
（別紙）

都道府県名 市町村名 ため池名 都道府県名 市町村名 ため池名

北海道 美幌町 　美幌温水溜池 滋賀県 米原市 　三島池

青森県 鶴田町 　廻堰大溜池 滋賀県 高島市 　淡海湖

青森県 五所川原市 　堺野沢ため池 京都府 京都市 　広沢池

青森県 五所川原市 　藤枝ため池 京都府 井手町 　大正池

岩手県 金ケ崎町 　千貫石ため池 京都府 舞鶴市 　佐織谷池

岩手県 一関市 　久保川流域ため池群 大阪府 大阪狭山市 　狭山池

岩手県 一関市 　百間堤（有切ため池） 大阪府 岸和田市 　久米田池

岩手県 奥州市 　内田ため池 大阪府 熊取町 　長池オアシス（長池、下池）

宮城県 多賀城市、塩竃市、利府町 　加瀬沼ため池 兵庫県 加古川市 　寺田池

秋田県 美郷町 　一丈木ため池 兵庫県 稲美町 　天満大池

秋田県 能代市 　小友沼 兵庫県 明石市、加古川市、高砂
市、稲美町、播磨町 　いなみ野ため池ミュージアム

山形県 鶴岡市 　大山上池・下池 兵庫県 姫路市、福崎町 　西光寺野台地のため池群

山形県 尾花沢市 　徳良池（徳良湖） 兵庫県 加西市 　長倉池

山形県 朝日町 　馬神ため池と大谷の郷 兵庫県 伊丹市 　昆陽池

山形県 山辺町 　玉虫沼 奈良県 斑鳩町 　斑鳩ため池

福島県 須賀川市 　藤沼貯水池  （藤沼湖） 奈良県 桜井市 　箸中大池

福島県 白河市 　南湖 和歌山県 海南市 　亀池

茨城県 土浦市 　宍塚大池 鳥取県 倉吉市 　狼谷溜池

茨城県 下妻市 　砂沼湖 鳥取県 伯耆町 　大成池

茨城県 阿見町 　神田池 島根県 雲南市 　うしおの沢池

栃木県 小山市 　大沼 島根県 江津市 　やぶさめのため池

栃木県 芳賀町 　唐桶溜 岡山県 久米南町 　神之渕池

群馬県 太田市 　妙参寺沼 岡山県 新見市 　鯉ヶ窪池

埼玉県 本庄市 　間瀬湖 広島県 福山市 　服部大池

千葉県 大網白里町 　小中池 山口県 阿武町 　長沢ため池

山梨県 上野原市 　月見が池 山口県 下関市 　深坂溜池

長野県 茅野市 　御射鹿池 山口県 長門市 　深田ため池

長野県 木祖村 　菅大平温水ため池（あやめ公園池） 徳島県 阿波市 　金清1号池・金清2号池

長野県 飯島町 　千人塚城ヶ池 香川県 観音寺市 　豊稔池

長野県 上田市 　塩田平のため池群 香川県 まんのう町 　満濃池

長野県 辰野町 　荒神山ため池（たつの海） 香川県 土庄町 　蛙子池

静岡県 三島市 　中郷温水池 香川県 三豊市 　国市池

新潟県 上越市 　青野池 香川県 三木町 　山大寺池

新潟県 上越市 　坊ヶ池 愛媛県 砥部町 　通谷池

新潟県 上越市 　朝日池 愛媛県 久万高原町 　赤蔵ヶ池

新潟県 阿賀野市 　じゅんさい池（下野） 愛媛県 伊予市 　大谷池

富山県 南砺市 　赤祖父溜池 愛媛県 松山市 　堀江新池

富山県 南砺市 　桜ヶ池 高知県 安芸市 　弁天池（内原野池）

石川県 七尾市 　漆沢の池 福岡県 みやま市 　蒲池山ため池

石川県 加賀市 　鴨池 佐賀県 武雄市 　池ノ内湖

福井県 勝山市 　赤尾大堤 佐賀県 有田町 　山谷大堤

岐阜県 坂祝町 　八幡池 長崎県 大村市 　野岳ため池

愛知県 犬山市 　入鹿池 長崎県 雲仙市 　諏訪池

愛知県 みよし市 　三好池 熊本県 西原村 　大切畑ため池

愛知県 田原市 　芦ヶ池 熊本県 嘉島町 　浮島

愛知県 田原市 　初立池 大分県 中津市 　野依新池

三重県 津市 　片田・野田のため池群 宮崎県 宮崎市 　巨田の大池

三重県 菰野町 　楠根ため 鹿児島県 和泊町 　松の前池

滋賀県 東近江市 　八楽溜 沖縄県 北大東村 　北大東村ため池群

滋賀県 長浜市 　西池 沖縄県 久米島町 　カンジン貯水池
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