
№ 防災重点農業用ため池名称 所有者 所在地
総貯水量
(t)

備　考 № 防災重点農業用ため池名称 所有者 所在地
総貯水量
(t)

備　考

1 山田池 郡山市 蒲倉町字沢目木 7,100 ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ公表済み 56 馬放場池-１号 郡山市 富久山町八山田字馬放場 2,400 ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ公表済み
2 荒池 郡山市 池ノ台 44,000 〃 57 三道口池-１号 郡山市 富久山町南小泉字三道口 620 〃
3 酒蓋池 郡山市 深沢二丁目 67,000 〃 58 一所沢池 郡山市 富久山町福原字福原 3,000 〃
4 五百淵 郡山市 山崎 53,000 〃 59 舟津上池 郡山市 湖南町舟津字広畑 11,500 〃
5 葉山池 郡山市 大槻町字漆棒 29,000 〃 60 舟津下池 郡山市 湖南町舟津字広畑 5,300 〃
6 大久保池 郡山市 安積町荒井字大久保 20,000 〃 61 新田池 郡山市 湖南町福良字布引沢 500 〃
7 荒池 郡山市 安積町笹川字荒池 146,000 〃 62 四十房池 郡山市 湖南町福良字四十房 5,000 〃
8 大久保池 郡山市 三穂田町富岡字大久保 10,000 〃 63 寺ノ前池 郡山市 湖南町福良字寺前 2,000 〃
9 三本木1号池 郡山市 三穂田町富岡字池上 33,900 〃 64 富永池 郡山市 湖南町赤津字富永家後 3,300 〃
10 長池 郡山市 三穂田町駒屋字中沢 23,000 〃 65 中森池 郡山市 熱海町上伊豆島字西畑 3,000 〃
11 長岫池 郡山市 三穂田町野田字長岫 33,600 〃 66 愛宕池 郡山市 田村町下行合字石山田 6,800 〃
12 葉ノ木池-１号 郡山市 三穂田町川田字葉ノ木 95,000 〃 67 上の池 郡山市 田村町下行合字五郎内 9,700 〃
13 かつぎ池 郡山市 三穂田町川田字被下 16,800 〃 68 上ノ池 郡山市 田村町正直字蓮沼 7,100 〃
14 下北沢池 郡山市 逢瀬町多田野字下北沢 480,000 〃 69 湯ﾉ川池 郡山市 田村町守山字湯ﾉ川 2,000 〃
15 釜帰池 郡山市 逢瀬町多田野字釜帰 6,500 〃 70 池の入池（上） 郡山市 田村町谷田川字新田 1,100 〃
16 細山池 郡山市 逢瀬町多田野字細山 14,000 〃 71 池の入池（下） 郡山市 田村町谷田川字新田 1,100 〃
17 橋本池 郡山市 喜久田町堀之内字橋本池西 25,000 〃 72 後山池 郡山市 田村町金沢字柳田 22,000 〃
18 村池 郡山市 日和田町蛇ヶ森 9,000 〃 73 大六池 郡山市 田村町金沢字大六 8,900 〃
19 上の池（上） 郡山市 富久山町福原字福原 15,000 〃 74 三角池 郡山市 田村町山中字日照田 650 〃
20 上の池（下） 郡山市 富久山町福原字福原 14,000 〃 75 長坂池 郡山市 田村町下道渡字寺内 340 〃
21 宝沢沼 郡山市 富久山町福原字沼下 157,000 〃 76 八幡池 郡山市 田村町下行合字宮田 700 〃
22 山崎池 郡山市 湖南町福良字入山崎 26,400 〃 77 吉平池 郡山市 田村町山中字東山田 29,600 〃
23 大反池 郡山市 田村字御代田字権現作田 24,700 〃 78 雑耕地池 郡山市 田村町岩作字房ヶ作 1,700 〃
24 北池 郡山市 田村町上行合字北山田 21,000 〃 79 荒池 郡山市 田村町正直字新舘 2,000 〃
25 前池 郡山市 田村町上行合字中山田 16,000 〃 80 式部内池 郡山市 西田町土棚字式部内 1,800 〃
26 原池 郡山市 田村町御代田字源右エ門平 61,000 〃 81 笠松池 郡山市 西田町土棚字笠松 2,100 〃
