
別表２

防災工事等の推進計画（対象ため池一覧） 三重県

　令和３年３月末時点

名称 ふりがな 都道府県名 市区、郡町村名 字・地番等
堤高
（ｍ）

堤長
（ｍ）

総貯水量
（千m3）

地震・豪雨
耐性評価

防災工事 廃止工事 経過観察 ※2 経過観察を行う者

242010001 寺谷池 てらたにいけ 三重県 津市 高野尾町字寺谷3382 津市 自然人 12 75 44 1

242010002 谷口池 たにぐちいけ 三重県 津市 高野尾町大字谷口4780-1 津市 自然人 9 75 61 1

242010004 新池 しんいけ 三重県 津市 一身田上津部田字井ノ坪1529 津市 大古曽土木水利組合 7 120 137 1

242010005 中池 なかいけ 三重県 津市 上浜町6丁目220-1 津市 津市 4 110 33 1

242010006 南池 みなみいけ 三重県 津市 片田志袋町字池ノ谷421-1,421-2ほか 産品自治会　ほか 産品自治会 11 66 36 1

242010007 猿池 さるいけ 三重県 津市 片田志袋町字中山谷821,822　ほか 自然人 片田志袋町自治会 10 75 30 1

242010008 赤ヶ谷池 あかがたにいけ 三重県 津市 片田薬王寺町字赤ヶ谷710,712-1 津市 自然人 9 33 4 1

242010009 奥出池 おくでいけ 三重県 津市 片田志袋町字奥出1655-11657-1 ほか 自然人 片田志袋町自治会 12 75 29 1

242010010 岩ヶ谷池 いわがたにいけ 三重県 津市 片田久保町字岩ヶ谷1631 自然人 自然人 10 50 7 1

242010011 下谷池 しただにいけ 三重県 津市 片田久保町字下谷65,66 ほか 自然人 自然人 6 40 7 1

242010013 岩田池 いわたいけ 三重県 津市 岩田字青谷33 津市 岩田農家水利組合 9 150 136 1

242010015 二重池（下） にじゅういけ 三重県 津市 垂水字西焼尾2605-1,2605-2 津市 垂水土地改良区 8 100 52 1

242010016 榊原池 さかきばらいけ 三重県 津市 榊原町字奥山11109 榊原財産区 榊原４自治会 18 85 180 1

242010017 別所池 べっしょいけ 三重県 津市 榊原町字行拔11228 自然人 別所池水利組合 11 75 34 1 1

242010018 舟ヶ谷池 ふながたにいけ 三重県 津市 榊原町字西谷7560 自然人 榊原１自治会 8 75 36 1

242010019 楠放池 くつばなしいけ 三重県 津市 榊原町字楠放713 自然人 榊原２自治会 13 75 54 1

242010020 大鳥池 おおどりいけ 三重県 津市 大鳥町字大鳥谷392 自然人 大鳥町自治会 11 70 58 1

242010021 風早池 かざはやいけ 三重県 津市 戸木町字風早 津市
久居市風早池土地改良
区

11 313 502 1

242010022 長池 ながいけ 三重県 津市 河芸町北黒田字池之奥1739番地 津市 北黒田水利組合 6 67 22 1 2

242010023 浜田池 はまだいけ 三重県 津市 河芸町浜田字池ノ谷749-1、750 津市 浜田水利組合 5 154 42 1

242010024 新池 しんいけ 三重県 津市 河芸町北黒田字堤谷209-2 津市 北黒田水利組合 4 30 3 1

242010025 才ヶ谷池 さよがたにいけ 三重県 津市 芸濃町楠原字佛坂2459,2460 自然人 楠原北部土地改良組合 10 84 29 1

242010026 南山池 みなみやまいけ 三重県 津市 芸濃町楠原大字山神1743-1 自然人 楠原土地改良組合 11 75 32 1 2

242010027 上新田池
かみしんでんい
け

三重県 津市 芸濃町中縄字尻貝746、746-1、746-2 自然人 上新田池水利組合 7 160 48 1

242010029 二重池（下池）
にじゅういけ（し
もいけ）

三重県 津市 芸濃町忍田字二ツ池1010、1010-1 自然人 忍田区自治会 11 229 59 1

242010030 田野池 たのいけ 三重県 津市
芸濃町萩野字上田野3352-1、3352-2、
3352-3

萩野区自治会 萩野区自治会 6 510 105 1

242010031 大洞池 おおほらいけ 三重県 津市 美里町五百野９６４ 高宮村大字五百野 五百野自治会 9 50 24 1 1

242010032 護蛇谷池 ごじゃたにいけ 三重県 津市 美里町足坂字西日之谷509番1 高宮村 自然人 7 50 5 1 2

242010033 山の谷池 やまのたにいけ 三重県 津市 美里町桂畑字山ノ谷1154 自然人 自然人 16 52 13 1
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データベース
コード番号

防災重点農業用ため池の名称 所在地

所有者 管理者

ため池の諸元



名称 ふりがな 都道府県名 市区、郡町村名 字・地番等
堤高
（ｍ）

堤長
（ｍ）

総貯水量
（千m3）

地震・豪雨
耐性評価

防災工事 廃止工事 経過観察 ※2 経過観察を行う者

経過観察

備考

防災工事等の対象と実施時期 ※1
データベース
コード番号

防災重点農業用ため池の名称 所在地

所有者 管理者

ため池の諸元

242010034 米山池 こめやまいけ 三重県 津市 美里町桂畑字奥山ノ谷1158 長野村 自然人 10 53 8 1

242010035 椋立池 むくりゅういけ 三重県 津市 美里町家所字下田3572 嘉古部池組 自然人 11 46 18 1

242010037 日南田池 ひなたいけ 三重県 津市 美里町日南田字押谷467 自然人 日南田自治会 8 115 10 1

242010038 梅ケ谷池 うめがたにいけ 三重県 津市
安濃町草生字1189-1、-2、-3、-4、-5、-6、
-7、-8、-9、-10

自然人 自然人 5 110 37 1

242010039 上汁谷池
かみしるたにい
け

三重県 津市 安濃町草生2821 草生村大字草生 自然人 11 56 8 1

242010040 井上池 いのうえいけ 三重県 津市 安濃町中川字松３７２-1 津市 自然人 10 68 64 1

242010041 岩池 いわいけ 三重県 津市 安濃町今徳字山出７６８ 自然人 自然人 8 145 20 1

242010042 野口新池 のぐちしんいけ 三重県 津市 安濃町野口字黒石８３４ 明合村大字野口 野口区農家組合 10 100 11 1

242010043 箕内池 みのうちいけ 三重県 津市 安濃町戸島字下箕内１３１３ 自然人 戸島区自治会 8 119 71 1

242010044 杉の谷池 すぎのたにいけ 三重県 津市 安濃町粟加字杉之谷1184 自然人 粟加区自治会 9 47 8 1

242010045 蛇谷池 じゃたにいけ 三重県 津市
安濃町田端上野字蛇谷871-2、-4、-5、-7、
-8

安濃郡明合村 自然人 3 211 41 1

242010046 西池 にしいけ 三重県 津市 一志町井生1069 大字井生 井生土地改良区 4 100 9

242010047 菖蒲谷池 しょうぶたにいけ 三重県 津市 一志町井生1460 大字井生 井生土地改良区 4 42 5 1

242010048 屋田池 やだいけ 三重県 津市 一志町井生 不明 井生土地改良区 4 45 12 1

242010049 矢畑池 やはたいけ 三重県 津市 一志町井生 不明 井生土地改良区 3 73 6 1

242010050 山口池 やまぐちいけ 三重県 津市 一志町大仰 不明 大仰石橋土地改良区 14 61 50 1

242010053 新池 しんいけ 三重県 津市 一志町八太 不明 新池水利組合 10 120 93 1

242010054 大沢池 おおさわいけ 三重県 津市 一志町小山字大沢176番地 小山自治会 小山農家組合 9 75 64 1

242010055 片野池 かたのいけ 三重県 津市 一志町片野973 津市 片野自治会 10 100 46 1

242010056 北谷池 きたたにいけ 三重県 津市 白山町三ヶ野3135 自然人 自然人 9 111 87 1 2

242010057 一ノ口池 いちのくちいけ 三重県 津市 白山町三ケ野2304番 自然人 一の口池水利組合 9 68 72 1

242010058 徳谷池 とくたにいけ 三重県 津市 白山町三ヶ野3512 自然人 自然人 10 48 37 1

242010060 入野池 いりのいけ 三重県 津市 白山町二本木1930 自然人 入野池水路管理団体 10 58 36 1

242010062 六郎石池 ろくろういしいけ 三重県 津市 白山町山田野2440 自然人 自然人 10 51 64 1

242010063 奥六郎石池
おくろくろういし
いけ

三重県 津市 白山町山田野2517 大字山田野 自然人 10 72 38 1

242010064 釜土池 かまつちいけ 三重県 津市 白山町八対野2387番地 自然人 自然人 13 72 64 1

242010065 白山池の谷池
はくさんいけのた
にいけ

三重県 津市 白山町南出794 南出自治会 南出水利組合 11 62 18 1

242010066 鍋ヶ洞池 なべがほらいけ 三重県 津市 白山町稲垣1043 大字稲垣 稲垣区 12 52 50 1

242010067 惣谷池 そうたにいけ 三重県 津市
白山町上ﾉ村1812番1、1816番、1949番1、
1949番6、1070番2、1833番

自然人 二本木区 15 133 340 1

242010068 須磨河内池 すまこうちいけ 三重県 津市 白山町佐田2648 自然人 佐田連合自治会 13 168 108 1 2

242010069 杉谷池 すぎたにいけ 三重県 津市 白山町佐田726-1 自然人 佐田連合自治会 4 130 5 1

242010073 六呂池 むつろいけ 三重県 津市 高野尾町字六呂2950 津市 自然人 6 65 22 1

242010074 才子田池 さいこだいけ 三重県 津市 高野尾町字才子田4805 津市 自然人 4 40 4 1
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242010075 横沢池 よこさわいけ 三重県 津市 高野尾町字新出1938-1 津市 自然人 4 447 63 1

242010081 新池 あたらしいけ 三重県 津市 大里山室町字天王前256,256-1 津市 自然人 5 30 6 1

242010082 作田池 さくたいけ 三重県 津市 大里睦合町字雉子ノ木2105-2 津市 作田池水利組合 6 90 3 1

242010083 椋谷池 むくたにいけ 三重県 津市 大里窪田町字椋谷105,106-1 津市 自然人 8 49 12 1

242010084 上井池 うわいいけ 三重県 津市 大里窪田町字墓之谷305 上井池水利用組合 自然人 8 59 19 1

242010087 今井池 いまいいけ 三重県 津市 一身田豊野字ろノ坪186-1 津市 西豊野自治会 3 53 2 1

242010093 西湖（西池） さいこ（にしいけ） 三重県 津市 一身田上津部田字ナノ坪1660 津市　ほか 自然人 5 91 22 1

242010094 谷池 たにいけ 三重県 津市 一身田上津部田字タノ坪1449-1 自然人 中野区農家組合 8 225 62 1

242010095 口池 くちいけ 三重県 津市 一身田上津部田字ルノ坪986 大字上津部田 自然人 5 106 18 1

242010099 大谷池 おおたにいけ 三重県 津市 分部字大谷3607 津市 自然人 5 52 2 1

242010101 赤坂池 あかさかいけ 三重県 津市 分部字赤坂2119 津市 津市 5 24 3 1

242010102 今池 いまいけ 三重県 津市 分部字細山田2204 津市 自然人 6 120 20 1

242010103 宮池 みやいけ 三重県 津市 分部字下稲葉1543 津市 宮池水利組合 5 48 5 1

242010105 殿広池 とのひろいけ 三重県 津市 分部字狐ヶ谷2221-1 自然人 産品自治会 3 82 12 1

242010107 中の谷池 なかのたにいけ 三重県 津市 産品字中之谷715 自然人 産品自治会 5 65 9 1

242010108 菱坪池（北池）
ひしつぼいけ（き
たいけ）

三重県 津市 産品字花道1261-3 産品自治会 産品自治会 7 52 11 1

242010109 殿村池 とのむらいけ 三重県 津市 殿村字拾二谷1116-1 自然人 自然人 5 93 62 1

242010110 新池 しんいけ 三重県 津市 片田長谷町字滝谷202-2,206-2 自然人 片田長谷町自治会 7 39 5 1

242010111 古池 ふるいけ 三重県 津市 片田長谷町滝谷215 自然人 片田長谷町自治会 4 34 1 1

242010112 北谷池 きたたにいけ 三重県 津市 片田薬王寺町字北谷444-1,444-2 薬王寺水利組合ほか 自然人 6 30 5 1

242010113 乳神池 ちじんいけ 三重県 津市 片田志袋町字向ヒ2094 自然人 片田志袋町自治会 4 41 7 1

242010114 北池 きたいけ 三重県 津市
片田志袋町字池ノ谷406-15,406-16,406-
17,406-18,406-19,408,409-1,410-2,410-
3 411-3 412-1 414 416-1 416-2 417-2 434-

自然人 片田志袋町自治会 7 48 29 1

242010115 吹上池 ふきあげいけ 三重県 津市 片田久保町字吹上1736-1,1737 自然人 自然人 7 26 1 1

242010116 狐河池 きつねごいけ 三重県 津市 片田久保町字狐河1477 自然人 自然人 5 31 3 1

242010118 膝福池 ひざふくいけ 三重県 津市 片田久保町字膝福742-1,750,764-1 自然人 片田町自治会 9 67 43 1

242010123 新池 しんいけ 三重県 津市 片田田中町字桐狭間1119 自然人 片田田中町自治会 8 55 23 1

242010125 松林池（下）
まつばやしいけ
（しも）

三重県 津市 片田田中町字松林839 津市片田田中町 片田田中町自治会 7 87 16 1

242010129 前池 まえいけ 三重県 津市 片田長谷場町字西出354 自然人 自然人 4 52 2 1

242010130 赤池 あかいけ 三重県 津市 野田字赤池2543 大字野田 野田第1自治会 4 105 38 1

242010131 池尻池 いけじりいけ 三重県 津市 野田字池尻2522 大字野田 野田第1自治会 4 75 22 1 2

242010135 大釜池 おがまいけ 三重県 津市 神戸字上はんの木3551 半田農業水利協同組合 半田第１・第２自治会 6 164 93 1

242010136 新池 しんいけ 三重県 津市 神戸字鳥羽見3637 官有 神戸第1・第2自治会 6 60 61 1

242010137 元井池 もったいいけ 三重県 津市 半田字元井2781 官有 半田第１・第２自治会 3 70 5 1
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242010138 尺目池 しゃくめいけ 三重県 津市 半田字尺目2261 官有 半田第１・第２自治会 3 75 10 1

