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特定ため池指定箇所一覧（北区：②大沢・長尾・八多周辺）

(令和4年10月31日時点)

ため池名称 読み 貯水量

(千m3)

西谷上池 にしたにかみいけ 北区 八多町深谷西谷337 18.0

西谷下池 にしたにしもいけ 北区 八多町深谷西谷355-1 7.5

松岡池 まつおかいけ 北区 八多町深谷池の上313 14.0

干池 ひいけ 北区 八多町柳谷伊勢打675 4.0

呑取池 のむどりいけ 北区 八多町柳谷字九日田27 10.0

新池 しんいけ 北区 八多町深谷ガサガサ1164-1 2.0

奥谷池 おくだにいけ 北区 八多町附物字奥谷466 9.0

五丁池 ごちょういけ 北区 八多町附物五丁1204 7.0

五丁上池 ごちょううえいけ 北区 八多町附物字五町1211 2.0

橋本池 はしもといけ 北区 八多町附物後垣655 3.0

後垣下池 うしろがきしたいけ 北区 八多町附物後垣671 1.0

下浦池 しもうらいけ 北区 八多町附物後垣657 1.0

にごろ池 にごろいけ 北区 八多町附物字濁池84 6.8

皿池 さらいけ 北区 八多町附物皿池24 11.0

手運池 てばこいけ 北区 八多町附物字手運谷1358 1.4

上手運池 かみてばこいけ 北区 八多町附物字手運谷1359 2.0

狩俣池 かりまたいけ 北区 八多町附物字狩俣1153 14.0

小路畑下池 しょうじばたしもいけ 北区 八多町附物小路畑520 18.8

下わらど池 したわらどいけ 北区 八多町附物字上わらど1340 15.0

上小路畑池（小路畑上池） かみしょうじばたいけ 北区 八多町附物小路畑492 23.0

上和良戸池 うえわらどいけ 北区 八多町附物字上わらど1324 26.5

切下し池 きりくだしいけ 北区 八多町附物切下し277 32.0

俣垣池 またがきいけ 北区 八多町附物1055 3.0

面水池 めんすいいけ 北区 八多町附物字面水1063 40.5

蛇谷池 じゃだにいけ 北区 八多町屏風小字台ヶ岡899 3.0

金剛池 こんごういけ 北区 八多町屏風字金剛773-1 87.0

登り尾池 のぼりおいけ 北区 八多町屏風字金倉1443 8.0

厚木池 ほうのいけ 北区 八多町屏風字厚木801 19.7

苗原池 にはらいけ 北区 八多町屏風小字登尾1461 2.0

稗谷池 ひえだにいけ 北区 八多町屏風小字頓行司332 7.0

すべり谷池 すべりたにいけ 北区 八多町屏風小字すべり谷147 8.0

西ノ谷池 にしのたにいけ 北区 八多町屏風小字西ノ谷97 1.5

頓行司池 とんぎょうじいけ 北区 八多町屏風354 34.0

鳴川新池 なるかわしんいけ 北区 八多町西畑字市太郎畑944 0.9

濁下池 にごりしたいけ 北区 八多町西畑字瀧の脇228 19.5

志ノ木谷池 しのきたにいけ 北区 八多町西畑畠ノ下300 4.0

濁上池 にごりうえいけ 北区 八多町西畑字瀧の脇226 11.0

楠原池 くずわらいけ 北区 八多町西畑滝ノ脇265 1.0

新池 しんいけ 北区 八多町西畑字滝の脇274-5 4.3

西畑新池 にしはたしんいけ 北区 八多町西畑畑ノ上374 9.0

菅谷池 すげたにいけ 北区 八多町中字菅谷559 50.0

中ノ池 なかのいけ 北区 八多町中字西数合谷532-1、669-2 87.0

大谷下池 おおたにしもいけ 北区 八多町下小名田字下谷口740-1、-4 36.0

カシワ池 かしわいけ 北区 八多町下小名田字宮ヶ谷572 2.0

中ノ池 なかのいけ 北区 八多町下小名田字宮ヶ谷559 5.0

京地池 きょうじいけ 北区 八多町下小名田字京地谷553-1、586-2、584-2 27.5

寺谷池 てらたにいけ 北区 八多町下小名田字寺谷109-1 35.0

手洗池 てあらいいけ 北区 八多町下小名田字馬場南通396 1.0

寺谷上池 てらだにかみいけ 北区 八多町下小名田字米山谷128 12.0

中池 なかいけ 北区 八多町吉尾字安場55 1.5

奥の谷下池 おくのたにしもいけ 北区 八多町吉尾字下栂尾1000 2.5

奥ノ谷上池 おくのたにかみいけ 北区 八多町吉尾字下栂尾1001 8.0

栂尾中池 とがおなかいけ 北区 八多町吉尾字下栂尾1014 31.5

所在地
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干ヶ谷池 ほしがたにいけ 北区 八多町吉尾字干ヶ谷1072 3.0