27 堂尻池第１ 安積疏水 逢瀬町河内字鳥井戸 85,000 〃 82 蓮池 郡山市 西田町根木屋字根木屋 1,000 〃
28 堂尻池第２ 安積疏水 逢瀬町河内字鳥井戸 75,000 〃 83 深作池 郡山市 中田町高倉字深作 12,000 〃
29 宝ノ草池 安積疏水 逢瀬町多田野 1,051,000 〃 84 永田池 郡山市 中田町赤沼字永田 4,200 〃
30 七ツ池 安積疏水 三穂田町野田字七ツ池 159,100 〃 85 1-3-4号 東　部 田村町細田字広畑 1,460 〃
31 新池 郡山市 大槻町字中ノ平南 40,000 〃 86 1-3-5号 東　部 田村町細田字嘉成 1,170 〃
32 万海池 郡山市 安積町荒井字万海 37,100 〃 87 1-4-1号 東　部 田村町谷田川字矢平 800 〃
33 松山池 郡山市 喜久田町堀之内字松山池東 6,000 〃 88 1-4-2号 東　部 田村町谷田川字石塚 800 〃
34 善宝池 個　人 富久山町久保田字北谷 68,000 〃 89 1-5-3号 東　部 田村町谷田川字箱屋 1,310 〃
35 枇杷沢（上） 個　人 田村町山中字枇杷沢 22,000 〃 90 3-2-2号 東　部 中田町海老根字柿ノ口 2,900 〃
36 枇杷沢（下） 個　人 田村町山中字枇杷沢 76,000 〃 91 7-1-1号 東　部 中田町下枝字五百目 1,710 〃
37 芳賀池 郡山市 芳賀二丁目 2,580 〃 92 8-1-2号 東　部 中田町海老根字大記 370 〃
38 舘池-１号 郡山市 白岩町字舘 110 〃 93 10-2-2号 東　部 中田町海老根字坂下 1,800 〃
39 富士坊池-１号 郡山市 阿久津町字富士坊 610 〃 94 13-3-2号 東　部 富久山町北小泉字屋戸 1,000 〃
40 横川池-１号 郡山市 横川町字横川 200 〃 95 13-4-1号 東　部 富久山町堂坂字寺代 1,100 〃
41 鎌倉池 郡山市 大槻町字隠居免 19,800 〃 96 14-1-10号 東　部 西田町木村字清水久保 1,800 〃
42 馬場池 郡山市 安積町成田字長山 25,000 〃 97 15-2-11号 東　部 西田町三町目字細田 2,000 〃
43 知行池 郡山市 安積町成田字丸山 13,800 〃 98 16-5号 東　部 西田町丹伊田字高屋敷 4,000 〃
44 道伝池 郡山市 安積町笹川字上ノ台 1,000 〃 99 17-2-1号 東　部 西田町三町目字鐘撞田 1,200 〃
45 上池 郡山市 三穂田町富岡字大久保 8,600 〃 100 17-3-13号 東　部 西田町鬼生田字中野 800 〃
46 葉ノ木池-２号 郡山市 三穂田町川田字葉ノ木 35,000 〃 101 1-5-4号 東　部 田村町谷田川字上ノ坪 1,000 〃
47 新池 郡山市 三穂田町川田字御霊 41,930 〃 102 9-1-3号 東　部 中田町上石字山口 1,000 〃
48 南覚前池-１号 郡山市 三穂田町駒屋字南覚前 1,070 〃 103 14-2-1号 東　部 西田町根木屋字古内 1,800 〃
49 舘堀池 郡山市 三穂田町下守屋字上豊舘 2,000 〃 計 103池
50 本沢池 郡山市 逢瀬町多田野字本沢 39,000 〃 ※安積疏水→安積疏水土地改良区　　　東　部　→郡山市東部土地改良区
51 釜ノ前池 郡山市 逢瀬町多田野字釜ノ前 61,400 〃
52 山田池 郡山市 片平町山田池 800 〃
53 大久保池-１号 郡山市 片平町大久保 590 〃 　郡山市(個人所有含む) 80池
54 濁池 郡山市 日和田町高倉字濁池 2,500 〃 　安積土地改良区 4池
55 重福礼池 郡山市 日和田町重福礼 3,500 〃 　郡山市東部土地改良区 19池

計 103池

防災重点農業用ため池一覧表（令和３年２月２６日指定）

　　　　　【指定ため池内訳】


