
田原市防災重点ため池ハザードマップ（HM）一覧表（７５池） R3.1現在

ため池名称 読み 池の所在地
地図
番号 校区 HM番号 備考

寺間池 てらまいけ 野田町寺間 5 野田

平沢池 ひらさわいけ 野田町平沢 5 野田 P.1

アラコ池 あらこいけ 芦町アラコ 5 野田

大ヶ坂池 おがさかいけ 芦町柳原 5 野田

芦ヶ池 あしがいけ 野田町池下 5 野田 機構

若宮池 わかみやいけ 仁崎町出雲田 3 野田

鳴谷池 なるたにいけ 仁崎町五十鈴 3 野田

深沢池 ふかざわいけ 仁崎町深沢 3 野田 機構

椿沢池(古池) つばきざわいけ（ふるいけ） 田原町傘下 1 衣笠

田原新池 たはらしんいけ 田原町椿沢 1 衣笠

前田池 まえだいけ 野田町前田 3 野田

ズル沢池 ずるさわいけ 仁崎町前山 3 野田 P.2

運昌寺池 うんしょうじいけ 野田町細法り 3 野田

長田池 ちょうだいけ 野田町細法り 3 野田

野田長池 のだながいけ 野田町宝り海道 3 野田

栗ノ木池 くりのきいけ 野田町細法り 3 野田

姫栗池 ひめぐりいけ 大久保町岩巣 3 南部 P.3

庚申池 こうしんいけ 大久保町洲畑 3 南部 P.4

大久保池(水上池)おおくぼいけ(みずかみいけ) 大久保町水上 3 南部 P.5

神池 しんいけ 大久保町洞下 3 南部 P.23

小洞池 しょうぼらいけ 大久保町小洞 3 南部

滝頭上池 たきがしらうわいけ 田原町舟沢 3 衣笠 P.21

滝頭下池 たきがしらしたいけ 田原町西滝頭 3 衣笠 P.21

鎌田池 かまたいけ 田原町西栄厳 3 衣笠

黒川池 くろがわいけ 加治町黒川 3 衣笠 P.24

大久保山田下池 おおくぼやまだしたいけ 大久保町山田 3 南部 P.22

清明池 せいめいいけ 大草町大草原 4 大草 P.25

大沢池 おおさわいけ 大草町平松 4 大草 P.26

鳴子沢池 なるこざわいけ 波瀬町波瀬前 1 童浦

二ツ池 ふたついけ 浦町稲場 1 童浦

スゲ堀池 すげぼりいけ 浦町北浦 1 童浦

ニツ池下(浦上池) ふたついけした（うらうけいけ） 浦町東田 1 童浦

池田池 いけだいけ 吉胡台２丁目 1 童浦 市

山下池 やましたいけ 浦町蔵王下 1 童浦

柳沢上池 やなぎさわうわいけ 田原町柳沢 1 中部

柳沢池 やなぎさわいけ 田原町柳沢 1 中部 P.6

宮場池 みやばいけ 豊島町奥谷 2 東部 P27

背戸池 はいどいけ 豊島町中島 2 東部 P28

西光寺池 さいこうじいけ 西神戸町神明前 3 神戸 P.7

清水池 しみずいけ 西神戸町清水 3 神戸

鷹取池 たかとりいけ 神戸町北高畑 2 神戸

神戸大池 かんべおおいけ 神戸町大池 2 神戸 P.8

岡池 おがいけ 西神戸町岡 2 神戸

赤松新池下池 あかまつしんいけしたいけ 西神戸町郷中 2 神戸 P.11

赤松新池 あかまつしんいけ 西神戸町岡 2 神戸 P.11

谷熊新池 やくましんいけ 谷熊町御堂崎 2 東部 P.9

龍蔵池 りゅうぞういけ 豊島町龍蔵 2 東部 P.29
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谷熊長池 やくまながいけ 谷熊町桑原 2 東部 P.10

若見洞池 わかみぼらいけ 若見町山ノ田 6 若戸 市

精進洞池 しょうじんぼらいけ 越戸町古今 6 若戸 市

ウソグラ池 うそぐらいけ 若見町鬼堕 6 若戸

猿田池 さるだいけ 若見町猿田 6 若戸 P.12

大ヶ口池(下) おおがぐちいけ（した） 赤羽根町山田 6 赤羽根 P.13

大ヶ口池(上) おおがぐちいけ（うえ） 赤羽根町山田 6 赤羽根 P.13

島添池 しまそえいけ 赤羽根町奥新田 6 赤羽根 P.14

大正池 たいしょういけ 高松町尾村崎 4 高松 P.15

尾郎池 おろういけ 高松町尾村崎 4 高松

大池 おおいけ 高松町入道 4 高松 P.16

小塩津池 こしおづいけ 小塩津町東三反田、南三反田 7 堀切 機構

大沢池 おおさわいけ 保美町塚谷、小塩津町新田 7 福江、堀切 P.30

中明池 ちょうめいいけ 長沢町中明、古田町平沢 7 福江 市

大坂池 おおざかいけ 和地町南大坂 7 和地 P.17 市

破岩池 はいわいけ 高木町破岩 7 清田 P.18

黒見池 くろみいけ 高木町相賀 7 清田

新池 しんいけ 高木町相賀 7 清田

清田池 きよたいけ 山田町掛狭間 7 清田 P.19

新地下池 しんぢげいけ 江比間町太田 5 泉

地下池 ちげいけ 江比間町番場 5 泉 市

野田新池 のだしんいけ 野田町宝り海道 3 野田

大久保山田池上池おおくぼやまだいけうわいけ 大久保町山田 3 南部 P.22

赤松新上池 あかまつしんうわいけ 西神戸町岡 2 神戸 P.11

権現池 ごんげんいけ 田原町蔵王 1 中部

釜鋳硲池 かまいはいけ 豊島町釜鋳硲 2 東部

鷲川池 わしかわいけ 神戸町鷲川 2 神戸

五軒丁池 ごけんちょういけ 田原町五軒丁 1 中部

上堀池 うえほりいけ 神戸町堀池 2 神戸

・・・R３．１にため池ハザードマップを公表した防災重点ため池（７池）

・・・ため池ハザードマップが公表済の防災重点ため池（２８池）
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