大畑池 おおばたいけ 北区 八多町吉尾字今北878-1 17.0

小池 こいけ 北区 八多町吉尾字平井755 0.5

三ツ池 みついけ 北区 八多町吉尾字龍元482 2.5

薬師谷池 やくしだにいけ 北区 八多町上小名田1827 1.2

メグリ池 めぐりいけ 北区 八多町上小名田メグリ793 12.0

奥の谷池 おくのたにいけ 北区 八多町上小名田字奥谷1826 7.0

音谷池 おとだにいけ 北区 八多町上小名田字音谷1811 2.5

五龍池 ごりゅういけ 北区 八多町上小名田字五龍97 3.1

新こも池 しんこもいけ 北区 八多町上小名田字坂ノ裾1831-1、-7 11.7

坂の裾池 さかのすそいけ 北区 八多町上小名田字坂の裾1829-1 7.0

床浪池 とこなみいけ 北区 八多町上小名田字床浪1823 10.5

畑垣内池 はたがきうちいけ 北区 八多町上小名田字畑ノ垣内1810 1.3

北谷池 きただにいけ 北区 八多町上小名田字北谷1833 9.0

新池 しんいけ 北区 八多町上小名田字北谷1834 1.5

末釜池 すえがまいけ 北区 八多町上小名田字末釜奥1821 19.0

末釜上千池 すえがまかみせんいけ 北区 八多町上小名田字末釜奥1818 19.0

西谷池 にしたにいけ 北区 八多町上小名田字西谷1825 1.5

鹿の子大池 かのこおいけ 北区 長尾町宅原字大池2902 65.0

下奥田池 しもおくでんいけ 北区 長尾町宅原字奥田83 48.0

新池 しんいけ 北区 長尾町宅原字下池1631 7.0

宅原狭間池 えいばらはさまいけ 北区 長尾町宅原狭間10 70.7

上奥田池（上池） かみおくでんいけ 北区 長尾町宅原字奥田69 8.0

岡堂池 おかどういけ 北区 長尾町宅原字岡堂1460 12.0

天神池 てんじんいけ 北区 長尾町宅原字天神923番 4.0

数合池 すごいけ 北区 長尾町宅原字上数合1041-1 62.5

道谷池 どうだにいけ 北区 長尾町宅原道谷422-1、-3 6.0

寺谷池 てらだにいけ 北区 長尾町上津100 2.0

壺池 つぼいけ 北区 長尾町上津字小屋ヶ谷2916 14.0

狩俣池 かりまたいけ 北区 長尾町上津4741 54.7

平谷池 ひらたにいけ 北区 長尾町上津奥谷2567 4.0

三尊谷池（下三尊谷池） みそんたにいけ 北区 長尾町上津中池2889 18.0

弥六口池 やろくくちいけ 北区 長尾町上津口弥六4260 0.5

弥六中池 やろくなかいけ 北区 長尾町上津口弥六4261 6.0

弥六池（弥六奥池） やろくいけ 北区 長尾町上津口弥六4262 4.0

高坂池 たかさかいけ 北区 長尾町上津高坂4316 13.2

井込谷池 いこみたにいけ 北区 長尾町上津1627 12.0

西ノ池 にしのいけ 北区 長尾町上津字木葉坂4649 22.5

上三尊谷池 かみみそんたにいけ 北区 長尾町上津中池2894 2.0

上北谷口池 かみきただにくちいけ 北区 長尾町上津字上北谷4591 2.0

上北谷奥池 かみきただにおくいけ 北区 長尾町上津字上北谷4592 4.0

上流田池 かみながれだいけ 北区 長尾町上津上流田3602 3.0

塩谷池 しおたにいけ 北区 長尾町上津字鍛冶屋垣内2772 1.5

東ノ池 ひがしのいけ 北区 長尾町上津東ノ池辻4657 1.0

山吾谷池 やまごだにいけ 北区 長尾町上津北向井2341-1、-3 5.0

林谷池 はやしだにいけ 北区 長尾町上津林谷2242 4.0

下地ヶ谷池 げじがたにいけ 北区 赤松台1丁目7-2 10.5

原久池 ばらくいけ 北区 大沢町市原原久谷156-5、166-2、206-2、1205 27.0

笹ヶ谷池 ささがたにいけ 北区 大沢町市原字ノタレ1127 12.5

皿池 さらいけ 北区 大沢町市原字向井334 21.6

空の池 そらのいけ 北区 大沢町市原青田辻1207 3.0

細池 ほそいけ 北区 大沢町上大沢2318-3 3.3

新沢田池 しんさわだいけ 北区 大沢町中大沢2607-1他23筆 21.6
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大新田池 おおしんでんいけ 北区 大沢町上大沢989 2.0