242010140 釜ヶ谷池 かまがたにいけ 三重県 津市 半田字奥中面3223,3224 農林水産省、津市 釜ヶ谷池水利組合 5 99 15 1

242010141 二重池（上）
にじゅういけ(か
み)

三重県 津市 垂水字東焼尾2610-1 津市 垂水土地改良区 5 87 16 1

242010142 野田池 のだいけ 三重県 津市 高茶屋小森上野町字野田1,2 津市 野田池水利組合 4 169 26 1

242010146 吉原池 よしはらいけ 三重県 津市 榊原町字行抜11234 津市 管理者不在 5 81 12 1

242010147 六田池 ろくたいけ 三重県 津市 榊原町字六田14307-1 自然人 榊原６自治会 8 36 16 1

242010148 釜谷池 かまたにいけ 三重県 津市 榊原町字釜谷5553 自然人 榊原１自治会 9 38 24 1

242010149 古井谷池 ふるたいけ 三重県 津市 榊原町字古井谷5724-1 自然人 榊原１自治会 4 111 28 1

242010150 丸ヶ谷池 まるがたにいけ 三重県 津市 榊原町字琴谷6608 自然人 榊原１自治会 8 72 52 1

242010151 西谷池 にしたにいけ 三重県 津市 榊原町字西谷1449 自然人 榊原２自治会 6 21 4 1

242010152 北山池 きたやまいけ 三重県 津市 榊原町字北山547 自然人 榊原２自治会 9 56 26 1

242010155 藤谷池 ふじたにいけ 三重県 津市 稲葉町字藤谷 津市 大鳥町自治会 10 43 23 1

242010156 大鳥新池 おおどりしんいけ 三重県 津市 大鳥町字広見377-2 自然人 大鳥町自治会 7 31 11 1

242010157 掃下池 はきおろしいけ 三重県 津市 稲葉町字長田1786 自然人 自然人 4 32 3 1

242010158 一色新池 いっしきしんいけ 三重県 津市 久居一色町字道土992-2 自然人 一色農家組合 7 34 11 1

242010159 一色池 いっしきいけ 三重県 津市 久居一色町字道土992-2 自然人 一色農家組合 4 103 6 1

242010160 戸塚上池 とつかかみいけ 三重県 津市 森町字戸塚1743 自然人 自然人 5 52 10 1

242010161 山田池 やまだいけ 三重県 津市 森町北谷1921-2 自然人 山田池土地改良区 12 147 195 1 2

242010163 百合谷池 ゆりたにいけ 三重県 津市 榊原町字カヤウ3667 自然人 自然人 8 27 3 1

242010166 八幡池 はちまんいけ 三重県 津市 河芸町上野字八幡3166 津市 八幡水利組合 6 39 9 1

242010167 天王池 てんのういけ 三重県 津市 河芸町赤部字四十八163、167-1 自然人 赤部自治会 3 61 5 1

242010168 西池 にしいけ 三重県 津市 河芸町西千里字大谷2250-1、2251 津市
１・西千里農家組合、２・
東千里土地改良組合

7 112 52 1

242010169 蓮池 はすいけ 三重県 津市 河芸町南黒田字蓮池853 津市 南黒田自治会 5 78 11 1

242010170 元里池 もとりいけ 三重県 津市 河芸町南黒田字元里1422 津市 南黒田自治会 5 98 13 1

242010172 大谷池 おおたにいけ 三重県 津市 芸濃町楠原字大谷74 自然人 楠原北部土地改良組合 5 42 3 1

242010173 庭代池 にわしろいけ 三重県 津市 芸濃町楠原字口広39 自然人 楠原北部土地改良組合 7 140 10 1

242010174 宮池（新池）
みやいけ(しんい
け)

三重県 津市 芸濃町大字楠原字上新開337 自然人 楠原北部土地改良組合 5 140 5 1

242010175 長池 ながいけ 三重県 津市 芸濃町楠原字中野681 自然人 自然人 8 85 40 1

242010176 擂鉢池 すりばちいけ 三重県 津市 芸濃町中縄字峠山833 津市 中縄地保守管理組合 8 75 13 1

242010178 上池（満谷池）
かみいけ(みつた
にいけ)

三重県 津市 芸濃町忍田字満谷1064、1074 自然人 忍田区自治会 7 128 20 1

242010179 下池 しもいけ 三重県 津市 芸濃町忍田字松山665、665-1 自然人 忍田区自治会 9 55 6 1

242010180 面久手池 おもくていけ 三重県 津市 芸濃町忍田字宮ノ戸352 宗教法人　西方寺 忍田区自治会 10 37 5 1

242010181 坂ノ谷池 さかのたにいけ 三重県 津市 芸濃町雲林院字坂ノ谷2655 自然人 坂ノ谷水利組合 6 58 4 1
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242010182 間右エ門池 まうえもんいけ 三重県 津市 芸濃町雲林院字下川1908 津市 自然人 12 86 18 1 1

242010185 岩池 いわいけ 三重県 津市 芸濃町北神山字大谷1773 官有 小野平池水利組合 13 179 106 1

242010187 駒田池 こまだいけ 三重県 津市 芸濃町椋本字岩ノ谷4789
アコーディア・ゴルフ・ア
セット合同会社

霞ゴルフクラブ 12 111 20

242010191 手張池 てばりいけ 三重県 津市 芸濃町岡本字手張761 官有 岡本区 6 97 28 1

242010193 二重池（上池）
にじゅういけ(か
みいけ)

三重県 津市 芸濃町忍田字ニツ池996、1006 自然人 中縄地保守管理組合 6 581 102 1

242010194 西狭間池 にしはざまいけ 三重県 津市 美里町五百野字西狭間1129 自然人 自然人 8 39 9 1

242010196 日焼池 ひやけいけ 三重県 津市 美里町足坂字中平尾808-1 自然人 自然人 8 43 5 1

242010198 嘉古部池 かこべいけ 三重県 津市 美里町三郷字嘉古部591 自然人 自然人 14 98 183 1

242010199 葭ヶ瀬池 よしがせいけ 三重県 津市 美里町北長野字葭ヶ瀬2757 自然人 細野区東山組 9 56 6 1

242010202 野田池 のだいけ 三重県 津市 美里町家所字飛石1270 自然人 自然人 6 129 9 1

242010203 漆谷池 うるしだにいけ 三重県 津市 美里町家所字漆谷2612 自然人 自然人 4 39 4 1

242010205 今井池 いまいいけ 三重県 津市 美里町家所字犂崎4665 自然人 自然人 3 18 1 1

242010206 丸山池 まるやまいけ 三重県 津市 美里町穴倉字清水830番1 自然人 自然人 2 30 1 1

242010208 下池 したいけ 三重県 津市 美里町穴倉字上ノ垣内1332-1 自然人 自然人 3 41 1 1

242010209 新池 しんいけ 三重県 津市 美里町大字穴倉字三垣内1422 自然人 自然人 7 74 3 1

242010210 待遠池 まつとういけ 三重県 津市 美里町穴倉字沢1674番1 自然人 自然人 9 43 9 1

242010213 大日池 だいにちいけ 三重県 津市 美里町船山字庵之谷497 自然人 船山自治会 6 52 3 1

242010214 大池 おおいけ 三重県 津市 安濃町草生字日焼919-1、-2 自然人 山出地区自治会 6 40 4 1 1

242010215 山出小池 やまでこいけ 三重県 津市 安濃町草生字池田943-1、-2、-3、-4 自然人 山出地区自治会 5 75 3 1 1

242010216 大名池 おおないけ 三重県 津市 安濃町草生字四反田975-1、-2、-3、-4、-5 自然人 岩城区大名池池係 7 47 4 1 2

242010217 小志蔵池 こしんぞいけ 三重県 津市 安濃町草生字鳴瀧2406-1、-2、-3 自然人 自然人 7 40 5 1

242010220 汁谷池 しるたにいけ 三重県 津市 安濃町草生字カイソ2831 草生村大字草生 自然人 15 35 5 1

242010225 松野池 まつのいけ 三重県 津市 安濃町中川字松野403-1、-2、-3、-4 自然人 自然人 6 56 8 1

242010226 前野池 まえのいけ 三重県 津市 安濃町前野字里51-1、-2 自然人 自然人 2 50 1 1

242010227 久衛門池 きゅうえもんいけ 三重県 津市 安濃町今徳字前野855 自然人 自然人 3 75 1

242010228 連部池 つらべいけ 三重県 津市 安濃町今徳字西前野792 自然人 自然人 5 100 9 1

242010229 今徳小池 こんどくこいけ 三重県 津市 安濃町今徳字中出373 自然人 自然人 6 70 3 1

242010230 今徳新池 こんどくしんいけ 三重県 津市 安濃町今徳字中出379 自然人 自然人 7 135 9 1

242010231 上池 かみいけ 三重県 津市 安濃町今徳字織戸609 自然人 自然人 6 120 4 1

242010232 犂鋤池 からすきいけ 三重県 津市 安濃町今徳字細山田498 自然人 自然人 4 100 4 1

242010233 迎山池 むかえやまいけ 三重県 津市 安濃町今徳字迎山53 自然人 自然人 6 135 11 1

242010234 上丸岡池
かみまるおかい
け

三重県 津市 安濃町妙法寺字丸岡751-1 自然人 妙法寺自治会 5 38 4 1

242010235 丸岡池 まるおかいけ 三重県 津市 安濃町妙法寺字丸岡755-1、-2 官有地 妙法寺自治会 6 75 7 1
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242010236 妙法寺新田池
みょうほうじしん
でんいけ

三重県 津市 安濃町妙法寺字木羽佐間838-1、-2 官有地 妙法寺自治会 8 75 11 1

242010237 みくだ池 みくだいけ 三重県 津市 安濃町妙法寺字上御供田491-1 自然人 妙法寺自治会 8 72 8 1

242010242 太田新池 おおたしんいけ 三重県 津市 安濃町太田字宮後1331-1、-2、-3 太田地区自治会 太田地区自治会 4 44 2 1

242010245 ひょうたん池 ひょうたんいけ 三重県 津市 安濃町太田字宮城1740 太田地区自治会 太田地区自治会 4 30 1 1

242010246 里池 さといけ 三重県 津市 安濃町野口字大谷494 明合村大字野口 野口区農家組合 9 97 14 1

242010251 合野池 あいのいけ 三重県 津市 安濃町戸島字上小古曽2069 明合村大字野口、粟加 粟加区自治会 4 193 38 1

242010253 田の池 たのいけ 三重県 津市 安濃町粟加字東合野1312 自然人 粟加区自治会 6 25 1 1

242010254 摺鉢池 すりばちいけ 三重県 津市 安濃町田端上野字西観774-1,-2 安芸郡明合村 自然人 5 67 6 1

242010255 茂左衛門池 もざえもん 三重県 津市 安濃町田端上野字西観611-1、-2、-3 安芸郡明合村 自然人 3 50 4 1

242010257 五戸池 ごどいけ 三重県 津市 安濃町草生字五戸23-1 自然人 自然人 10 198 66 1

242010258 観音寺池 かんのんじいけ 三重県 津市 一志町井生1288 大字井生 井生土地改良区 4 36 1

242010259 蛇池 じゃいけ 三重県 津市 一志町井生1278 大字井生 井生土地改良区 4 32 2

242010266 森谷池 もりたにいけ 三重県 津市 一志町井関63-1 自然人 自然人 4 18 0

242010268 お経池 おきょういけ 三重県 津市 一志町高野156 高野区会 高野区会 2 67 3

242010269 小俣古池 おばたふるいけ 三重県 津市 一志町波瀬 不明 水利代表 8 88 11 1

242010270 広垣内池 ひろかいといけ 三重県 津市 一志町波瀬7152-1 自然人 自然人 1 30 0 1

242010272 若杣池上池
わかぞまいけか
みいけ

三重県 津市 一志町波瀬5191 自然人 裏川水利組合 5 115 7 1

242010273 若杣池下池
わかぞまいけし
もいけ

三重県 津市 一志町波瀬5184 自然人 裏川水利組合 6 172 16 1

242010277 清水池 きよみずいけ 三重県 津市 一志町波瀬3948、3949、3951 自然人 裏川水利組合 9 46 19 1

242010285 櫃ｹ谷池 ひつがたにいけ 三重県 津市 一志町八太 不明 新池水利組合 6 37 7 1

242010286 宮池 みやいけ 三重県 津市 一志町小山1393 一志町大字小山 小山農家組合 5 105 7 1

242010287 片谷池 かたたにいけ 三重県 津市 一志町小山字片谷1138番 小山自治会 小山農家組合 10 67 34 1 2

242010288 大谷池 おおたにいけ 三重県 津市 一志町小山828　他 小山自治会 小山農家組合 6 70 6 1

242010289 新池 しんいけ 三重県 津市 一志町小山西浦174番地 小山自治会 小山農家組合 8 51 25 1

242010291 奥入野池 おくいりのいけ 三重県 津市 白山町二本木1920番地 自然人 入野池水路管理団体 5 40 6 1

242010292 堂谷池 どうたにいけ 三重県 津市 白山町岡467番地 大字岡村 岡区 6 45 8 1

242010294 上西谷池 うえにしたにいけ 三重県 津市 白山町岡65番地 大字岡村 岡区 5 21 4 1

242010295 西谷池 にしたにいけ 三重県 津市 白山町岡40番地 大字岡村 岡区 4 40 4 1

242010296 琵琶谷池 びわたにいけ 三重県 津市 白山町二本木3435-1 自然人 琵琶谷池管理 4 58 5 1

242010297 西山池 にしやまいけ 三重県 津市 白山町川口5172番地 自然人 川口地区財産管理会 6 79 36 1

242010300 杉谷池 すぎたにいけ 三重県 津市 白山町藤469-1 自然人 自然人 12 45 6 1

242010301 西山池 にしやまいけ 三重県 津市 白山町山田野1677番地 山田野 山田野川南水利組合 9 160 62 1

242010302 上山池 うえやまいけ 三重県 津市 白山町山田野2301番地 大字山田野 自然人 11 50 65 1
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242010303 猫座池 ねこざいけ 三重県 津市 白山町古市837番地 自然人 古市区 5 75 9 1

