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特定ため池指定箇所一覧（北区：④淡河周辺）

(令和4年10月31日時点)

ため池名称 読み 貯水量

(千m3)

川池 かわいけ 北区 淡河町北僧尾655、656 6.0

内野池上池 うちのいけうえいけ 北区 淡河町北僧尾字下切537 46.1

西谷池 にしたにいけ 北区 淡河町北僧尾字下切538 8.0

内野池下池 うちのいけしたいけ 北区 淡河町北僧尾字下切542 21.4

ファームポンド２号池 ふぁーむぽんどにごういけ 北区 淡河町北僧尾1895 1.0

長池 ながいけ 北区 淡河町北僧尾字込山402 1.0

新池 しんいけ 北区 淡河町北僧尾字石ノ戸1203 8.0

石ノ戸池 いしのといけ 北区 淡河町北僧尾字石の戸1391 8.0

平野池 たらのいけ 北区 淡河町北僧尾字藤株1271 55.2

ファームポンド１号池 ふぁーむぽんどいちごういけ 北区 淡河町北僧尾2019 1.3

西谷池（南僧尾） にしたにいけ 北区 淡河町南僧尾字横尾895-1 7.5

森谷池 もりたにいけ 北区 淡河町南僧尾1655 4.5

松尾池 まつおいけ 北区 淡河町南僧尾1732-1 51.6

上の沢下池 かみのさわしたいけ 北区 淡河町南僧尾字上ノ沢6 38.0

宮谷池 みやのたにいけ 北区 淡河町南僧尾字鶴間710 5.0

東谷池 ひがしたにいけ 北区 淡河町南僧尾字東谷365 21.0

白谷上池 しろたにうえいけ 北区 淡河町南僧尾1422 8.5

白谷下池 しろたにしたいけ 北区 淡河町南僧尾1424 14.0

奥ノ堂下池 おくのどうしもいけ 北区 淡河町淡河字奥ノ堂1793 1.0

奥ノ堂上池 おくのどうかみいけ 北区 淡河町淡河字奥ノ堂1794 6.0

宮田池 みやたいけ 北区 淡河町淡河字宮田1723 3.0

宮田下池 みやたしもいけ 北区 淡河町淡河字宮田1724 3.0

原池 はらいけ 北区 淡河町淡河285 1.5

上ノ池 かみのいけ 北区 淡河町淡河字小池1389 13.0

小池 こいけ 北区 淡河町淡河字小池1391 24.0

大池 おおいけ 北区 淡河町淡河字大池1562 26.0

皿池 さらいけ 北区 淡河町淡河字大池1565 3.5

滝谷上池 たきたにうえいけ 北区 淡河町淡河字滝谷2018 5.0

滝谷下池 たきたにしたいけ 北区 淡河町淡河字滝谷2019 7.6

コブ谷上池 こぶたにうえいけ 北区 淡河町淡河コブ谷1882 0.4

コブ谷中池 こぶたになかいけ 北区 淡河町淡河コブ谷2391 0.6

コブ谷下池 こぶたにしたいけ 北区 淡河町淡河コブ谷1893-1 5.0

堂の谷池 どうのたにいけ 北区 淡河町淡河148 2.0

皿池 さらいけ 北区 淡河町淡河2031 14.0

又池 またいけ 北区 淡河町勝雄741-1 101.0

新池 しんいけ 北区 淡河町勝雄字空山726 10.0

サザ池 さざいけ 北区 淡河町勝雄801 72.0

西谷大池 にしたにおおいけ 北区 淡河町勝雄808 65.6

有定池 ありさだいけ 北区 淡河町勝雄1412 30.0

奥の池 おくのいけ 北区 淡河町勝雄2035-4 2.0

中山新池 なかやましんいけ 北区 淡河町中山字東片木908-1、-2、-3 1.0

中山大杣池 なかやまおおそまいけ 北区 淡河町中山字南沢620 60.7

上谷池 うえたにいけ 北区 淡河町中山字北上113 6.2

八丁塚池 はっちょづかいけ 北区 淡河町東畑字ムクロジ119 42.0

保木谷池 ほうきだにいけ 北区 淡河町東畑字ムクロジ120 31.0

第二沖之谷池 だいにおきのたにいけ 北区 淡河町東畑字沖谷271 4.4

第一沖之谷池 だいいちおきのたにいけ 北区 淡河町東畑字沖谷277 13.0

鍛冶屋池 かじやいけ 北区 淡河町東畑字桃ノ木207-1、-3 22.0

奥の谷池 おくのたにいけ 北区 淡河町東畑字築前79 14.0

ヒゲ谷池 ひげたにいけ 北区 淡河町行原522-1 15.7

上池 かみいけ 北区 淡河町行原字寺の垣441 8.3

小屋ヶ谷池 こやがたにいけ 北区 淡河町行原字仙養寺522-2 22.0

林谷池 はやしたにいけ 北区 淡河町木津下林483 14.4

所在地
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奥ノ池 おくのいけ 北区 淡河町木津奥の谷472 6.7

