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特定ため池指定箇所一覧（西区：④櫨谷・押部谷周辺）

(令和4年10月31日時点)

ため池名称 読み 貯水量

(千m3)

尻池 しりいけ 西区 押部谷町西盛字高ヶ原521 22.0

大池 おおいけ 西区 押部谷町西盛字高ヶ原561 4.4

日吉谷池 ひよしたにいけ 西区 押部谷町西盛字上垣内569 30.0

中池 なかいけ 西区 押部谷町西盛字北山564 4.1

コモ池 こもいけ 西区 押部谷町西盛字高ヶ原525 1.2

今ヶ谷池 いまがだにいけ 西区 押部谷町近江94 12.0

奥池 おくいけ 西区 押部谷町近江 1.0

大門大池 だいもんおおいけ 西区 押部谷町近江164 16.0

大門中池 だいもんなかいけ 西区 押部谷町近江165 1.5

池ヶ谷小池 いけがだにこいけ 西区 押部谷町近江114 5.1

池ヶ谷大池 いけがだにおおいけ 西区 押部谷町近江116 12.0

大門小池 だいもんこいけ 西区 押部谷町近江163 1.0

中之池 なかのいけ 西区 押部谷町高和1396 1.0

上野池 うえのいけ 西区 押部谷町高和字上野946 5.0

高和大池 たかわおおいけ 西区 押部谷町高和中溝1394 26.0

堂東池 どうひがしいけ 西区 押部谷町高和字堂東1320 1.0

三号池（堅田３号池） さんごういけ（かたださんごういけ） 西区 押部谷町和田字寺谷830-19 37.0

内町池 うちまちいけ 西区 押部谷町和田字ナヤケ508 17.8

口の新池 くちのしんいけ 西区 押部谷町和田字ワラタニ443-6～11、461-1、462-1～3、471-1 13.0

天王池 てんのういけ 西区 押部谷町和田字下古野681 1.4

西の谷池 にしのたにいけ 西区 押部谷町和田字下古野691 3.9

ヒバノ池 ひばのいけ 西区 押部谷町和田字上古野642 8.7

下谷池 しもだにいけ 西区 押部谷町和田字西の谷817 2.0

谷合池 たにごういけ 西区 押部谷町和田字谷合237 1.0

ワラ谷池 わらだにいけ 西区 押部谷町和田字北山484 2.6

濁水池 にごりみずいけ 西区 押部谷町和田字北山487-1 9.0

又池 またいけ 西区 押部谷町和田字北山488-1 7.4

古野池 ふるのいけ 西区 押部谷町和田字上古野643 25.0

重惣池 じゅうそういけ 西区 押部谷町細田字イカウジ46 10.0

ねずみ谷池 ねずみだにいけ 西区 押部谷町細田字山ノ谷27 6.1

西谷池 にしたにいけ 西区 押部谷町細田字山ノ谷4 11.0

山の谷口池 やまのたにくちいけ 西区 押部谷町細田字山ノ谷6 4.0

寺谷口池 てらたにくちいけ 西区 押部谷町細田字上垣457 3.6

寺谷中池 てらたになかいけ 西区 押部谷町細田字上垣463 13.0

寺谷奥池 てらたにおくいけ 西区 押部谷町細田字上垣466 11.0

池谷奥池 いけたにおくいけ 西区 押部谷町細田字上垣468 1.8

池谷口池 いけたにくちいけ 西区 押部谷町細田字上垣470 4.6

池谷中池 いけたになかいけ 西区 押部谷町細田字上垣469 6.7

説教谷池 せっきょうだにいけ 西区 押部谷町細田字上垣591 3.0

上田井中池 うわたいなかいけ 西区 押部谷町細田字前田645 1.5

上田井口池 うわたいくちいけ 西区 押部谷町細田字前田646 1.0

常緑池 じょうろくいけ 西区 押部谷町細田字前田848 11.0

大将軍池 だいしょうぐんいけ 西区 押部谷町細田字宮西236 3.0

新谷池 しんたにいけ 西区 押部谷町細田字平町1188 8.3

菖蒲谷下池 しょうぶたにしもいけ 西区 押部谷町西盛字北垣内233 1.8

寺谷小池 てらたにこいけ 西区 押部谷町細田字上垣462 1.1

岩國谷池 いわくにだにいけ 西区 押部谷町細田字平町1175 12.0

三谷池 みつたにいけ 西区 押部谷町栄高和字堂東1402 30.0

新池 しんいけ 西区 押部谷町栄字北山205-28 71.3

六間谷池 ろっけんだにいけ 西区 押部谷町栄字南山848-1 10.0

刀池 かたないけ 西区 押部谷町栄字北山112-1 3.7

一つ目池 ひとつめいけ 西区 押部谷町栄字北山205-18 25.0

二つ目池 ふたつめいけ 西区 押部谷町栄字北山205-17 13.0

所在地
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特定ため池指定箇所一覧（西区：④櫨谷・押部谷周辺）
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所在地

