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特定ため池指定箇所一覧（北区：⑤山田周辺）

(令和4年10月31日時点)

ため池名称 読み 貯水量

(千m3)

灰床池 はいとこいけ 北区 山田町小河字灰床6 3.7

小河大池 おうごおおいけ 北区 山田町小河字射矢谷11 7.1

南新池 みなみしんいけ 北区 山田町小河字平五郎19 0.5

小屋ヶ谷池 こやがたにいけ 北区 山田町上谷上字小屋ヶ谷23 0.5

カシオ谷池 かしおたにいけ 北区 山田町原野字カシオ谷1 23.0

愛宕池 あたごいけ 北区 山田町原野字鹿ヶ谷10 15.0

シイダニ池 しいだにいけ 北区 山田町原野字猪谷山4 9.5

寺池（大前池） てらいけ（おおまえいけ） 北区 山田町原野字天神22 1.0

舟田池 ふなだいけ 北区 山田町原野字堂の奥1 4.0

ズッケ池 ずっけいけ 北区 山田町原野天神12 6.0

金場池 かなばいけ 北区 山田町中字金場6 8.0

蛇池 じゃいけ 北区 山田町中字広戸31 60.0

水神池 すいじんいけ 北区 山田町福地字新池103 24.0

八田下池 はったしもいけ 北区 山田町中字八田20 4.2

八田上池 はったうわいけ 北区 山田町中字八田21 2.0

中池 なかいけ 北区 山田町福地字新池102-1 8.0

皿池 さらいけ 北区 山田町福地字新池104 18.5

新池 しんいけ 北区 山田町福地字新池89 20.4

バクチ谷下池 ばくちたにしもいけ 北区 山田町坂本字バクチ谷392 6.5

雫谷池 しずくたにいけ 北区 山田町坂本字雫谷95 4.5

西谷下池 にしたにしもいけ 北区 山田町坂本字西谷212 7.5

西谷中池 にしたになかいけ 北区 山田町坂本字大原380 3.0

西谷上池 にしたにかみいけ 北区 山田町坂本字大原381 18.0

二の池 にのいけ 北区 山田町東下字エノコロ谷1 40.0

新池 しんいけ 北区 山田町東下字エノコロ谷15 10.0

落合池 おちあいいけ 北区 山田町東下字狐塚37 4.3

奥ノ池 おくのいけ 北区 山田町東下字小氷谷27 18.0

ジョンノ池 じょんのいけ 北区 山田町東下字上氷谷48 4.0

神田上池 じんでんうえいけ 北区 山田町東下字神田22 5.6

中の池 なかのいけ 北区 山田町東下字中池北19 4.3

峠ノ池下 とうげのいけした 北区 山田町東下字峠2-11の一部 0.6

峠ノ池上 とうげのいけうえ 北区 山田町東下字峠36 2.0

川池 かわいけ 北区 山田町東下字カケ松10 0.8

小肥谷池 こひだにいけ 北区 山田町東下字小氷谷3 22.0

カイノキ谷池（柏木谷池） かやのきたにいけ 北区 山田町東下柏木谷9 17.0

水口下池 みなくちしたいけ 北区 山田町西下字水口5 10.0

三ツ池 みついけ 北区 山田町西下字水口7 34.0

比恵畑池 ひえばたいけ 北区 山田町西下字比恵畑36 2.4

水口中池 みなくちなかいけ 北区 山田町西下字水口6 4.0

奥の谷池 おくのたにいけ 北区 山田町上谷上字宮開地64 0.1

寺ノ上池 てらのうえいけ 北区 山田町原野字寺ノ上2 0.2

うなぎのて池 うなぎのていけ 北区 山田町下谷上字田代1 42.6

西畑池 にしはたいけ 北区 山田町下谷上奥谷1 9.2

西の池の下池 にしのいけのしたいけ 北区 山田町原野字木戸口7 0.4

茂村谷池 もむらだにいけ 北区 山田町原野字西脇山18-3 1.2

墓の下池 はかのしたいけ 北区 山田町上谷上字畑開地25 0.1

ハタバタ池 はたばたいけ 北区 山田町下谷上字芝床ノ上28 8.8

植芝池 うえしばいけ 北区 山田町上谷上字上ノ山42 0.2

山池 やまいけ 北区 山田町上谷上字登リ尾10 0.4

前田池 まえだいけ 北区 山田町上谷上字木戸上27 0.2

西の池の上池 にしのいけのうえいけ 北区 山田町原野字木戸口6 0.0

（上池） （うわいけ） 北区 （山田町藍那上小野10） －

（大池） （おおいけ） 北区 （山田町藍那上小野11） －

所在地
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所在地

（栂尾池） （とがおいけ） 北区 （山田町小河栂ノ尾17） －

（岡池） （おかいけ） 北区 （山田町東下翁ヶ谷19） －

（ジョンノ池） （じょんのいけ） 北区 （山田町坂本字原114） －

（北区-1038） 北区 （山田町原野字芦谷山1） －

（北区-875） 北区 （山田町東下字翁ヶ谷24） －