242010304 御衣田池 ごいだいけ 三重県 津市 白山町八対野1434番地 大字八対野 新池御衣田池水利組合 3 75 4 1

242010305 新池 しんいけ 三重県 津市 白山町八対野1828番地 大字八対野 新池御衣田池水利組合 10 57 10 1

242010306 霧打池 きりうちいけ 三重県 津市 白山町八対野1788-1 自然人 八対野財産管理会 10 60 14 1 2

242010307 舟木池 ふなきいけ 三重県 津市 白山町佐田871番地 自然人 佐田連合自治会 3 30 3 1

242010308 カヤノ木谷池
かやのきだにい
け

三重県 津市 白山町佐田816番地 佐田連合自治会 佐田連合自治会 5 25 1 1

242010310 藤池 ふじいけ 三重県 津市 白山町字藤982番1 創価学会 津市 19 65 38

242010312 太原池(大原池) たいばらいけ 三重県 津市 美杉町下之川字大原1485 津市 津市 8 62 5 1

242010314 慈光寺池 じこうじいけ 三重県 津市 一身田豊野字まノ坪1389 不明 自然人 3 36 1 1

242010315 北の池 きたのいけ 三重県 津市 上浜町六丁目278-1 津市 津市 7 128 35 1

242010316 （北）下の池 きたしものいけ 三重県 津市 上浜町六丁目284 津市 津市 5 98 3 1

242010317 兵丹池 ひょうたんいけ 三重県 津市 上浜町六丁目5 津市 津市 8 95 33 1

242010320 永谷池（田池） ながたにいけ 三重県 津市 産品字永谷814 津市 産品自治会 6 40 5 1

242010321 田中池 たなかいけ 三重県 津市 片田志袋町字明毛1008 自然人 片田田中町自治会 4 44 2 1

242010322 椋谷池 むくだにいけ 三重県 津市 片田久保町字椋谷606 自然人 片田町自治会 5 30 5 1

242010324 一番池 いちばんいけ 三重県 津市 戸木町字上立石 津市 一番池水利組合 6 62 5 1

242010325 大門池 だいもんいけ 三重県 津市 河芸町三行字大門164-1 津市 三行自治会 2 42 5 1

242010326 新大谷池
しんおおたにい
け

三重県 津市 河芸町三行字大谷1659-8 三重県 中勢用水土地改良区 9 120 0 1

242010327 弁天池 べんてんいけ 三重県 津市 河芸町字石塔谷2541-1 津市 上野自治会 6 75 18 1

242010328 栃本池 とちもといけ 三重県 津市 河芸町杜の街４丁目602-1 三行自治会 三行自治会 3 50 6 1

242010330 北浦池 きたうらいけ 三重県 津市 安濃町東観音寺404-1 自然人 自然人 4 32 2

242010331 西の口池 にしのくちいけ 三重県 津市 一志町井生 不明 井生土地改良区 3 75 1 1

242010332 千部上池 せんぶうえいけ 三重県 津市 一志町高野字野田52 高野区会 不明 4 40 4

242010333 ブドウ池 ぶどういけ 三重県 津市 一志町波瀬5140 自然人 自然人 3 30 0 1

242010335 新池 しんいけ 三重県 津市 大里窪田町338-2 不明 自然人 5 60 8 1

242010341 学園池 がくえんいけ 三重県 津市 片田長谷町字滝谷228 自然人 片田長谷町自治会 5 21 1 1

242010366 高塚池 たかつかいけ 三重県 津市 芸濃町林字平林1904 自然人 自然人 4 43 13 1

242010374 二子新田池
ふたごしんでん
いけ

三重県 津市 安濃町中川619 不明 不明 4 20 7

242010375 内多さんかく池
うちださんかくい
け

三重県 津市 安濃町内多1385 自然人 内多地区自治会 4 30 7

242010391 大谷池一
おおたにいけい
ち

三重県 津市 一志町波瀬4656 自然人 自然人 6 70 6

242010394 臼杵谷池 うすぎだにいけ 三重県 津市 白山町南出567番地 南出自治会 南出水利組合 9 23 7 1

242010395 千歳池 ちとせいけ 三重県 津市 垂水字千歳3035 津市 津市 5 73 10 1

242010396 古市池 ふるいちいけ 三重県 津市 芸濃町椋本字青木谷3482 自然人 自然人 3 91 2 1
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242020001 北谷溜池
きたたにためい
け

三重県 四日市市 伊坂町字北谷1244 四日市市 伊坂町自治会 5 36 13

242020004 中牛谷溜池
なかうしたにた
めいけ

三重県 四日市市 伊坂町字中牛谷1288 四日市市 伊坂町自治会 7 66 100 1

242020005 池之谷溜池
いけのたにため
いけ

三重県 四日市市 山村町字池之谷932 八郷村 山村町自治会 5 37 13 1

242020006 番上谷池
ばんじょうだにい
け

三重県 四日市市 山村町字番上谷929 八郷村 山村町自治会 5 45 6 1 1

242020007 上筋狭間池
かみすじはざま
いけ

三重県 四日市市 伊坂町字上筋狭間310 四日市市 伊坂町自治会 4 35 8 1

242020008 筋狭間池 すじはざまいけ 三重県 四日市市 伊坂町字筋狭間889 四日市市 伊坂町自治会 3 48 12

242020009 中溜 なかだめ 三重県 四日市市 大鐘町字大路山1535-2 四日市市 大鐘町自治会 3 52 5 1

242020010 東溜 ひがしだめ 三重県 四日市市 大鐘町字大路山1533 四日市市 大鐘町自治会 4 54 7 1

242020011 裏溜 うらだめ 三重県 四日市市 大鐘町字北山1555 四日市市 大鐘町自治会 5 60 8 1 2

242020012 丸溜 まるだめ 三重県 四日市市 西大鐘町字山添1567 四日市市 西大鐘自治会 5 42 6 1

242020013 北の山池 きたのやまいけ 三重県 四日市市 西大鐘町字北ノ山1443 四日市市 西大鐘自治会 4 75 10 1

242020019 明治池 めいじいけ 三重県 四日市市 中野町字高原1578 四日市市 中野町山条自治会 3 330 27 1

242020020 土取池 つちとりいけ 三重県 四日市市 中野町字高原1581 大字中野 中野町自治会 5 104 30 1

242020023 大広池 おびろいけ 三重県 四日市市 山之一色町大広1261 山之一色町自治会 山之一色町自治会 4 42 3 1

242020024 大城溜 おおしろだめ 三重県 四日市市 大矢知町字大城3119 大矢知町 四日市市上下水道局 4 32 7

242020025 中溜 なかだめ 三重県 四日市市 大矢知町字大谷3038 四日市市 四日市市 5 47 9 1 2

242020026 庄作溜 しょうさくだめ 三重県 四日市市 大矢知町字桜台2008 四日市市 四日市市 8 52 19 1

242020027 新溜 しんだめ 三重県 四日市市 大矢知町字富士谷2045 三重県 大矢知町東谷自治会 4 29 2 1

242020028 大沢溜 おおさわだめ 三重県 四日市市 大矢知町字大沢1973 四日市市 四日市市 5 48 8

242020030 平古池(下) ひらこいけしも 三重県 四日市市 垂坂町字眩々谷1842 垂坂町第一自治会 垂坂町第一自治会 6 39 7 1

242020031 池の谷池 いけのたにいけ 三重県 四日市市 垂坂町字池の谷1121 垂坂町第一自治会 垂坂町第一自治会 2 60 7 1 2

242020032 谷田池 たにだいけ 三重県 四日市市 垂坂町字高座324 大字垂坂町 四日市市 4 52 7 1

242020037 長谷池１
ながたにいけい
ち

三重県 四日市市 寺方町字長谷1336 四日市市 四日市市 5 109 14 1

242020038 長谷池２ ながたにいけに 三重県 四日市市 寺方町字長谷1339 四日市市 四日市市 4 204 5 1

242020042 平谷溜池
ひらたにためい
け

三重県 四日市市 西日野町字平谷 四日市市 東日野自治会 6 187 11 1 2

242020045 大正池 たいしょういけ 三重県 四日市市 大字泊村字開井ヶ野980-35 不明 泊溜池保存会 4 47 10 1

242020046 前岨池 まえそばいけ 三重県 四日市市 釆女町字前岨 大字釆女 四日市市 4 40 8

242020048 雨池 あまいけ 三重県 四日市市 智積町字雨池4751 四日市市 四日市市 5 37 13 1

242020057 池の溜池 いけのためいけ 三重県 四日市市 桜町字池の谷2235 四日市市 四日市市 6 55 18 1

242020060 上池 うえいけ 三重県 四日市市 西山町字小山崎6426 西山町自治会 西山町自治会 5 83 29 1

242020061 下池 したいけ 三重県 四日市市 西山町字小山崎6431 西山町自治会 西山町自治会 3 75 4 1

242020062 大池 おおいけ 三重県 四日市市 西山町字内戸谷6358 西山町自治会 西山町自治会 4 168 33 1

242020063 大沢池上池
おおさわいけか
みいけ

三重県 四日市市 堂々山町字大沢0955-1 堂ヶ山町自治会 堂ヶ山町自治会 3 272 18 1
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242020064 大沢池下池 おおさわしもいけ 三重県 四日市市 堂々山町字大沢1955-1 堂ヶ山町自治会 堂ヶ山町自治会 2 178 7 1

242020065 大谷池 おおたにいけ 三重県 四日市市 水沢町字長尾1417 水沢谷町自治会 水沢谷町自治会 8 114 5 1

242020066 大門池 だいもんいけ 三重県 四日市市 水沢町字大谷1421 四日市市 四日市市 8 133 16 1

242020068 鈴鹿池 すずかいけ 三重県 四日市市 水沢町字西沖1830 四日市市 西條町自治会 5 132 7 1

242020069 童子池 どうじいけ 三重県 四日市市 水沢町字足見田702 四日市市 水沢本町自治会 7 90 19 1

242020070 北地神池 きたちしんいけ 三重県 四日市市 水沢町字西條1982 四日市市 水沢本町自治会 4 167 23 1 2

242020071 南地神池
みなみちしんい
け

三重県 四日市市 水沢町字西條2102 四日市市 水沢本町自治会 4 114 19 1 2

242020072 千歳池 ちとせいけ 三重県 四日市市 水沢町字足見田752 四日市市 水沢本町自治会 5 310 50 1

242020073 谷田上池 たにだかみいけ 三重県 四日市市 水沢町字中野2913-1 四日市市 水沢本町自治会 7 105 20 1

242020074 谷田下池 たにだしもいけ 三重県 四日市市 水沢町字中野2812 四日市市 水沢本町自治会 5 75 12 1

242030001 東池 ひがしいけ 三重県 伊勢市 黒瀬町 黒瀬町自治会 黒瀬町農家組合 3 101 50 1

242030002 西池 にしいけ 三重県 伊勢市 黒瀬町 黒瀬町農家組合 黒瀬町農家組合 3 70 40 1 1

242030003 西洞池 さいぼらいけ 三重県 伊勢市 朝熊町字西洞4624 朝熊土地改良区 朝熊土地改良区 2 42 2

242030005 笹原池 ささはらいけ 三重県 伊勢市 佐八町 水利組合 佐八町区長 9 96 100 1

242030006 落合池 おちあいいけ 三重県 伊勢市 佐八町 水利組合 佐八町区長 9 67 99 1

242030007 西世古池 にしょこいけ 三重県 伊勢市 佐八町 水利組合 佐八町区長 13 70 20 1 2

242030008 大池 おおいけ 三重県 伊勢市 佐八町 水利組合 佐八町区長 6 71 17 1

242030009 新池 しんいけ 三重県 伊勢市 津村町大字奥山田 奥山田水利組合 奥山田水利組合 8 55 10 1 1

242030010 長谷池 ながたにいけ 三重県 伊勢市 津村町大字長谷 津村町水利組合 津村町水利組合 10 48 30 1 2

242030011 小滝池 おたきいけ 三重県 伊勢市 津村町 水利組合 水利組合 7 53 19 1

242030012 宮池 みやいけ 三重県 伊勢市 津村町大字檜尾 水利組合 水利組合 5 50 13

242030013 中山池 なかやまいけ 三重県 伊勢市 津村町大字奥山田 自然人 自然人 7 32 8

242030014 修一池1 しゅうちいけ１ 三重県 伊勢市 津村町大字口山田1226 自然人 自然人 1 24 1

242030015 修一池2 しゅうちいけ２ 三重県 伊勢市 津村町大字口山田1229 自然人 自然人 3 13 0

242030016 ツバクラ池 つばくらいけ 三重県 伊勢市 津村町大字長谷 自然人 自然人 4 25 3

242030017 勝弘池 かつひろいけ 三重県 伊勢市 津村町字口山田 自然人 自然人 3 37 2

242030018 口山田池 くちやまだいけ 三重県 伊勢市 津村町字口山田 自然人 自然人 4 29 1

242030019 繁山奥の池上
しげるやまおくの
いけうえ

三重県 伊勢市 津村町大字繁山田1284 自然人 自然人 4 25 2

242030020 繁山奥の池下
しげるやまおくの
いけした

三重県 伊勢市 津村町大字繁山田 自然人 自然人 4 25 4

242030021 古布池 こぶいけ 三重県 伊勢市 上野町字水汲谷 自然人 自然人 3 43 1

242040001 女牛谷池 めうしだにいけ 三重県 松阪市 小野町662 松阪市 小野町自治会 6 30 9 1

242040002 白石池 しらいしいけ 三重県 松阪市 小野町598 松阪市 小野町自治会 9 124 33 1

242040003 中ノ池 なかのいけ 三重県 松阪市 小野町584 松阪市 小野町自治会 4 114 7 1
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242040004 さぎで池 さぎでいけ 三重県 松阪市 小野町516 松阪市 小野町自治会 7 172 19 1

242040005 蓮池 はすいけ 三重県 松阪市 小野町516 松阪市 小野町自治会 3 65 3 1

242040006 黒塚池 くろつかいけ 三重県 松阪市 小野町字黒塚827 松阪市 算所水利組合 6 99 22 1

242040007 一ノ谷池 いちのたにいけ 三重県 松阪市 大阿坂町字一ノ谷1606 松阪市 大阿坂町自治会 8 52 18 1

242040009 宮池（上） みやいけ 三重県 松阪市 大阿阪町字市谷749 松阪市 大阿坂町自治会 3 30 0 2

242040010 宮池（下） みやいけ 三重県 松阪市 大阿阪町字市谷749 松阪市 大阿坂町自治会 8 215 31 1

242040016 枳池 からたちいけ 三重県 松阪市 小阿坂町大字山見 松阪市
小阿坂農村活性化協議
会

11 168 107 1

242040017 山口池 やまぐちいけ 三重県 松阪市 小阿坂町大字新田 松阪市
小阿坂農村活性化協議
会

14 100 44 1

242040018 坊谷池 ぼうだにいけ 三重県 松阪市 小阿阪町 松阪市
小阿坂農村活性化協議
会

8 290 17 1

242040020 小田池（上池）
おだいけ(かみい
け)

三重県 松阪市 小阿坂町大字小田 松阪市
小阿坂農村活性化協議
会

5 290 14 1

242040021 小田池（下池）
おだいけ(しもい
け)