柳池 やないけ 北区 大沢町上大沢字井尻下2601他8筆 6.0

新池（上大沢） しんいけ 北区 大沢町上大沢字岸ノ奥516 8.0

皿池 さらいけ 北区 大沢町上大沢736 11.0

九十池 くじゅいけ 北区 大沢町上大沢字九十大池尻1128 7.0

新次郎ヶ谷池 しんじろうがたにいけ 北区 大沢町上大沢字次郎ヶ谷3099-1～17 12.0

善入大池 ぜんにゅうおおいけ 北区 大沢町上大沢字天提1700 30.0

西小谷池 にしこだにいけ 北区 大沢町上大沢西小谷1347-3、2112-2、-7、-8 5.5

西谷上池 にしたにかみいけ 北区 大沢町上大沢西谷1737 1.2

西谷池 にしたにいけ 北区 大沢町上大沢西谷沢1751 12.0

西谷下池 にしたにしたいけ 北区 大沢町上大沢西谷東小谷1732 0.6

藤ヶ池 ふじがいけ 北区 大沢町上大沢善入下1376 3.0

池鍋池 いけなべいけ 北区 大沢町上大沢池鍋上1284 6.0

池鍋中池 いけなべなかいけ 北区 大沢町上大沢池鍋上1275 3.0

新池 しんいけ 北区 大沢町上大沢中池1096 1.0

岸ノ奥池 きしのおくいけ 北区 大沢町上大沢中ノ垣内494 4.0

栂谷池 とがたにいけ 北区 大沢町上大沢字栂谷上2563、2564、2565、2566 3.5

神付新池 かみつきしんいけ 北区 大沢町神付775-2、1096-2、-3、1106-2 3.5

寺尾池 てらおいけ 北区 大沢町神付栗谷169 5.0

屏風谷池 びょうぶだにいけ 北区 大沢町神付字井ノ谷102 6.0

本谷池 ほんたにいけ 北区 大沢町神付字上保池320 3.5

土保池 どぼいけ 北区 大沢町神付字平間315 8.0

芦池 あしいけ 北区 大沢町中大沢1087 2.0

谷頭下池 たにがしらしたいけ 北区 大沢町中大沢115 1.5

谷頭上池 たにがしらうえいけ 北区 大沢町中大沢116 2.0

杉釜池 すがまいけ 北区 大沢町中大沢593 1.0

百合ヶ谷池 ゆりがたにいけ 北区 大沢町中大沢704-1 12.0

六根上池 ろっこんかみいけ 北区 大沢町上大沢字六根896 10.0

小切町池 こぎりまちいけ 北区 大沢町中大沢1009 6.0

長池 ながいけ 北区 大沢町中大沢石辻1030 5.0

新池 しんいけ 北区 大沢町中大沢東坂井1077 1.5

丸池 まるいけ 北区 大沢町日西原1985 1.0

皿池 さらいけ 北区 大沢町日西原487 3.0

下矢名池 したやないけ 北区 大沢町日西原356 7.0

芝山池 しばやまいけ 北区 大沢町日西原2807、2808 2.0

上矢名池 うえやないけ 北区 大沢町日西原奥ヶ畑374 12.0

大畑新池 おおはたしんいけ 北区 大沢町日西原岡田528 12.0

地獄谷池 じごくだにいけ 北区 大沢町日西原字下大畑1619 2.5

岡田池 おかだいけ 北区 大沢町日西原字岡田528 5.0

名口池 なくちいけ 北区 大沢町日西原字岡之垣内1905 0.5

菅谷池 すげだにいけ 北区 大沢町日西原2881～2891 25.0

長池 ながいけ 北区 大沢町日西原字道志塚434 5.0

新池 しんいけ 北区 大沢町日西原泰法寺1065 1.0

門前池 かどまえいけ 北区 大沢町日西原尾鼻1435 2.0

茂六新池 もろくしんいけ 北区 大沢町日西原字茂六谷1591 9.0