八柱池 はっちゅういけ 西区 押部谷町栄字北山205-24 40.0

待池 まちいけ 西区 押部谷町栄字北山205-41 24.7

溝谷池 みぞだにいけ 西区 押部谷町栄字北山267 28.0

西中池 にしなかいけ 西区 押部谷町押部字吉谷719 9.3

東口池 ひがしくちいけ 西区 押部谷町押部字吉谷724-1 18.1

田圃池 たんぼいけ 西区 押部谷町押部字上垣内712-1 31.0

皿池 さらいけ 西区 押部谷町押部字吉谷716-1 3.3

明神池 みょうじんいけ 西区 押部谷町押部字吉谷718 16.1

西奥池 にしおくいけ 西区 押部谷町押部字吉谷720-1 25.8

東中池 ひがしなかいけ 西区 押部谷町押部字吉谷725 13.3

東奥池 ひがしおくいけ 西区 押部谷町押部字吉谷726-1 11.8

寺池 てらいけ 西区 押部谷町押部字上垣内703-1 1.0

田圃池 たんぼいけ 西区 押部谷町福住字岡本480-1 16.2

文政池 ぶんせいいけ 西区 押部谷町福住字笹倉611 18.0

大池 おおいけ 西区 押部谷町福住字笹倉621 36.0

淡田池 たんだいけ 西区 押部谷町木幡字北山444 13.0

シブレ池 しぶれいけ 西区 押部谷町木幡字シブレ山445 104.1

ジュクジュク池 じゅくじゅくいけ 西区 押部谷町木幡字宮の本299 5.7

長池 ながいけ 西区 押部谷町木津字北平山1528 31.7

狸川池 たぬきかわいけ 西区 押部谷町木津字笹山1539 2.1

小屋ノ谷池 こやのたにいけ 西区 押部谷町木津字笹山1541 5.7

若宮東奥池 わかみやひがしおくいけ 西区 押部谷町木津字地蔵西1615 2.6

若宮池 わかみやいけ 西区 押部谷町木津字地蔵西1616 9.0

若宮西奥池 わかみやにしおくいけ 西区 押部谷町木津字地蔵が西1621 1.1

アケビ谷池 あけびだにいけ 西区 押部谷町木津字北平山1537 3.5

皿池 さらいけ 西区 押部谷町木津字北平山2118 7.0

西谷口池 にしたにくちいけ 西区 押部谷町木見字上柿木182 3.5

西谷奥池 にしたにおくいけ 西区 押部谷町木見字上柿木184 6.6

善慶谷下池 ぜんけいだにしもいけ 西区 押部谷町高和1438 26.0

善慶谷上池 ぜんけいだにかみいけ 西区 押部谷町高和1439 14.3

奥清水谷池 おくしみずだにいけ 西区 押部谷町高和1536 50.0

昭和池 しょうわいけ 西区 押部谷町高和1440-6 42.2

清水谷池 しみずだにいけ 西区 押部谷町高和1505 50.0

御志池 ごしいけ 西区 押部谷町栄字北垣内70-7 1.0

川池 かわいけ 西区 押部谷町木津字東笹山1365-1、-2 163.8

城ノ池 じょうのいけ 西区 押部谷町木津字城ヶ谷1396 4.5

橋ヶ谷池 はしがたにいけ 西区 押部谷町木見字橋ヶ谷573-1 2.6

ケゲ谷通池 けげだにとおりいけ 西区 押部谷町木見字橋ヶ谷551-1 1.0

ケゲ谷二ツ目池 けげだにふたつめいけ 西区 押部谷町木見字橋ヶ谷557-1 1.0

ケゲ谷三ツ目池 けげだにみつめいけ 西区 押部谷町木見字橋ヶ谷558-1 3.5

ケゲ谷四ツ目池（ケゲ谷奥池） けげだによつめいけ 西区 押部谷町木見字橋ヶ谷560-1 1.2

猪ノ谷口池 いのたにくちいけ 西区 押部谷町木見字堂ノ前328 1.5

猪ノ谷奥池 いのたにおくいけ 西区 押部谷町木見字堂ノ前330 1.7

新池（サラ池） さらいけ 西区 押部谷町木見字平山676-1 10.0

川池 かわいけ 西区 押部谷町木見字平山720-1 30.0

ミソガ谷口池 みそがたにぐちいけ 西区 押部谷町木見字和泉650 1.5

ミソガ谷奥池 みそがたにおくいけ 西区 押部谷町木見字和泉653 1.5

（上田井奥池） （うわたいおくいけ） 西区 （押部谷町細田字前田644） －

（無） 西区 （押部谷町細田字前田699） －

松尾ヶ谷中池 まつおがたになかいけ 西区 櫨谷町寺谷字松尾ヶ谷788 7.4

中が谷の池 なかがたにのいけ 西区 櫨谷町寺谷字従弟谷730 2.8

小屋ヶ谷口池 こやがたにくちいけ 西区 櫨谷町寺谷字小屋ヶ谷679、680 7.3

松尾ヶ谷奥池 まつおがたにおくいけ 西区 櫨谷町寺谷字松尾ヶ谷787 6.0
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岩渕池 がんぶちいけ 西区 櫨谷町寺谷字上滝ヶ谷623 98.0