三重県 松阪市 小阿坂町大字小田 松阪市
小阿坂農村活性化協議
会

4 232 17 1

242040022 鬼ヶ窪池 おにがくぼいけ 三重県 松阪市 小阿坂町大字小田 松阪市 美濃田町営農組合 5 323 30 1

242040024 岩内山口池
ようちやまぐちい
け

三重県 松阪市 岩内町 松阪市 岩内町自治会 10 242 26 1

242040026 笊池 ざるいけ 三重県 松阪市 伊勢寺町大字宮ノ沖 松阪市 野村町自治会 5 295 28 1

242040027 天神池 てんじんいけ 三重県 松阪市 伊勢寺町天神前 松阪市 伊勢寺町自治会 10 92 19 1

242040029 平林池 ひらばやしいけ 三重県 松阪市 伊勢寺町大字平林 松阪市 伊勢寺町自治会 6 279 31 1

242040030 十一池 じゅういちいけ 三重県 松阪市 伊勢寺町字十一 松阪市 伊勢寺町自治会 9 166 49 1

242040033 八重田池 やえたいけ 三重県 松阪市 八重田町馬立1225-2 八重田町自治会 八重田町自治会 11 407 140 1

242040036 新池 しんいけ 三重県 松阪市 藤之木町大字清水山 松阪市 藤之木三郷井水利組合 10 187 197 1

242040037 シボの池 しぼのいけ 三重県 松阪市 西野町大字広出 松阪市 シボの池水利組合 9 103 27 1

242040044 井谷池 いたにいけ 三重県 松阪市 小片野町 財務局 井谷池下水利組合 13 47 13 1

242040046 子池 こいけ 三重県 松阪市 小片野町大字大田1827 松阪市 小片野町自治会 9 59 22 1

242040047 新池 しんいけ 三重県 松阪市 茅原町大字東出 松阪市 新田水利組合 11 45 48 1

242040058 上池 かみいけ 三重県 松阪市 庄町大字垣内田820 松阪市 庄町上池組 6 86 5 1

242040059 庄下池 しょうしもいけ 三重県 松阪市 庄町1400 松阪市 庄町下池組 12 198 106 1

242040064 須古池 づごいけ 三重県 松阪市 阿波曽町字須古217 松阪市 阿波曽町自治会 8 55 14 1

242040065 射和池 いざわいけ 三重県 松阪市 阿波曽町大字山口174 松阪市 射和町自治会 10 125 68 1

242040066 新池 しんいけ 三重県 松阪市 中万町 松阪市 中万町農協実行組合 6 41 8 1

242040067 鐘突池 かねつきいけ 三重県 松阪市 中万町 松阪市 中万町農協実行組合 7 180 95 1

242040071 八条ヶ谷池
はちじょうがたに
いけ

三重県 松阪市 山室町大字八条ヶ谷 松阪市 山室水利組合 6 53 26 1

242040072 飛倉池 とびくらいけ 三重県 松阪市 山室町237-3 松阪市 山室町自治会 4 27 7 1

242040078 天皇池 てんのういけ 三重県 松阪市 下蛸路町岡山 松阪市 下蛸路町自治会 5 90 16 1

242040084 下野池 しものいけ 三重県 松阪市 下村町 松阪市 下村町水利土木組合 4 144 8 1
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242040085 坊山池 ぼうやまいけ 三重県 松阪市 下村町字坊山 松阪市 下村町水利土木組合 4 422 20 1

242040086 久保大谷池
くぼおおたにい
け

三重県 松阪市 久保町大字向野 松阪市 大谷池水利組合 4 120 24 2

242040087 新池 しんいけ 三重県 松阪市 久保町藤次谷 松阪市
大井水利組合（久保町
若芽自治会）

3 50 4 2

242040088 高田大池 たかたおおいけ 三重県 松阪市 上川町字茶屋ヶ谷729 松阪市 上川町高田自治会 8 75 64 1

242040089 高田小池 たかたこいけ 三重県 松阪市 虹ヶ丘町25-2 松阪市 上川町高田自治会 5 75 5 2

242040091 上池 かみいけ 三重県 松阪市 山添町899 松阪市 山添自治会 5 32 7 2

242040094 間待池 けんたいいけ 三重県 松阪市 安楽町大字小津尾 財務局
集落又は申し合わせ組
合

7 120 20 1

242040095 大池 おおいけ 三重県 松阪市 安楽町大字西谷 財務局
集落又は申し合わせ組
合

1 43 1 2

242040102 捨田池 しゃでんいけ 三重県 松阪市 嬉野黒野町935 松阪市 黒野水利組合 6 680 130 1

242040103 黒野新池 くろのしんいけ 三重県 松阪市 嬉野黒野町1118 松阪市 黒野水利組合 6 513 99 1

242040104 黒野大池 くろのおおいけ 三重県 松阪市 嬉野黒野町 松阪市 黒野水利組合 4 793 101 1

242040105 唐部池 からべいけ 三重県 松阪市 大阿阪町1423 松阪市 田村区連合水利組合 4 550 21 1

242040106 西茂田池 にしもたいけ 三重県 松阪市 嬉野田村町字西茂田208 松阪市 田村区連合水利組合 5 450 36 1

242040107 沢池 さわいけ 三重県 松阪市 嬉野算所町字新出648 松阪市 算所自治会 3 140 20 1

242040108 新池 しんいけ 三重県 松阪市 嬉野算所町字新出649 松阪市 算所自治会 5 355 56 1

242040109 杉池 すぎいけ 三重県 松阪市 嬉野算所町字新池647 松阪市 算所自治会 4 120 25 1

242040113 新池 しんいけ 三重県 松阪市 嬉野島田町字駒返り1207 財務局 自然人 10 55 66 1

242040114 中之池 なかのいけ 三重県 松阪市 嬉野島田町字北山口1314 財務局 自然人 6 75 24 1

242040116 古池 ふるいけ 三重県 松阪市 嬉野島田町字駒返り1224 財務局 自然人 3 70 8 1

242040118 矢谷池 やだにいけ 三重県 松阪市 嬉野井之上町498 自然人 自然人 8 45 14 1

242040119 口矢谷池 くちやたにいけ 三重県 松阪市 嬉野井之上町字小矢谷480 井上自治会 自然人 6 26 2 2

242040126 上野池 うえのいけ 三重県 松阪市 嬉野下之庄町字中尾垣内1545 自然人 嬉野上野町自治会 6 155 11 1

242040127 滝の川新池
たきのがわしん
いけ

三重県 松阪市 嬉野滝之川町字字馬返り331 財務局 嬉野滝之川町自治会 8 44 10 2

242040129 毘沙門池 びしゃもんいけ 三重県 松阪市 嬉野森本町字毘沙門992 財務局 森本自治会 8 46 18 1

242040131 古田池 ふったいけ 三重県 松阪市 嬉野宮野町字古田852-1 松阪市 自然人 9 350 440 1

242040132 西の谷池 にしのたにいけ 三重県 松阪市 嬉野宮野町字宮野広292 松阪市 自然人 6 48 2 2

242040133 なめり湖 なめりこ 三重県 松阪市 嬉野森本町1555-13 三重県
一志南部用水土地改良
区

20 178 1 1

242040141 安城池 あんじょういけ 三重県 松阪市 飯南町向粥見1530 自然人 自然人 10 52 13 1

242040144 栃川池 とちかわいけ 三重県 松阪市 飯南町有間野1637 松阪市 自然人 10 61 9 2

242040146 庄兵衛池 しょうべいけ 三重県 松阪市 飯南町粥見2650 松阪市 高束土地改良区 6 49 7 2

242040147 盆ヶ谷池 ぼんがたにいけ 三重県 松阪市 飯南町粥見2656 松阪市 高束土地改良区 7 48 5 2

242040148 高束池 こうそくいけ 三重県 松阪市 飯南町粥見5727 松阪市 高束土地改良区 16 85 244 2

242040150 黒土池 くろどいけ 三重県 松阪市 飯南町粥見2890 松阪市 高束土地改良区 3 255 15 2
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242040151 蔵谷池 くらたにいけ 三重県 松阪市 飯南町深野268-1 自然人 自然人 12 48 16 2

242040153 新田池 しんでんいけ 三重県 松阪市 飯高町下滝野1497 松阪市 自然人 15 78 22 1

242050001 駒ケ谷溜池
こまがやだめい
け

三重県 桑名市 大字上深谷部字駒ケ谷1575 市町村 上深谷部農家組合 7 55 34 1 1

242050002 中溜池 なかためいけ 三重県 桑名市 大字上深谷部字中谷1992 市町村 上深谷部農家組合 7 63 21 1 1

242050003 口溜池 くちだめいけ 三重県 桑名市 大字上深谷部字南谷18842 市町村 上深谷部農家組合 10 107 64 1 2

242050004 奥溜池 おくためいけ 三重県 桑名市 大字上深谷部字南谷上1922 市町村 上深谷部農家組合 6 50 13 1 2

242050006 馬の頭溜池
うまのかしらだめ
いけ

三重県 桑名市 大字下深谷部字馬の頭2964 市町村 下深谷部農家組合 7 65 28 1 1

242050007 馬の頭新溜池
うまのかしらため
いけ

三重県 桑名市 大字下深谷部字馬の頭2990 市町村 下深谷部農家組合 8 103 51 1

242050008 目細溜池 めぼそためいけ 三重県 桑名市 大字下深谷部字桃ノ木谷183 市町村 下深谷部農家組合 9 185 30 1 1

242050011 蛎塚大溜池
かきづかおおた
めいけ

三重県 桑名市 大字蛎塚新田字大谷47 市町村 蛎塚農家組合 7 90 19 1

242050012 蛎塚小溜池
かきづかこため
いけ

三重県 桑名市 大字蛎塚新田字岩坪320 市町村 蛎塚農家組合 9 40 13 1 2

242050013 おしろ溜池 おしろためいけ 三重県 桑名市 陽だまりの丘 不明 西桑名土地改良区 9 145 26

242050016 仏谷溜池
ほとけだにため
いけ

三重県 桑名市 大字西方字鳩ケ巣2286 市町村 西汰上農家組合 5 83 36 1

242050018 南之広溜池
みなみのひろた
めいけ

三重県 桑名市 大字西方字南之広１１０６－２ 市町村 西方農家組合 8 48 6 1

242050019 上野溜池 うえのためいけ 三重県 桑名市 大字上野字松之下１２９ 市町村 上野農家組合 1 40 5 1

242050020 神田溜池 かんだためいけ 三重県 桑名市 大字蓮花寺字神田１０４１ 市町村 蓮花寺農家組合 4 125 14 1 2

242050022 荒尾溜池 あらおためいけ 三重県 桑名市 大字五反田字多々星１７１２ 市町村 自然人 2 80 5 1

242050024 松葉谷溜池
まつばたにため
いけ

三重県 桑名市 大字能部字松葉谷１４８８ 市町村 能部農家組合 6 80 7 1 2

242050028 西金井大溜池
にしかないおお
ためいけ

三重県 桑名市 大字西金井字東谷５２６ 市町村 西金井農家組合 6 60 13 1

242050029 西金井小溜池
にしかないこた
めいけ

三重県 桑名市 大字西金井字東谷５３７ 市町村 西金井農家組合 4 30 1 1

242050030 村溜 むらだめ 三重県 桑名市 多度町大字柚井字一之谷
集落又は申し合わせ組
合（水利組合）

柚井水利組合 10 45 5 1

242050031 新溜 しんだめ 三重県 桑名市 多度町大字多度大字汰ヶ平 市町村 桑名市 6 54 4 1

242050032 みどりケ池 みどりがいけ 三重県 桑名市 多度町大字多度八壺谷
集落又は申し合わせ組
合（水利組合）

多度水利組合 9 22 14 1

242050033 ごんべい溜 ごんべいだめ 三重県 桑名市 多度町大字北猪飼字寺山 自然人 自然人 4 30 5 1

242050034 けかつ谷溜 かけつたにだめ 三重県 桑名市 多度町大字猪飼字山中
集落又は申し合わせ組
合（水利組合）

北猪飼水利組合 5 30 7 1

242050035 大谷溜 おおたにだめ 三重県 桑名市 多度町大字御衣野
集落又は申し合わせ組
合（水利組合）

御衣野水利組合 6 70 8 1

242050036 あらめ溜 あらめだめ 三重県 桑名市 多度町大字御衣野字新明谷
集落又は申し合わせ組
合（水利組合）

御衣野水利組合 8 50 4

242050037 新溜 しんだめ 三重県 桑名市 多度町大字古野字下之平 自然人 自然人 5 40 13 1

242050038 大溜 おおため 三重県 桑名市 多度町大字古野字下ヶ平 自然人 自然人 7 20 5 1

242050039 宮ケ平溜 みやがひらだめ 三重県 桑名市 多度町大字古野字宮ヶ平
集落又は申し合わせ組
合（水利組合）

古野農家組合 10 20 10 1

242050040 いぬの溜 いぬのため 三重県 桑名市 多度町大字美鹿字向イ 自然人 自然人 6 16 4 1

242051001 坂東池 ばんどういけ 三重県 桑名市 多度町大字美鹿 桑名市 坂東溜水利組合 18 120 40 1

242070002 三世堀池 みよぼりいけ 三重県 鈴鹿市 住吉町北三世堀5516-2 自然人 半沢組合 5 127 52 1
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242070003 太郎作池 たろさくいけ 三重県 鈴鹿市 住吉町字石塚6720-2 自然人 半沢組合 6 53 7 1