奥の池 おくのいけ 北区 大沢町簾字奥の池514 2.0

平谷池 ひらたにいけ 北区 大沢町簾648 32.5

上中池 かみなかいけ 北区 大沢町簾字ナクチ135-1 9.0

西ノカチ池 にしのかちいけ 北区 大沢町簾寺垣内278 1.0

市の瀬池 いちのせいけ 北区 大沢町簾字大獄525 14.0

徳地垣池 とくちがきいけ 北区 八多町附物後垣672 1.5

西新池 にしさらいけ 北区 長尾町宅原字西新池1109 36.0

三山池 みやまいけ 北区 長尾町宅原字三山1149 9.9
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手運小池 てばここいけ 北区 八多町附物奥蔵寺1299 0.5

谷村池 たにむらいけ 北区 八多町西畑谷ノ上672 0.3

地蔵池 じぞういけ 北区 大沢町上大沢中池1098 0.4

平山池 ひらやまいけ 北区 八多町附物1170 0.5

土ノ池 どのいけ 北区 八多町吉尾川添598 1.7

西畑257池 にしはたにごなないけ 北区 八多町西畑257 0.2

ハス池 はすいけ 北区 八多町西畑247-1 1.7

仲池 なかいけ 北区 八多町吉尾126 0.1

廣通上池 ひろどおりかみいけ 北区 大沢町神付廣通126 0.5

仲池 なかいけ 北区 八多町上小名田字仲1828 0.5

本岡池 もとおかいけ 北区 八多町中638、639 0.2

岡池 おかいけ 北区 大沢町上大沢1522 0.1

上池 かみいけ 北区 大沢町中大沢922 0.3

四軒茶屋2番池 よんけんちゃやにばんいけ 北区 長尾町宅原1875 2.8

中池 なかいけ 北区 長尾町上津2324-1、2325-6、2326-1 0.4

下池 しもいけ 北区 長尾町上津3494 0.4

上池 かみいけ 北区 長尾町上津3497-1 0.3

宮の下西池 みやのしたにしいけ 北区 八多町屏風馬場垣内560 2.0

奥出池 おくでいけ 北区 八多町吉尾624 1.0

林池 はやしいけ 北区 八多町上小名田2375 0.4

稲田池 いなだいけ 北区 八多町上小名田1918 2.0

藤井池 ふじいいけ 北区 大沢町中大沢字鼓田1114 4.0

廻池 まわりいけ 北区 大沢町日西原479 1.0

下泉ヶ谷池 しもいずみがたにいけ 北区 大沢町日西原字泉ヶ谷517 1.0

上泉ヶ谷池 うえいずみがたにいけ 北区 大沢町日西原字大谷445 15.0

用水池 ようすいいけ 北区 大沢町上大沢1291 1.0

宮池 みやいけ 北区 大沢町日西原2410 3.0

中垣池 なかのがきいけ 北区 大沢町簾194 2.0

まんぽう池 まんぽういけ 北区 大沢町市原1094 6.0

下鍛冶屋垣内池 しもかじやかきうちいけ 北区 長尾町上津2767 4.0

東の山の下池 ひがしのやまのしたいけ 北区 大沢町市原1204 0.4

平井ヶ池 ひらいがいけ 北区 長尾町上津2033 3.0

炭焼池 すみやきいけ 北区 長尾町宅原字炭焼439-1 1.0

下浦池 しもうらいけ 北区 大沢町簾654 0.2

四軒茶屋池 よんけんちゃやいけ 北区 長尾町宅原1883-6 1.1

（矢口池） （やぐちいけ） 北区 （大沢町中大沢矢口1118） －

（ドンガメ池） （どんがめいけ） 北区 （大沢町日西原北巻1731） －

（北区‐3683） 北区 （大沢町市原176） －

（無） 北区 （大沢町市原131） －