正替谷中池 しょうがえだになかいけ 西区 櫨谷町寺谷字上正替谷97 6.2

西ノ谷中池 にしのたになかいけ 西区 櫨谷町寺谷字西ノ谷1000 6.0

西の谷奥池 にしのたにおくいけ 西区 櫨谷町寺谷字西ヶ谷1001 15.0

銭木谷口池 ぜにきだにくちいけ 西区 櫨谷町寺谷字上銭木谷1059 7.2

銭木谷奥池 ぜにきだにおくいけ 西区 櫨谷町寺谷字上銭木谷1073 30.0

新池口池 しんいけくちいけ 西区 櫨谷町寺谷字中山736 30.0

城ヶ市口池 じょうがいちくちいけ 西区 櫨谷町寺谷字城ヶ市381 11.0

口池 くちいけ 西区 櫨谷町寺谷字平地485-6 2.7

奥池 おくいけ 西区 櫨谷町寺谷字平池485-3-2、-5 5.2

正替谷口池 しょうがえだにくちいけ 西区 櫨谷町寺谷字上正替谷86 5.5

丸ヶ谷口池 まるがたにくちいけ 西区 櫨谷町友清字奥丸ヶ谷511 2.0

丸ヶ谷奥池 まるがたにおくいけ 西区 櫨谷町友清字奥丸ヶ谷510 18.0

カブチ池 かぶちいけ 西区 櫨谷町友清字東垣内396 1.8

畑田池 はたけだいけ 西区 櫨谷町友清字畑田東273 7.2

下畑田奥池 しもはただおくいけ 西区 櫨谷町友清字畑田東279 1.0

寺池 てらいけ 西区 櫨谷町福谷字城ヶ谷708-1 1.5

神尻新池 かんしりしんいけ 西区 櫨谷町福谷字神尻910-1 12.3

神尻大池 かんしりおおいけ 西区 櫨谷町福谷字神尻914 6.8

前の池 まえのいけ 西区 櫨谷町池谷字山の谷255 2.0

しま池 しまいけ 西区 櫨谷町池谷字城ヶ谷160-1 1.4

佃井大池 つくいおおいけ 西区 櫨谷町長谷字一ヶ谷95 13.0

新池（中池） しんいけ 西区 櫨谷町長谷字一ヶ谷96 10.0

乙の池 おつのいけ 西区 櫨谷町長谷字一ヶ谷97 10.0

光松口池 ひかりまつくちいけ 西区 櫨谷町長谷字光松14 5.9

小谷池 こだにいけ 西区 櫨谷町栃木字小谷1121 3.5

皿池 さらいけ 西区 櫨谷町栃木字勝負谷327 4.6

城ヶ市大池 じょうがいちおおいけ 西区 櫨谷町菅野808 5.7

谷々大池 たんたにおおいけ 西区 櫨谷町菅野181-1 16.0

城ヶ谷一番池 じょうがたにいちばんいけ 西区 櫨谷町菅野101 3.0

城ヶ谷二番池 じょうがたににばんいけ 西区 櫨谷町菅野102 4.0

七番池 ななばんいけ 西区 櫨谷町松本513-2、514-1 33.4

松本統合ため池 まつもととうごうためいけ 西区 櫨谷町松本字丸尾谷1258 3.9

小池 こいけ 西区 押部谷町押部字吉谷722-10 19.0

石橋池 いしばしいけ 西区 月が丘1丁目205-4 1.5

横山池 よこやまいけ 西区 櫨谷町栃木2 1.6

びわの谷池 びわのたにいけ 西区 櫨谷町栃木16 3.2

佃井南池 つくいみなみいけ 西区 櫨谷町長谷186 2.7

諏訪池 すわいけ 西区 櫨谷町長谷字澁谷77 3.2

新池 しんいけ 西区 櫨谷町友清315 1.3

大道池 だいどういけ 西区 押部谷町西盛字高ケ原527-1 2.0

東山下池 ひがしやましたいけ 西区 櫨谷町菅野126 1.0

北山新池 きたやましんいけ 西区 櫨谷町菅野684 32.0

畑田新池 はたけだしんいけ 西区 櫨谷町友清369 2.0

畑田奥池 はたけだおくいけ 西区 櫨谷町友清380-1 2.0

（中ノ池） （なかのいけ） 西区 （櫨谷町友清畑田東277） －

（城ヶ谷口池） （しろがたにくちいけ） 西区 （櫨谷町福谷字城ヶ谷738） －

（城ヶ谷奥池） （しろがたにおくいけ） 西区 （櫨谷町福谷字城ヶ谷73） －

（天銅池） （てんどういけ） 西区 （櫨谷町寺谷字天剛41） －

（天銅池） （てんどういけ） 西区 （櫨谷町寺谷字天剛41） －