242070004 小池 こいけ 三重県 鈴鹿市 住吉町南内切6791 国府村 鈴鹿市 2 41 1 1

242070005 野田池 のだいけ 三重県 鈴鹿市 住吉町字野田5779 官有 鈴鹿市 2 45 5 1

242070006 小池 こいけ 三重県 鈴鹿市 国府町字赤坂5639 官有 鈴鹿市 2 71 12 1

242070007 丸岡池 まるおかいけ 三重県 鈴鹿市 国府町字菖浦谷5104 鈴鹿市 鈴鹿市 2 75 35 1 2

242070010 松ケ池 まつがいけ 三重県 鈴鹿市 国府町字高畦3941 官有 鈴鹿市 4 40 2 1

242070011 かなえずか池 かなえずかいけ 三重県 鈴鹿市 国府町字平子4629 鈴鹿市 鈴鹿市 4 84 12 1

242070012 石神池 いしがみいけ 三重県 鈴鹿市 国府町字石神4979 官有 鈴鹿市 8 46 10 1

242070027 津賀池 つがいけ 三重県 鈴鹿市 津賀町字広瀬野1765 鈴鹿市 鈴鹿市 5 976 416 1

242070031 大池 おおいけ 三重県 鈴鹿市 石薬師町鞠鹿野2298-2 自然人 大池水利組合 2 162 30 1

242070033 入道池 にゅうどういけ 三重県 鈴鹿市 上田町字鞠鹿野2265 鈴鹿市 鈴鹿市 4 101 21 1

242070034 大沢池（上池） おおさわいけ 三重県 鈴鹿市 上田町字大沢2155-2
上田山の花自治会　他1
名

上田山の花水利組合 2 338 93 1

242070035 大沢池（下池） おおさわいけ 三重県 鈴鹿市 上田町字大沢2156-2
上田町山の花自治会
他1名

上田山の花水利組合 4 550 72 1

242070039 御座ケ池 ござがいけ 三重県 鈴鹿市 寺家町字伏拝982 鈴鹿市 鈴鹿市 2 210 70 1

242070044 馬池 うまいけ 三重県 鈴鹿市 稲生町字長尾8245 鈴鹿市 鈴鹿市 3 120 24 1 2

242070045 北谷池 きただにいけ 三重県 鈴鹿市 鈴鹿ハイツ8320 鈴鹿市 鈴鹿市 2 60 12 1

242070049 大谷池 おおたにいけ 三重県 鈴鹿市 稲生町字大谷3931-1 鈴鹿市 鈴鹿市 5 150 22

242070051 宮池（大） みやいけ 三重県 鈴鹿市 安塚町字南浦388 官有 鈴鹿市 2 530 27 1

242070052 宮池（小） みやいけ 三重県 鈴鹿市 安塚町字南浦388 官有 鈴鹿市 2 100 2 1 2

242070053 ザル池 ざるいけ 三重県 鈴鹿市 安塚町字山ノ花1309 鈴鹿市 鈴鹿市 2 603 44 1

242070058 石垣池 いしがきいけ 三重県 鈴鹿市 西玉垣町字石垣5350-14 玉垣土地改良区 玉垣土地改良区 2 1,390 252 1

242070062 鳥戸池 とりどいけ 三重県 鈴鹿市 郡山町字中高山945 官有 鈴鹿市 2 57 12 1

242070063 山越知池 やまおちいけ 三重県 鈴鹿市 越知町字西谷543 官有 鈴鹿市 6 48 16

242070064 野田池 のだいけ 三重県 鈴鹿市 郡山町字中高山948 鈴鹿市 鈴鹿市 2 116 16 1 1

242070066 丸竹池 まるたけいけ 三重県 鈴鹿市 国府町字奥丸竹5461 自然人 丸竹池水利組合 9 75 114 1 2

242070068 寿田池 すだいけ 三重県 鈴鹿市 御薗町字寿田3291 官有 鈴鹿市 2 36 2 1

242070070 稲荷池（上） いなりいけ 三重県 鈴鹿市 御薗町字土山1427 鈴鹿市 鈴鹿市 3 29 6

242070071 稲荷池（下） いなりいけ 三重県 鈴鹿市 御薗町字土山1427 鈴鹿市 鈴鹿市 5 30 5

242070073 池ノ杭池 いけのくいいけ 三重県 鈴鹿市 御薗町字池の杭1999 官有 鈴鹿市 3 44 8 1 2

242070074 奥池（上池） おくいけ 三重県 鈴鹿市 三宅町字大井谷372-1 官有 鈴鹿市 5 94 78

242070075 奥池（下池） おくいけ 三重県 鈴鹿市 三宅町字大井谷372 鈴鹿市 鈴鹿市 8 55 52

242070084 寺井池 てらいいけ 三重県 鈴鹿市 下大久保字寺井202 鈴鹿市 鈴鹿市 4 630 173 1

242070085 下寺井池 しもてらいいけ 三重県 鈴鹿市 下大久保字北寺井267 官有 鈴鹿市 2 236 27 1
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242070088 千代池 ちよいけ 三重県 鈴鹿市 下大久保町字赤畑2228 鈴鹿市 鈴鹿市 2 195 23 1

242070089 山寺池 やまでらいけ 三重県 鈴鹿市 大久保字管岡2351 鈴鹿市 鈴鹿市 3 139 4 1

242070094 大池 おおいけ 三重県 鈴鹿市 小岐須町字北条910 鈴鹿市 鈴鹿市 6 175 15 1

242070100 カラ池 からいけ 三重県 鈴鹿市 西庄内町3372-1 自然人 自然人 2 122 3 1

242070110 マコ向池 まこむかいいけ 三重県 鈴鹿市 東庄内町2824 鈴鹿市 鈴鹿市 4 74 6 1 2

242070111 蟹谷池 かにたにいけ 三重県 鈴鹿市 東庄内町3272 鈴鹿市 鈴鹿市 5 75 3 1

242070112 山ノ谷池 やまのたにいけ 三重県 鈴鹿市 東庄内町字東山ノ谷3441 鈴鹿市 鈴鹿市 3 50 20 1

242070113 浄土池 じょうどいけ 三重県 鈴鹿市 稲生町字長尾 鈴鹿市 鈴鹿市 4 974 168 1 1

242070124 蛇池 じゃいけ 三重県 鈴鹿市 山辺町字内谷206 鈴鹿市 鈴鹿市 5 49 9 1

242080103 天神池 てんじんいけ 三重県 名張市 大屋戸146-1 杉谷神社 天神池水利組合 3 30 2 1

242080104 浮池 うきいけ 三重県 名張市 短野1351 自然人 短野区 8 85 26 1

242080106 １号池 いちごういけ 三重県 名張市 短野251番地
短野、下三谷土地改良
区

名張市土地改良区 3 70 4

242080112 宮の谷新池
みやのたにしん
いけ

三重県 名張市 梅が丘北1番町346 名張市 夏秋区 12 57 13 1

242080113 猿喰池 さるくいいけ 三重県 名張市 蔵持町里2413,2413-1,2415-3,2417 自然人 くらもち水利組合 6 100 40 1

242080114 原野前池 はらのまえいけ 三重県 名張市 蔵持町原出160,160-1,160-2,160-3
農事組合法人　蔵持原
の前水利組合

農事組合法人　蔵持原
の前水利組合

8 327 35 1

242080115 梅ノ木谷池
うめのきだにい
け

三重県 名張市 下比奈知2301 名張市
農事組合法人　蔵持原
の前水利組合

8 60 51 1

242080117 三ツ池 みついけ 三重県 名張市 蔵持町芝出1169 下比奈知富貴ヶ谷2891 自然人 三ツ池井子 5 156 28 1 1

242080118 矢奈谷池 やなたにいけ 三重県 名張市 薦生葛川1709 自然人 名張市土地改良区 7 31 2 1

242080119 風呂谷池 ふろたにいけ 三重県 名張市 薦生568　568-1 自然人 自然人 4 27 1 1

242080120 庄田池 しょうだいけ 三重県 名張市 薦生下田784-1
ネクストゴルフマネジメン
ト株式会社

ネクストゴルフマネジメン
ト株式会社

8 27 2

242080122 山の池 やまのいけ 三重県 名張市 八幡533-1 自然人 自然人 5 30 2

242080134 山の中の池
やまのなかのい
け

三重県 名張市 八幡堂山409 自然人 自然人 5 31 2

242080141 中垣内池２
なかがいといけ
２

三重県 名張市 家野中垣内552 自然人 自然人 2 14 1 1

242080142 中垣内池３
なかがいといけ
３

三重県 名張市 家野中垣内339,342 自然人 自然人 2 24 1 1

242080143 中垣内池４
なかがいといけ
４

三重県 名張市 家野中垣内324 自然人 自然人 2 32 1 1

242080149 大池 おおいけ 三重県 名張市 西田原池尻1087 西田原区 名張市土地改良区 7 52 21 1 2

242080150 小池 こいけ 三重県 名張市 西田原市ヶ久保1169-1 西田原区 名張市土地改良区 2 59 2 1 2

242080151 杉山池 すぎやまいけ 三重県 名張市 西田原杉山1350 自然人 名張市土地改良区 5 29 3

242080152 七ツ作尻池 ひっつくじいけ 三重県 名張市 西田原淨玄城2232 西田原区 名張市土地改良区 5 34 2

242080153 蓮池 はすいけ 三重県 名張市 東田原2521 東田原自治会 東田原自治会 2 38 1

242080154 鏡屋池 かがみやいけ 三重県 名張市 東田原2756 自然人 鏡屋水利組合 2 33 1 1

242080155 新池 しんいけ 三重県 名張市 西田原1934-5 名張市 名張市土地改良区 4 71 1 1

242080156 中嶋の池 なかじまのいけ 三重県 名張市 西田原水越4009 自然人 自然人 2 40 1
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242080157 山本の池 やまもとのいけ 三重県 名張市 西田原水越583 自然人 名張市土地改良区 2 25 1

242080201 神谷上池
かんだにかみい
け

三重県 名張市 下比奈知3228 自然人 神谷池水利組合 4 97 39 1

242080202 神谷池 かんだにいけ 三重県 名張市 下比奈知1227-1、3227-1 自然人 神谷池水利組合 9 30 12 1

242080203 西畑池 にしはたいけ 三重県 名張市 下比奈知西畑2037 自然人 西畑水利組合 9 90 9 1

242080204 寺前池 てらまえいけ 三重県 名張市 上比奈知2244 自然人 自然人 3 33 1 1

242080207 女郎谷池 じょろうたにいけ 三重県 名張市 下比奈知山田3570 自然人 下比奈知区 4 17 2 1

242080208 上峯台池
かみみねだいい
け

三重県 名張市 滝之原2181 名賀郡比奈知村 名張市土地改良区 8 29 5 1

242080209 中峯池 なかみねいけ 三重県 名張市 滝之原3087-1 自然人 名張市土地改良区 5 43 5 1

242080211 杼ノ木池（中池）
とちのきいけ（な
かいけ）

三重県 名張市 滝之原杼ノ木1630 大倉建設株式会社 名張市土地改良区 4 30 1 1

242080219 赤岩田池 あかいわだいけ 三重県 名張市 滝之原石原2180-1,-2 自然人 名張市土地改良区 4 32 1 1

242080226 坂之脇池 さかのわきいけ 三重県 名張市 滝之原5325-1 滝の原土地改良区 名張市土地改良区 2 26 1

242080236 七水口池 ななみなくちいけ 三重県 名張市 滝之原七水口220 自然人 自然人 2 55 1 1

242080302 新池 しんいけ 三重県 名張市 下小波田奥山田97 不明 名張市土地改良区 3 73 4 1 2

242080303 徳善池 とくぜんいけ 三重県 名張市 下小波田奥山田59 自然人 徳善池水利 3 57 2

242080304 石神池 いしがみいけ 三重県 名張市 西田原石神2149、東田原2759 春日神社 名張市土地改良区 7 120 31 1

242080305 東徳明池
ひがしとくめいい
け

三重県 名張市 美旗中村東徳明1801 自然人 名張市土地改良区 6 106 13 1

242080306 東之狭間池 とのはざまいけ 三重県 名張市 上小波田東之狭間1373 自然人 名張市土地改良区 10 87 118 1

242080308 新田池 しんでんいけ 三重県 名張市 下小波田1492 新田区 名張市土地改良区 6 110 49 1 2

242080309 池の谷池（下池）
いけのたにいけ
（しもいけ）

三重県 名張市 美旗中村1458 自然人 名張市土地改良区 6 90 17 1

242080310 池の谷池（中池）
いけのたにいけ
（なかいけ）

三重県 名張市 美旗中村1460 自然人 名張市土地改良区 3 95 8 1 2

242080311 孫蔵池 まごぞういけ 三重県 名張市 美旗中村2067 自然人 名張市土地改良区 2 60 2 1

242080312 丈六谷池
じょうろくたにい
け

三重県 名張市 美旗中村2069、2090 自然人 名張市土地改良区 3 132 29 1

242080313 西徳明池 にしとくめいいけ 三重県 名張市 桔梗が丘7番町1街区1884 自然人 名張市土地改良区 4 106 40 1

242080315 薦生口池 こもぐちいけ 三重県 名張市 美旗中村2418-1,-2 自然人 名張市土地改良区 2 65 1 1

242080319 頭界池 ずかいいけ 三重県 名張市 東田原2755 東田原自治会 名張市土地改良区 3 50 3 1

242080320 御子池 みこいけ 三重県 伊賀市 上神戸4516 伊賀市 名張市土地改良区 6 60 12 1

242080324 ひょうたん池 ひょうたんいけ 三重県 名張市 上小波田狭間1988-1 自然人 名張市土地改良区 3 60 2 1 1

242080325 上源城池
じょうげんじょう
いけ

三重県 名張市 西田原浄玄城2185 自然人 名張市土地改良区 3 126 2

242080401 桶小谷池 おけごたにいけ 三重県 名張市 結馬792 自然人 自然人 4 25 1

242080403 大谷池 おおたにいけ 三重県 名張市 安部田4434,4435,4436,4437,4438,4438-1 自然人 大谷池水利組合 9 37 2 1

242080408 新池 しんいけ 三重県 名張市 安部田鹿高677 自然人 鹿高井子 7 34 4 1

242080409 口池 くちいけ 三重県 名張市 安部田1418 自然人 焼野水利組合 5 35 1

242080410 中池 なかいけ 三重県 名張市 安部田1650 自然人 焼野水利組合 11 39 3
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242080413 地蔵の元池 じぞうのもといけ 三重県 名張市 上三谷195-1 自然人 自然人 2 14 1

242080414 重田池 じゅでんいけ 三重県 名張市 竜口513 自然人 竜口区 8 37 4 1

242080416 バッチ池 ばっちいけ 三重県 名張市 矢川613 自然人 自然人 3 34 1 1

242080417 下池 しもいけ 三重県 名張市 矢川521-1 自然人 自然人 5 60 4 1

242080418 上池 かみいけ 三重県 名張市 矢川526-1 自然人 矢川区 3 65 4 1

242080420 墓の池 はかのいけ 三重県 名張市 矢川370-1 自然人 自然人 3 50 1 1

242080424 池上の池 いけがみのいけ 三重県 名張市 矢川603 自然人 自然人 4 15 1 1

242080429 下池 しもいけ 三重県 名張市 黒田字堂ヶ谷788 自然人
堂ヶ谷渓流域住民（年度
当番委員）

4 26 1 1

242080431 上池 かみいけ 三重県 名張市 黒田797 自然人 自然人 7 25 1 1

242080501 長屋池 ながやいけ 三重県 名張市 赤目町相楽264 自然人 相楽区 4 100 35 1

242080503 桑の木池 くわのきいけ 三重県 名張市 青蓮寺2850-6 自然人 川尻水利組合 7 46 10

242080504 前垣内下池
まえがいとしもい
け

三重県 名張市 赤目町壇546 自然人 赤目町檀区 4 75 4 1

242080510 丸池 まるいけ 三重県 名張市 赤目町星川50 自然人 赤目町星川区 4 50 2

242080511 安養寺池 あんじょうじいけ 三重県 名張市 赤目町柏原676 自然人 小湯の井堰組合 4 38 1 1

242080512 奥ノ池 おくのいけ 三重県 名張市 青蓮寺2850-4 自然人 小湯の井堰組合 6 45 4

242080513 新池 しんいけ 三重県 名張市 青蓮寺2850-3 自然人 小湯の井堰組合 8 58 8 1

242080515 平池 ひらいけ 三重県 名張市 赤目町壇586,586-1,-2　赤目町柏原2063 自然人 自然人 3 330 20 1

242080516 前池 まえいけ 三重県 名張市 赤目町一ノ井堂之前442 自然人 組合 4 120 7 1

242080517 万田池 まんだいけ 三重県 名張市 赤目町矢川山田出167,167-1,-2,-3,-4 自然人 自然人 2 28 1 1

242080521 新池 しんいけ 三重県 名張市 赤目町一ノ井590 自然人 長田水利組合 5 28 1 1

242080523 長坂上池
ながさかかみい
け

三重県 名張市 赤目町長坂611 自然人 長坂水利組合 5 54 1 1

242080524 長坂久保池
ながさかくぼい
け

三重県 名張市 赤目町長坂549 自然人 長坂水利組合 5 30 1 1

242080525 スゲン谷池 すげんたにいけ 三重県 名張市 赤目町長坂456 自然人 自然人 4 35 1 1

242080602 舟ヶ谷池 ふながたにいけ 三重県 名張市 夏見赤坂2348,2348-1,-2,-3,-4,-5 積田神社 上之出水利組合 7 66 18 1