小谷の谷池 こやのたにいけ 北区 淡河町木津尻谷486 31.0

中池 なかいけ 北区 淡河町木津尻谷487 14.0

重谷大池 しげだにおおいけ 北区 淡河町木津尻谷488 68.3

人取池 ひととりいけ 北区 淡河町木津東谷461 2.0

東谷新々池 ひがしたにしんしんいけ 北区 淡河町木津東谷464 8.0

東谷中池 ひがしたになかいけ 北区 淡河町木津東谷465 6.0

東谷大池 ひがしたにおおいけ 北区 淡河町木津東谷466 9.0

北大池 きたおおいけ 北区 淡河町萩原字池の尻848-1 89.0

丸池 まるいけ 北区 淡河町萩原字南山の谷104、105 6.0

皿池 さらいけ 北区 淡河町萩原字南山の谷111 14.0

南中の池（下池） みなみなかのいけ（したいけ） 北区 淡河町萩原字南山の谷342 94.5

南中の池（上池） みなみなかのいけ（うえいけ） 北区 淡河町萩原字南中池343 38.8

水谷池（三谷） みたにいけ 北区 淡河町淡河537 3.5

樋ヶ谷池 とがたにいけ 北区 淡河町北畑字安場552 159.8

沖ノ池 おきのいけ 北区 淡河町北畑136 9.9

北大池中池（北中池） きたおおいけなかいけ 北区 淡河町北畑字樫原844 7.2

西谷池（北畑） にしたにいけ 北区 淡河町北畑字穴ブシ19 157.0

丈ヶ池 じょうけいけ 北区 淡河町北畑字笹ヶ谷601 51.4

沖ノ池新池 おきのいけしんいけ 北区 淡河町北畑字上ノ沢116 2.0

東谷池下池 ひがしたにいけしたいけ 北区 淡河町北畑93 2.5

北谷池下池 きたたにいけしもいけ 北区 淡河町北畑520 1.6

北谷池上池 きたたにいけかみいけ 北区 淡河町北畑524 4.0

南垣池 みなみがきいけ 北区 淡河町北畑字辻の沢188 2.0

奥新池 おくしんいけ 北区 淡河町北畑字上ノ沢111 6.5

東谷池上池 ひがしたにいけうえいけ 北区 淡河町北畑92 4.5

谷池 たにいけ 北区 淡河町神影764 1.5

新池 しんいけ 北区 淡河町神影929 2.0

川池 かわいけ 北区 淡河町神影字下垣938 8.3

向畑新池 むかいはたしんいけ 北区 淡河町神影字向畑579 6.0

上池 かみいけ 北区 淡河町神影字西浦658-1 16.0

芋ヶ谷池 いもがたにいけ 北区 淡河町神影字大矢889 5.0

新沸田池 しぶってんいけ 北区 淡河町神影字談合垣502 5.5

烏頭池 うといけ 北区 淡河町神影字日光畑562 4.0

箕谷池 みのたにいけ 北区 淡河町神影字箕谷932 6.0

新池（石峯寺新池） しんいけ 北区 淡河町神影西の岡939 27.5

中池 なかいけ 北区 淡河町神影西浦671 6.2

新中池 しんなかいけ 北区 淡河町神田1918 1.8

新池 しんいけ 北区 淡河町神田笹原1038 1.0

二石田池 にこくだいけ 北区 淡河町神田字マジ1052 3.0

栗の木池 くりのきいけ 北区 淡河町神田字栗ノ木918 20.5

奥池 おくいけ 北区 淡河町神田字五味26 25.0

土辻大池 どつじおおいけ 北区 淡河町神田字五味64 2.0

二度ヶ谷池 にどがたにいけ 北区 淡河町神田字五味71 7.0

どろ亀池 どろかめいけ 北区 淡河町神田字坂西566 5.0

比丘尼池 びくにいけ 北区 淡河町神田字坂谷126 11.0

こも池 こもいけ 北区 淡河町神田字上池737-1 10.4

