県 山県郡北広島町 本地字東明寺

343660091 エイリョウ 広島県 山県郡北広島町 南方額田部

343660092 栗定ため池 広島県 山県郡北広島町 南方栗定

343670071 打田東側下池 広島県 山県郡北広島町 都志見字休山

343670073 都志見原 広島県 山県郡北広島町 都志見字畑

343670130 石中山小１５７ 広島県 山県郡北広島町 海応寺字石中山

343670132 土居ケ原小１７３ 広島県 山県郡北広島町 下石字高羽子

343670140 小沼池 広島県 山県郡北広島町 今吉田東地郷

ため池
データベース
コード番号

ため池名称
所在地