242080603 男山池 おとこやまいけ 三重県 名張市 夏見男山2815,2815-1,-2,-3 名張市 上之出水利組合 7 64 9 1 1

242080604 奥出池 おくでいけ 三重県 名張市 夏見760 自然人 自然人 3 25 1 1

242080606 蔵王池（防屋池）
ざおういけ（ぼう
やいけ）

三重県 名張市 箕曲622,622-1,-2,-3,-4,-5,-6 自然人 箕曲町中村西水利組合 6 183 14 1

242080608
青蓮寺第１用水
池

しょうれんじだい
いちようすいい
け

三重県 名張市 百合が丘東9番町315 名張市 青蓮寺区 3 40 1 1

242080609
青蓮寺第２用水
池

しょうれんじだい
にようすいいけ

三重県 名張市 百合が丘東9番町49 名張市 青蓮寺区 8 30 3 1

242080611 北谷池 きただにいけ 三重県 名張市 青蓮寺3044 赤目土地改良区 名張市土地改良区 2 26 1

242080614 大久保池 おおくぼいけ 三重県 名張市 青蓮寺3372 赤目土地改良区 名張市土地改良区 2 30 1

242080615 森田池 もりたいけ 三重県 名張市 青蓮寺3345 自然人 自然人 7 27 1

242080703 馬谷池 ばたにいけ 三重県 名張市 神屋吉原82 自然人 自然人 1 15 1
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242080708 奥池 おくいけ 三重県 名張市 神屋1834 自然人 自然人 1 23 1

242100001 お池 おいけ 三重県 亀山市 両尾町字東端2332番 亀山市 自然人 4 32 5 1

242100002 大池（今福池）
おおいけ（いまぶ
くいけ）

三重県 亀山市 小川町字起シ1488番、1488番地先 亀山市
(池堤)今福水利組合、
(堤)亀山市

4 98 10

242100003 にごり池 にごりいけ 三重県 亀山市 小川町字行合2738番 亀山市 自然人 8 68 27

242100004 桜谷池 さくらだにいけ 三重県 亀山市 川合町字若桜1298番、1299番地先 官有地（国） 川合町集落営農組合 5 43 10

242100005 高塚池 たかつかいけ 三重県 亀山市 布気町字高塚793番地先 亀山市
高塚水利組合、三重県
鈴鹿建設事務所

2 121 400

242100006 北谷池 きたたにいけ 三重県 亀山市 川合町字北谷329番地先 亀山市 川合町集落営農組合 2 23 1 1 2

242100007 菰田池 こもだのいけ 三重県 亀山市 椿世町字菰田761番1 亀山市 菰田水利組合 3 29 3

242100008 下池 したいけ 三重県 亀山市 羽若町字下垣内382番 亀山市 自然人 6 37 7

242100009 太岡寺池 たいこうじいけ 三重県 亀山市 太岡寺町字上野534番 亀山市 野田池水利組合 6 84 23 1 2

242100010 風呂屋池 ふろやいけ 三重県 亀山市 山下町字歌尾谷986番1地先ほか、 986番1 亀山市 山下町自治会 3 40 3

242100011 安場池 やすばいけ 三重県 亀山市 和田町字奥安場1209番1 官有地、亀山市 自然人 5 27 10 1

242100012 和田池 わだいけ 三重県 亀山市 和田町字奥安場1203番1 官有地 和田水利組合 5 43 10 1

242100014 北山池 きたやまいけ 三重県 亀山市
下庄町字北山2113番2地先、2113番2、2016
番、2113番1 地先

亀山市 北山溜池管理組合 10 94 75 1 2

242100015 間瀬池 まぜいけ 三重県 亀山市 中庄町字間瀬1064番 官有地（国） 自然人 3 45 9 1 2

242100016 明神池（薬師池）
みょうじんいけ
（やくしいけ）

三重県 亀山市 三寺町字薬師549番1、561番地先 亀山市 自然人 7 40 10 1

242100017 京丸池 きょうまるいけ 三重県 亀山市 三寺町字京丸1436番1、1436番1地先 亀山市 三寺土地改良区 6 65 17 1

242100018 鹿丸池 かまるいけ 三重県 亀山市 三寺町字鹿丸1570番、1570番地先 亀山市 三寺土地改良区 6 56 9 1

242100019 桑原池 くわばらいけ 三重県 亀山市 中庄町字桑原233番、233番地先 亀山市 川南水利組合 8 37 11 1 1

242100020 美泥池 みどろいけ 三重県 亀山市
(池)下庄町字ミドロ1060番2、(堤)下庄町字ミ
ドロ1060番1

亀山市 自然人 7 63 25 1

242100023 笹谷池 ささだにいけ 三重県 亀山市 安坂山町字笹谷2151番 自然人 自然人 2 11 0

242100025 楠木池 くすのきいけ 三重県 亀山市 安坂山町字楠木332番、331番 亀山市 自然人 9 21 7

242100026 北垣内池１ きたがいといけ１ 三重県 亀山市 安坂山町字北垣内187番 自然人 不明 1 9 5

242100027 北垣内池２ きたがいといけ２ 三重県 亀山市 安坂山町字北垣内176番 亀山市 自然人 2 25 5 1

242100028 北垣内池３ きたがいといけ３ 三重県 亀山市 安坂山町字北垣内139番 亀山市 自然人 2 19 7 1

242100029 下代池 しもだいいけ 三重県 亀山市 両尾町字下代4102番 亀山市 自然人 3 42 20

242100030 樋ノ口池 ひのぐちいけ 三重県 亀山市 両尾町字樋ノ口3304番 自然人 不明 1 21 0

242100031 奥谷西池
おくのたにしたい
け

三重県 亀山市 両尾町字奥谷2574番（2581番1） 亀山市 自然人 8 31 5

242100037 北浦池 きたうらいけ 三重県 亀山市 両尾町字北浦2801番 亀山市 自然人 4 7 5

242100038 清水池１ しみずいけ１ 三重県 亀山市 両尾町字清水3082番 亀山市 自然人 2 27 0

242100039 清水池２ しみずいけ２ 三重県 亀山市 両尾町字清水3171番 亀山市 自然人 3 18 0

242100041 中平尾池１
なかひらおいけ
１

三重県 亀山市 両尾町字中平尾1987番 亀山市 自然人 2 22 0 1

242100042 中平尾池２
なかひらおいけ
２

三重県 亀山市 両尾町字中平尾1989番 亀山市 自然人 3 7 5 1
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242100043 西谷池 にしだにいけ 三重県 亀山市 両尾町字西谷2504番（字車瀬2204番） 亀山市 自然人 5 25 8

242100044 東端池 ひがしばたいけ 三重県 亀山市 両尾町字東端2332番 亀山市 自然人 2 28 10 1

242100045 大戸池 おうどのいけ 三重県 亀山市 両尾町字大戸2632番 自然人 自然人 5 31 5

242100046 大戸池２ おうどのいけ２ 三重県 亀山市 両尾町字大戸2621番 亀山市 自然人 4 32 5

242100047 馬屋之谷池
うまやのたにい
け

三重県 亀山市 両尾町字馬屋之谷2613 亀山市 自然人 2 24 0

242100048 幸五郎池 こうごろういけ 三重県 亀山市 両尾町字幸五郎2605番 亀山市 自然人 2 25 0

242100049 奥谷池１ おくのたにいけ１ 三重県 亀山市 両尾町字奥谷2574番（字西谷2504番） 亀山市 自然人 3 13 5

242100050 善造池 ぜんぞういけ 三重県 亀山市 両尾町字原尾 90番、86番3、89番 亀山市 自然人 2 30 5 1

242100051 屋敷池 やしきいけ 三重県 亀山市 両尾町字原尾59番、59番地先 官有地 自然人 5 13 7 1

242100052 重大池 じゅうだいいけ 三重県 亀山市 両尾町字原尾66番 亀山市 自然人 4 27 15 1

242100053 トンガ池 とんがいけ 三重県 亀山市 両尾町字原尾5番 自然人 不明 6 37 7

242100056 初度池 はっといけ 三重県 亀山市 両尾町字初度1022番 亀山市 自然人 4 17 0

242100058 曲り町池 まがりまちいけ 三重県 亀山市 両尾町字曲り町1243番 亀山市 自然人 3 25 0

242100059 栗の谷池 くりのたにいけ 三重県 亀山市 両尾町字刑部谷784番 自然人 不明 5 33 1

242100060 鷺谷池 さぎだにいけ 三重県 亀山市 辺法寺町字鷺谷1974番3 自然人 自然人 1 18 5

242100061 名古谷池１
なごだにのいけ
１

三重県 亀山市 辺法寺町字名古谷1754番 亀山市 自然人 3 13 5

242100062 名古谷池２
なごだにのいけ
２

三重県 亀山市 辺法寺町字名古谷1749番 亀山市 自然人 1 16 5

242100063 半治池 はんじいけ 三重県 亀山市 辺法寺町字鐘鋳場1698番1 亀山市 自然人 2 16 0

242100065 高津場池 たかつばいけ 三重県 亀山市 辺法寺町字高津場1418番 自然人 自然人 3 25 7

242100066 松本池 まつもといけ 三重県 亀山市 辺法寺町字高津場1410番1 官有地 自然人 3 21 10

242100067 大増池１ おうぞういけ１ 三重県 亀山市 辺法寺町字西之久保180番1 官有地 自然人 2 12 0

242100068 大増池２ おうぞういけ２ 三重県 亀山市 辺法寺町字大増49番1 官有地 自然人 3 20 5

242100069 北山池２ きたやまいけ２ 三重県 亀山市 辺法寺町字北山7番、7番1 亀山市 自然人 3 17 5

242100070 入谷池 いりたにいけ 三重県 亀山市 辺法寺町字大増137番1 官有地 自然人 5 34 19 1 2

242100072 東谷池２ ひがしたにいけ２ 三重県 亀山市 小川町字東谷385番 自然人 自然人 8 36 0

242100077 北堀池１ きたぼりいけ１ 三重県 亀山市 小川町字北堀1978番 自然人 自然人 2 8 0

242100078 北堀池２ きたぼりいけ２ 三重県 亀山市 小川町字北堀1976番 自然人 自然人 2 13 0

242100079 北堀池３ きたぼりいけ３ 三重県 亀山市 小川町字北堀1969番、1969番地先 自然人 亀山市、自然人 3 18 0

242100080 鐘突田池１
かねつきだいけ
１

三重県 亀山市 小川町字鐘突田1778番地 自然人 不明 5 30 5

242100081 西堀池 にしほりいけ 三重県 亀山市 小川町字鐘突田1780番2 自然人 自然人 5 25 7

242100082 鐘突田池２
かねつきだいけ
２

三重県 亀山市 小川町字鐘突田1765番 自然人 不明 5 17 1

242100088 岡垣内池１
おかがいといけ
１

三重県 亀山市 白木町字岡垣内3345番 自然人 自然人 1 22 0

242100095 松原池７ まつばらいけ７ 三重県 亀山市 小川町字松原1385番地 自然人 自然人 3 17 5
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242100096 利橋池 のりはしのいけ 三重県 亀山市 小川町字起シ1451番 自然人 自然人 4 23 5

242100097 起シ池１ おこしいけ１ 三重県 亀山市 小川町字起シ1453番10 の内 自然人 自然人 1 10 0

242100098 起シ池２ おこしいけ２ 三重県 亀山市 小川町字起シ1449番 自然人 自然人 3 20 5 1

242100100 起シ池３ おこしいけ３ 三重県 亀山市 小川町字起シ1459番 自然人 自然人 4 72 7

242100102 上廣池１ うえひろいけ１ 三重県 亀山市 白木町字上廣2613番 自然人 不明 2 38 7 1

242100103 上廣池２ うえひろいけ２ 三重県 亀山市 白木町字上廣2627番 自然人 不明 5 40 5 1

242100106 鐘突田池４
かねつきだいけ
４

三重県 亀山市 小川町字鐘突田1739番 自然人 自然人 4 28 5 1

242100107 学校道池 がっこうみちいけ 三重県 亀山市 白木町字北谷2744番 自然人 自然人 2 21 5

242100109 上垣内池 かみがいといけ 三重県 亀山市 白木町字上垣内2103番 自然人 自然人 4 25 2 1

242100111 岡垣内池２
おかがいといけ
２

三重県 亀山市 白木町字岡垣内3317番 自然人 自然人 5 16 0

242100115 中里池１ なかざといけ１ 三重県 亀山市 白木町字中里2896番 自然人 不明 1 15 0

242100116 中里池２ なかざといけ２ 三重県 亀山市 白木町字中里2897番 自然人 不明 6 24 0

242100117 中里池３ なかざといけ３ 三重県 亀山市 白木町字中里2902番 自然人 不明 3 9 0

242100121 東大谷池２
ひがしおおたに
いけ２

三重県 亀山市 白木町字東大谷3484番 自然人 不明 3 18 7 1

242100122 東大谷池３
ひがしおおたに
いけ３

三重県 亀山市 白木町字東大谷3499番 自然人 不明 3 23 5 1

242100124 岡垣内池５
おかがいといけ
５

三重県 亀山市 白木町字岡垣内3308番 (株)米倉建設 (株)米倉建設 4 31 7

242100125 東大谷池５
ひがしおおたに
いけ５

三重県 亀山市 白木町字東大谷3414番 自然人 自然人 3 25 7 1

242100126 東大谷池６
ひがしおおたに
いけ６

三重県 亀山市 白木町字東大谷3424番 自然人 自然人 3 21 5 1

242100128 岡垣内池６
おかがいといけ
６ 三重県 亀山市 白木町字岡垣内3210番 自然人 亀山市、自然人 8 19 5

242100129 中里池５ なかざといけ５ 三重県 亀山市 白木町字中里2883番 自然人 自然人 2 32 5 1

242100133 池谷池 いけのたにいけ 三重県 亀山市 太森町字池谷1907 亀山市 自然人 2 27 1

242100135
東谷池（鳶ヶ尾
池）

ひがしたにいけ
（とびがおいけ）

三重県 亀山市 田村町字鳶ケ屋704番 亀山市 自然人 6 39 7 1

242100144 げんご池 げんごいけ 三重県 亀山市 管内町字定脇1657番1 自然人 自然人 3 19 7

242100145 畑作り池 はたづくりいけ 三重県 亀山市 管内町字畑作り2773番2 の内 自然人 不明 5 13 7

242100146 樺野池 かばのいけ 三重県 亀山市
管内町字樺野1545番、1545番1、1546番、
1546番2

亀山市、自然人 樺野自治会 4 17 6 1

242100147 東上野山池
ひがしうえのや
まいけ

三重県 亀山市 阿野田字東上野山2348番1 自然人 不明 5 26 7

242100148 一ノ谷池１
いちのたにいけ
１

三重県 亀山市 下庄町字一ノ谷2533番 自然人 不明 1 18 5

242100149 一ノ谷池２
いちのたにいけ
２

三重県 亀山市 下庄町字一ノ谷2662番 自然人 不明 4 21 5

242100152 北古谷池 きたごやいけ 三重県 亀山市 下庄町字北古屋3233番地先 亀山市 自然人 4 14 1

242100159 長田池 ながたいけ 三重県 亀山市 下庄町字宮之谷2611番1、2611番 亀山市、自然人 北山溜池管理組合 5 35 3 1

242100171 土坂池 どざかいけ 三重県 亀山市 下庄町字土坂259番 自然人 不明 1 17 5

242100174 そび池 そびいけ 三重県 亀山市 三寺町字口そび2314番 亀山市 自然人 2 61 5

242100175 間瀬・そび池 まぜ・そびいけ 三重県 亀山市 中庄町字間瀬1215番 亀山市 自然人 3 30 5
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242100184 西浦池 にしうらいけ 三重県 亀山市 三寺町字西浦726番 自然人 自然人 4 28 7