押取池 おしどりいけ 北区 淡河町野瀬字西沢622 6.0

川田池 かわだいけ 北区 淡河町神田字川田1205 9.0

西の谷池 にしのたにいけ 北区 淡河町神田字大町286-1 12.0

大池 おおいけ 北区 淡河町神田字平山635 5.0

白銀子池 しろぎんすいけ 北区 淡河町野瀬字白銀子1041 9.0

上垣池 うえがきいけ 北区 淡河町野瀬1417 0.3
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池の谷池 いけのたにいけ 北区 淡河町野瀬字白銀子1059 2.5

大同池 だいどういけ 北区 淡河町野瀬字粟島311、312-2、313 13.0

山田池 やまだいけ 北区 淡河町野瀬字粟島332 6.0

長池 ながいけ 北区 淡河町野瀬字粟島275 2.0

皿池 さらいけ 北区 淡河町野瀬字山の谷1703 13.0

地神池 じがみいけ 北区 淡河町野瀬字新生岡177 4.0

芦原大池 あしはらおおいけ 北区 淡河町野瀬字西芦原1412 1.0

野瀬大杣池 のせおおそまいけ 北区 淡河町野瀬大杣2163-1 87.5

野瀬南２号ファームポンド のせみなみにごうふぁーむぽんど 北区 淡河町野瀬字中島2647 1.8

野瀬池 のせいけ 北区 淡河町野瀬字白銀子976 11.0

鍛冶屋谷池 かじやだにいけ 北区 淡河町野瀬字畑ヶ市1590、1590-1 10.0

新池 しんいけ 北区 淡河町野瀬中嶋1786 7.0

米岡大池 こめおかおおいけ 北区 淡河町野瀬字米山1365 4.5

栂谷池 とがたにいけ 北区 淡河町北僧尾字栂谷2742 1.3

上見谷池 うわみだにいけ 北区 淡河町北僧尾1834 2.0

蓮池 はすいけ 北区 淡河町勝雄1123-21 2.3

福池 ふくいけ 北区 淡河町勝雄1054 2.8

煙谷池 けむりだにいけ 北区 淡河町勝雄907 3.6

射場池 いばいけ 北区 淡河町萩原1199 0.1

北野池 きたのいけ 北区 淡河町萩原1227-12 0.4

前田池 まえだいけ 北区 淡河町神田2 0.9

石野池 いしのいけ 北区 淡河町神影157-1 0.1

井本池 いもといけ 北区 淡河町神田1096 0.1

古川上池 ふるかわうえいけ 北区 淡河町野瀬693 2.0

津本上池 つもとかみいけ 北区 淡河町南僧尾1327 6.0

ほて池 ほていけ 北区 淡河町北畑上の沢188 1.0

びり池 びりいけ 北区 淡河町北畑197 0.3

城谷池 しろたにいけ 北区 淡河町神田324-1 4.0

沢池 さわいけ 北区 淡河町神田322 3.0

鍛冶屋の上池 かじやのうえいけ 北区 淡河町南僧尾1220 1.0

お池 おいけ 北区 淡河町南僧尾字鶴間2289 4.0

獅子追池 ししおいいけ 北区 淡河町神田392 3.0

正神池 しょうがみいけ 北区 淡河町南僧尾上ノ沢1084 2.0

井戸池 いどいけ 北区 淡河町北僧尾518 3.0

上池 かみいけ 北区 淡河町北僧尾520 1.0

家の上池 いえのうえいけ 北区 淡河町南僧尾字向沢1548 0.8

（東池） （ひがしいけ） 北区 （淡河町東畑筑前79） －

（栗坪池） （くりつぼいけ） 北区 （淡河町北僧尾字湯屋ノ上1756-1） －

（好池） （こういけ） 北区 （淡河町神田本堂1278） －

（伊勢講池） （いせこういけ） 北区 （淡河町北僧尾込山347） －