242100185 鍛治ヶ前池 かじがまえいけ 三重県 亀山市 三寺町字鍛冶ヶ前816番 自然人 不明 1 22 0

242100186 前田池 まえだいけ 三重県 亀山市 三寺町字前田297番1 亀山市 自然人 1 29 0

242100192 志田尾池 しだおいけ 三重県 亀山市 田茂町字志田尾87番 自然人 不明 4 19 5

242100195 長法谷池
ちょうほうだにい
け

三重県 亀山市 安知本町字長法谷1806番1 自然人 自然人 2 18 0

242100196 井林池２ いばやしいけ２ 三重県 亀山市 安知本町字井林1277番 自然人 自然人 4 26 5

242100197 城ノ内池１ しろのうちいけ１ 三重県 亀山市 安知本町字城ノ内892番 自然人 自然人 3 17 1

242100199 城ノ内池２ しろのうちいけ２ 三重県 亀山市 安知本町字城ノ内874番 自然人 自然人 2 26 5 1 1

242100201 西蔵瀬古池 にしくらせこいけ 三重県 亀山市 田茂町字西蔵瀬古244番 自然人 自然人 2 14 5

242100202 ドンド池 どんどいけ 三重県 亀山市 安知本町字宮ノ垣内616番 自然人 安知本町自治会 1 9 0

242100203 新池 しんいけ 三重県 亀山市 安知本町字宮ノ垣内630番1 自然人 安知本町自治会 4 14 0

242100204 廣茂池 ひろもいけ 三重県 亀山市 羽若字廣茂760番1 自然人 自然人 5 31 5 1

242100205 八谷池 はったにいけ 三重県 亀山市 木下町字立谷323番 自然人 自然人 2 23 5

242100210 古池 ひねいけ 三重県 亀山市 太岡寺町字管谷411番 自然人 自然人 2 21 5 1

242100211 新池 しんいけ 三重県 亀山市 太岡寺町字管谷363 自然人 自然人 3 24 5 1

242100212 菅谷池 すがたにいけ 三重県 亀山市 (池)太岡寺町字菅谷410、(堤)410地先 亀山市 自然人 3 32 5 1

242100213 赤池 あかいけ 三重県 亀山市 楠平尾町字西落444番 自然人 自然人 4 25 5

242100214 お安池 おやすいけ 三重県 亀山市 楠平尾町字北浦278番 自然人 自然人 4 24 13 1 2

242100224 大古場池２ おおこばいけ２ 三重県 亀山市 野村町字大古場1852番 自然人 自然人 2 24 5

242100228 井林池 いばやしいけ 三重県 亀山市 安知本町字井林1317番 自然人 不明 4 22 5

242100229 桂谷池
かつらだにのい
け

三重県 亀山市 安知本町字桂谷1096番 自然人 自然人 5 14 0

242100230 宮ノ浦池 みやのうらいけ 三重県 亀山市 安知本町字西山836番1、836番2 楠平尾町自治会 不明 1 46 5 1

242100234 から池（道野池）
からいけ（どうの
いけ）

三重県 亀山市 布気町字上道野785番1 亀山市 自然人 3 64 5 1

242100236 奥谷池２ おくのたにいけ２ 三重県 亀山市 両尾町字奥谷2572番 亀山市 自然人 9 21 0

242100238 ベット池 べっといけ 三重県 亀山市 安知本町字桂谷1165番 自然人 亀山市、自然人 6 50 13

242100240 新池 しんいけ 三重県 亀山市
(池) 関町木崎字三日城995番3 他、(堤) 997
番

亀山市 新池水利組合 14 77 23 1 1

242100241 長池 ながいけ 三重県 亀山市 関町鷲山字風尾787番 亀山市 自然人 4 130 7

242100242 破魔射場池 はまいばいけ 三重県 亀山市 関町新所字破魔射場552番 株式会社 ホシアイ 不明 9 56 43

242100243 城山池 しろやまいけ 三重県 亀山市 関町新所字城山1416番、1416番 地先 自然人 自然人 9 110 17 1

242100244 石場池 いしばのいけ 三重県 亀山市 関町白木一色字石場960番
有限会社シラカワ　他4
名

有限会社シラカワ　他４
名

4 36 10 1

242100245 倉ヶ谷池 くらがたにいけ 三重県 亀山市 関町福徳字倉ヶ谷742番、743番 自然人 自然人 7 28 5

242100246 観音山下池
かんのんやまし
たいけ

三重県 亀山市 関町新所字西町北1525番、1525番1 自然人 不明 3 37 5 1

242100247 長田池 ながたいけ 三重県 亀山市 布気町532番、362番3 亀山市　他1名 長田池水利組合 5 85 25 1 2
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242100248 西町北池 にしまちきたいけ 三重県 亀山市 関町新所字西町北1575番3 亀山市 亀山市、自然人 2 0 1

242100249 高利池 たかとしのいけ 三重県 亀山市 関町新所字西町北1574番2、1574番4 自然人、亀山市 自然人 4 2 1

242100250 天王池 てんおういけ 三重県 亀山市 関町新所字東町北2032番2 亀山市 自然人 5 2 1

242100251 東町北池
ひがしまちきた
いけ

三重県 亀山市 関町新所字東町北1904番 自然人 自然人 2 0 1

242110001 蛇池 じゃいけ 三重県 鳥羽市 船津町133 市町村
集落又は申し合わせ組
合

4 45 5

242110002 ため池４ ためいけ４ 三重県 鳥羽市 浦村字苔ヶ瀬2205 市町村 市町村 1 13 0

242110003 ため池８ ためいけ８ 三重県 鳥羽市 畔蛸町字大坂127-8 自然人 自然人 3 25 7

242110010 ため池５ ためいけ５ 三重県 鳥羽市 浦村町字苔ヶ瀬2220 市町村 市町村 3 30 0

242110011 ため池６ ためいけ６ 三重県 鳥羽市 浦村町字苔ヶ瀬 鳥羽市 市町村 2 30 0

242110012 ため池７ ためいけ７ 三重県 鳥羽市 浦村町字苔ヶ瀬2325 鳥羽市 市町村 3 30 0

242110013 ため池１２ ためいけ１２ 三重県 鳥羽市 白木町字上小切間345 自然人 自然人 2 30 0

242110014 ため池３ ためいけ３ 三重県 鳥羽市 浦村町字尾崎谷2172 鳥羽市 鳥羽市 3 2 0

242120005 福岡平池
ふくおかだいらい
け

三重県 熊野市 育生町尾川126 熊野市 熊野市 6 27 1 1 2

242120006 ヅガラバシ池 づがらばしいけ 三重県 熊野市 金山町1845 不明 熊野市 3 16 5 1 1

242120007 目白池 めじろいけ 三重県 熊野市 久生屋町788-1 熊野市 熊野市 3 29 1

242120013 田野々池 たののいけ 三重県 熊野市 育生町大井669 不明 自然人 6 28 9 1 2

242140001 笠田大溜 かさだおおため 三重県 いなべ市 員弁町笠田新田字大溜1540 いなべ市 員弁地区土地改良区 12 733 485 1 2

242140002 藤溜 ふじだめ 三重県 いなべ市 員弁町大泉字藤谷2180-1 いなべ市 員弁地区土地改良区 11 287 132 1

242140003 員弁池 いなべいけ 三重県 いなべ市 員弁町楚原字溜尻1252 いなべ市 員弁地区土地改良区 14 179 550 1

242140004 奴女里溜 ぬめりだめ 三重県 いなべ市 員弁町東一色字奴女里溜2746 東一色自治会 員弁地区土地改良区 10 210 110 1 2

242140005 宇野溜 うのだめ 三重県 いなべ市 員弁町笠田新田字西谷1911 自然人 員弁地区土地改良区 9 75 30 1

242140006 畑新田溜
はたしんでんだ
め

三重県 いなべ市 員弁町畑新田字溜岸23-1 いなべ市 員弁地区土地改良区 8 390 88 1

242140007 協和池 きょうわいけ 三重県 いなべ市 員弁町大泉字水谷2208 協和池普通水利組合 員弁地区土地改良区 12 75 50 1 2

242140008 松名新田溜
まつなしんでん
ため

三重県 いなべ市 員弁町松名新田字松名20-1 員弁土地開発公社 員弁土地開発公社 8 75 38

242140010 猿ヶ堂溜 さるがどうだめ 三重県 いなべ市 員弁町笠田新田字猿ヶ堂1576 いなべ市 笠田新田自治会 4 40 7 1

242140011 赤溜 あかだめ 三重県 いなべ市 員弁町笠田新田字山畑1689 いなべ市 笠田新田自治会 4 120 20 1

242140012 長溜 ながだめ 三重県 いなべ市 員弁町笠田新田字長溜1869 いなべ市 笠田新田自治会 4 175 10 1

242140013 岡溜 おかだめ 三重県 いなべ市 員弁町東一色字茶臼山浦2218 いなべ市 岡丁田自治会 4 70 27 1

242140014 喜蔵池 きぞういけ 三重県 いなべ市 員弁町大泉新田字喜蔵池1298-10 いなべ市 大泉新田自治会 4 75 30 1

242140015 大工谷溜 だいくだにだめ 三重県 いなべ市 員弁町東一色字暮明2582 いなべ市 暮明自治会 4 40 8 1

242140016 阿弥陀寺溜 あみだじため 三重県 いなべ市 大安町丹生川上字山之田1645 いなべ市 阿弥陀寺溜用水組合 8 75 113 1 1

242140017 宇賀溜 うがだめ 三重県 いなべ市 大安町宇賀字御門1039 いなべ市 宇賀水利組合 6 411 50 1

242140019 大井田溜 おいだだめ 三重県 いなべ市 大安町大井田字東奥之谷2011 いなべ市 大井田西部水利組合 9 166 124 1
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242140022 大草溜 おおぐさだめ 三重県 いなべ市 大安町平塚字上松崎1733 いなべ市 三里溜池土地改良区 6 242 24 1

242140023 西溜 にしだめ 三重県 いなべ市 大安町門前字溜奥2354 いなべ市 門前水利組合 9 225 105 1

242140024 野間溜 のまだめ 三重県 いなべ市 大安町石榑下字野間222-1 いなべ市 三里溜池土地改良区 4 52 8 1 2

242140026 阪田溜 さかたため 三重県 いなべ市 大安町丹生川上字東野郷6 自然人 自然人 3 75 2

242140027 土山池 どやまいけ 三重県 いなべ市 大安町宇賀字妙見渓1250 いなべ市 宇賀水利組合 6 30 1 1

242140028 照光寺溜 しょうこうじだめ 三重県 いなべ市 大安町石榑南字前林1725 員弁土地開発公社 員弁土地開発公社 3 30 3

242140030 ふじ溜 ふじだめ 三重県 いなべ市 大安町平塚字下小原1723 いなべ市 三里溜池土地改良区 4 40 7 1

242140032 野入溜 のいりだめ 三重県 いなべ市 大安町門前字上之端2436 不明 門前水利組合 3 240 23

242140035 上平溜 うえびらだめ 三重県 いなべ市 北勢町垣内字上平1125 いなべ市 前田水利組合 19 100 75 1 1

242140036 畑田溜 はただだめ 三重県 いなべ市 北勢町平野新田字茶山199-1 不明 平野新田自治会 5 85 10 1

242140037 新溜 しんだめ 三重県 いなべ市 北勢町北中津原字下中野 いなべ市 北中津原自治会 15 68 30

242140038 麓口溜 ふもとくちだめ 三重県 いなべ市 北勢町麓村字城ケ谷29 自然人 屋敷田水利組合 7 58 25 1 1

242140039 麓奥溜 ふもとおくだめ 三重県 いなべ市 北勢町麓村字城ケ谷8 麓村自治会 屋敷田水利組合 8 50 10 1 1

242140041 野田溜 のだだめ 三重県 いなべ市 北勢町向平字大野6 いなべ市 向平自治会 2 56 2

242140047 傳三郎溜
でんざぶろうだ
め

三重県 いなべ市 北勢町新町字横谷623 自然人 新町下自治会 16 40 3

242140048 長頭子溜 ながずこだめ 三重県 いなべ市 北勢町新町字長頭子1182 自然人 自然人 5 30 2 1 2

242140049 治郎溜 じろうだめ 三重県 いなべ市 北勢町新町字鈴原1334､1350 いなべ市 自然人 3 35 2

242140051 庄屋溜 しょうやだめ 三重県 いなべ市 北勢町平野新田字御殿114 いなべ市 平野新田自治会 6 65 1

242140052 神田溜 じんでんだめ 三重県 いなべ市 北勢町北中津原字中野1016-2 いなべ市 北中津原自治会 9 44 21

242140053 見性寺溜 けんしょうじだめ 三重県 いなべ市 北勢町阿下喜字舞野2632 いなべ市 いなべ市 2 65 7 1

242140054 前田溜 まえだだめ 三重県 いなべ市 北勢町鼓字前田634 自然人 自然人 5 31 1 1

242140055 洞ヶ谷溜 どうがたにだめ 三重県 いなべ市 北勢町別名字古戸谷967 治田財産区 前田水利組合 17 55 25 1 1

242140056 山郷大池
やまざとおおい
け

三重県 いなべ市 北勢町鼓野田字野田1380-2 いなべ市 山郷大池水利組合 25 73 130 1 2

242140057 正孝溜 まさたかだめ 三重県 いなべ市 北勢町下平字下川原1591 自然人 自然人 4 35 1

242140058 秀明溜 ひであきだめ 三重県 いなべ市 北勢町下平字下川原1636 自然人 自然人 4 28 1

242140059 周代溜 しゅうだいだめ 三重県 いなべ市 北勢町新町字大新田1092 不明 自然人 2 50 1

242140061 ひる溜 ひるだめ 三重県 いなべ市 北勢町新町字鈴原1373 不明 自然人 3 30 1

242140062 としえ溜 としえだめ 三重県 いなべ市 北勢町中山字宮之東264-1 いなべ市 自然人 3 55 5

242140063 上新貝溜池
かみしんがいた
めいけ

三重県 いなべ市 北勢町東貝野字吉岨2401-1 いなべ市 自然人 3 33 5

242140065 長晴溜 ながはるだめ 三重県 いなべ市 北勢町北中津原字中野937 自然人 自然人 3 32 1

242140066 柳洞溜 やなほらだめ 三重県 いなべ市 北勢町北中津原字柳洞９１９ いなべ市 北中津原自治会 6 90 26

242140067 西野尻溜池
にしのじりためい
け

三重県 いなべ市 藤原町西野尻字無栗1567 いなべ市 西野尻自治会 7 70 20 1

242140068 下川原溜池
しもがわらため
いけ

三重県 いなべ市 藤原町大貝戸字祥之木原2559 自然人 大貝戸農家組合 4 20 2
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242140074 川合溜池 かわいためいけ 三重県 いなべ市 藤原町川合字屋敷799 いなべ市 川合自治会 3 30 9 1

242140075 貝戸溜池 かいとためいけ 三重県 いなべ市 藤原町大貝戸字岡山2519 自然人 大貝戸農家組合 5 35 5 1

242140077 戸の谷溜池
とのたにためい
け

三重県 いなべ市 藤原町上相場字馬留2568 いなべ市 自然人 8 69 20

242140079 大杉溜池
おおすぎためい
け

三重県 いなべ市 藤原町古田字北腰越1393 自然人 自然人 3 40 2

242140080 田之谷溜池
たのたにためい
け

三重県 いなべ市 藤原町篠立字田之谷3380 いなべ市 篠立自治会 3 30 2

242140081 新源溜池
しんげんためい
け

三重県 いなべ市 藤原町上相場字口下払443 不明 上相場自治会 5 20 2

242140084 土之御前溜池
つちのごぜんた
めいけ

三重県 いなべ市 藤原町上相場字御厨1429 不明 上相場自治会 3 30 1

242140085 大貝戸溜池
おおがいとため
いけ

三重県 いなべ市 藤原町大貝戸字西忠名貝戸1812 自然人 大貝戸農家組合 2 14 1

242140088 八幡溜 はちまんだめ 三重県 いなべ市 北勢町阿下喜字八幡洞3035 いなべ市 自然人 5 24 2

242150003 湯夫池 ゆぶのいけ 三重県 志摩市 浜島町南張字湯夫1253-2地先 志摩市 南張区 9 76 96 1 2

242150004 奥山池 おくやまいけ 三重県 志摩市 浜島町南張字奥山291・304 南張地区 南張地区 18 75 174 1 1

242150014 誠也池 せいやいけ 三重県 志摩市 阿児町鵜方字小向井3345 自然人 不明 2 33 2 1

242150018 刃池 かたないけ 三重県 志摩市 阿児町鵜方字金谷2973 自然人 自然人 3 55 2 1

242150026 ジャガ池 じゃがいけ 三重県 志摩市 阿児町鵜方字野田2487 自然人 自然人 4 50 5 1

242150027 おんどの池 おんどのいけ 三重県 志摩市 阿児町鵜方字瀬戸ノ田2245-2 自然人 自然人 3 35 2 1

242150028 佐野ヤの池 さのやのいけ 三重県 志摩市 阿児町鵜方字瀬戸ノ田2186 自然人 自然人 2 37 1 1

242150029 寺前の池 てらまえのいけ 三重県 志摩市 阿児町鵜方字中ノ河内1498 自然人 自然人 2 76 3 1

242150030 あんの谷池 あんのたにいけ 三重県 志摩市 阿児町鵜方字西ノ河内1279-1 自然人 自然人 1 53 3 1

242150055
赤松上紺屋池
(H18)

あかまつかみこ
んやいけ

三重県 志摩市 阿児町鵜方字赤松247 自然人 自然人 2 23 0 1

242150056 赤松上紺屋池
あかまつかみこ
んやいけ

三重県 志摩市 阿児町鵜方字赤松247 自然人 自然人 2 40 1 1

242150057 達也池 たちやいけ 三重県 志摩市 阿児町鵜方字赤松199 自然人 自然人 4 36 1 1

242150074 清内ため池
せいないためい
け

三重県 志摩市 阿児町神明字後1043-1 自然人 自然人 4 45 3 1

242150104 西大池 にしおおいけ 三重県 志摩市 磯部町上之郷字別所246 自然人 不明 4 29 1 1

242150131 寺の池 てらのいけ 三重県 志摩市 磯部町恵利原字上垣外346 自然人 自然人 3 17 1 1

242150133 板橋池 いたばしいけ 三重県 志摩市 磯部町恵利原字板橋166 自然人 板橋会 7 47 19 1

242150138 若兵エ谷池 わかべえいけ 三重県 志摩市 磯部町迫間字若兵衛谷769-2 自然人 自然人 2 14 1 1

242150141 下の池 しものいけ 三重県 志摩市 磯部町迫間字向井田840 自然人 自然人 3 21 1 1

242150144 上の池 かみのいけ 三重県 志摩市 磯部町迫間字向井田842 自然人 自然人 2 12 0 1

242150148 大谷池 おおたにいけ 三重県 志摩市 磯部町迫間字大谷1118 迫間第一農業協同組合 迫間第一区自治会 7 51 38 1 2

242150151 長坂池 ながさかいけ 三重県 志摩市 磯部町迫間字長坂1201 自然人 自然人 5 47 10 1

242150153 道正谷池
どうしょうだにい
け

三重県 志摩市 磯部町迫間字道正谷794 自然人 自然人 2 13 0 1

242150154 柳田池(下流) やなぎたいけ 三重県 志摩市 磯部町迫間字霜田656 自然人 自然人 2 15 1 1

242150157 是世南寺池 ぜせなんじいけ 三重県 志摩市 磯部町迫間字宮ノ前953 自然人 自然人 2 14 1 1
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242150165 長坂池 ながさかいけ 三重県 志摩市 磯部町築地字長坂11-1 自然人 自然人 3 26 1 1

242150166 島田池二 しまだいけに 三重県 志摩市 磯部町築地字長坂11 自然人 自然人 2 24 1 1

242150167 奥野池 おくのいけ 三重県 志摩市 磯部町築地字中世古1240 自然人 自然人 4 17 1 1

242150170 小谷池 こたにいけ 三重県 志摩市 磯部町築地字屋神212 自然人 自然人 1 28 0 1

242150186 堀切谷池 ほりきりたにいけ 三重県 志摩市 磯部町栗木広字クサラギ69 自然人 自然人 3 19 0 1

242150187 上の木場池 うえのこばいけ 三重県 志摩市 磯部町栗木広1番地 自然人 自然人 12 34 51 1 2

242150189 六呂瀬池 ろくろせいけ 三重県 志摩市 磯部町栗木広字六呂瀬78 自然人 栗木広水利組合 14 75 308 1 1

242150197 銀辺池 ぎんべいけ 三重県 志摩市 磯部町山原字堀切谷1153 自然人 自然人 3 18 1 1

242150198 地下池 ちげいけ 三重県 志摩市 磯部町山原字堀切谷1156 大字　栗木広 自然人 5 22 4 1

242150203 小河池 こんごいけ 三重県 志摩市 磯部町山原字奥小河528 山原区 水利組合 8 37 47 1 2

242150217 白粉池 おしろいいけ 三重県 志摩市 磯部町迫間字南ヶ原1621 有限会社 三重リーフ 有限会社 三重リーフ 5 56 9 1

242150227 迫間池 はさまいけ 三重県 志摩市 磯部町迫間字南ヶ原1582 自然人 自然人 4 65 21 1 2

242150230 上の池 うえのいけ 三重県 志摩市 磯部町迫間字南ヶ原1648 自然人 自然人 3 23 2 1

242150238 音谷池２ おとたにいけに 三重県 志摩市 磯部町迫間字南ヶ原1658 自然人 自然人 5 15 2 1

242150242 楠平池 くすへいいけ 三重県 志摩市 磯部町山原字峠1037 自然人 自然人 3 23 1 1

242150243 塚ノ谷池 つかのたにいけ 三重県 志摩市 磯部町山原字塚ノ谷1208 自然人 自然人 4 22 3 1

242150244 はすの木谷池
はすのきたにい
け

三重県 志摩市 磯部町山原字樅谷1199 自然人 自然人 3 16 2 1

242150250 一ノ河内池 いちのこうちいけ 三重県 志摩市 磯部町桧山字一ノ河内195 檜山区 磯部町檜山区 7 45 23 1

242160001 諏訪大池 すわおおいけ 三重県 伊賀市 大字諏訪字上広出2114-2 伊賀市 諏訪住民自治会 6 40 2 1

242160002 おにのみ池 おにのみいけ 三重県 伊賀市 大字諏訪字向山2368 自然人 自然人 2 9 1 1

242160003 今岡池 いまおかいけ 三重県 伊賀市 大字諏訪字向山2522 自然人 自然人 2 12 1 1

242160004 森田池 もりたいけ 三重県 伊賀市 大字諏訪字向山2528 自然人 自然人 2 11 1 1

242160005 森田池 もりたいけ 三重県 伊賀市 大字諏訪字向山2508-2 自然人 自然人 1 21 1 2

242160006 川端池 かわばたいけ 三重県 伊賀市 大字諏訪字梅之木谷2721-1 自然人 自然人 2 20 1 2

242160007 里池 さといけ 三重県 伊賀市 大字外山字荒打466 自然人 外山区 4 29 2 1

242160008 坂之下新池
さかのしたしんい
け

三重県 伊賀市 坂之下字山ノ神462 自然人 坂之下区、外山区　共同 9 35 15 1

242160011 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 西条字里577 阿山郡府中村 西条水利組合 4 15 1 2

242160014 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 土橋字五本松1290 自然人 土橋農家組合 10 35 5 1

242160015 山王池 さんのういけ 三重県 伊賀市 土橋字宮田917 自然人 土橋農家組合 3 19 1 1

242160016 中の池 なかいけ 三重県 伊賀市 土橋字中出682-1 自然人 土橋農家組合 5 63 2 1 2

242160017 寺ノ池 てらにいけ 三重県 伊賀市 土橋字中出673 自然人 土橋農家組合 6 23 2 1

242160018 谷の池 たにのいけ 三重県 伊賀市 土橋字中出658-1 自然人 土橋農家組合 5 27 2 1

242160019 矢知勝池 やちがちいけ 三重県 伊賀市 土橋字矢知勝1115 自然人 土橋農家組合 5 72 5 1
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242160020 宮の池 みやのいけ 三重県 伊賀市 山神字東出676 自然人 山神区 4 60 2 1

242160021 山田池 やまだいけ 三重県 伊賀市 山神字花田1081 伊賀市 山神区 5 29 2

242160022 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 山神字山田984 山神区長 山神区 6 50 5 1

242160023 西池 にしいけ 三重県 伊賀市 山神字北出859 伊賀市 山神区 5 71 4 1 2

242160024 東池 ひがしいけ 三重県 伊賀市 山神字堀池1052 伊賀市 山神区 7 80 9 1

242160025 大池 おおいけ 三重県 伊賀市 千歳字池之谷1529 自然人 千歳農家組合 6 147 50 1

242160026 今池 いまいけ 三重県 伊賀市 千歳字池之谷1505 自然人 千歳農家組合 6 100 13 1

242160027 真菰池 まこもいけ 三重県 伊賀市 千歳字池之谷1523 自然人 千歳農家組合 4 85 5 1

242160028 万吉池 まんきちいけ 三重県 伊賀市 千歳字池之谷1524 自然人 千歳農家組合 4 60 9 1

242160030 鬼池 おにいけ 三重県 伊賀市 千歳字山王1171 自然人 千歳区自治会 3 43 2 1

242160031 界外上池 かいげかみいけ 三重県 伊賀市 千歳字界外1360 自然人 自然人 5 50 2 1

242160032 宮池 みやいけ 三重県 伊賀市 千歳字野添1024-1 自然人 自然人 2 45 1 1

242160033 立合池 たちあいいけ 三重県 伊賀市 一之宮字北之谷937-1 自然人 一之宮第2水利組合 5 88 14 1

242160034 千代鶴池 ちよづるいけ 三重県 伊賀市 一之宮北之谷938 自然人 一之宮第2水利組合 9 119 44 1

242160035 大岩池 おおいわいけ 三重県 伊賀市 一之宮字大岩757 大字佐那具 一之宮水利組合 8 65 19 1

242160036 御墓山池 みはかやまいけ 三重県 伊賀市 佐那具町字天王下1430 伊賀市 不明 1 19 1 2

242160037 宮池 みやいけ 三重県 伊賀市 千歳字野添1022 自然人 自然人 2 15 1 1

242160038 西条池 にしじょういけ 三重県 伊賀市 西条字里496 阿山郡府中村 西条水利組合 3 29 1 2

242160041 古池 ふるいけ 三重県 伊賀市 大谷字石塚398 自然人 大谷区自治会 8 91 10 1

242160042 ツクノ池 つくのいけ 三重県 伊賀市 大谷字小屋谷159 自然人 大谷区自治会 7 140 6 1

242160044 西池 にしいけ 三重県 伊賀市 大谷字森庵753 自然人 大谷区自治会 5 51 4 2

242160045 名倉池 なくらいけ 三重県 伊賀市 三田字大原2139 自然人 東三田自治会 3 49 1 1

242160046 尾根坂池 おねさかいけ 三重県 伊賀市 三田字大原2145 自然人 東三田自治会 7 29 7 1

242160047 大池 おおいけ 三重県 伊賀市 三田字山ノ田2131 自然人 東三田自治会 5 97 11 1

242160049 安福寺池 あんぷくじいけ 三重県 伊賀市 三田字吉ケ谷2463 自然人 安福寺区 6 37 3 1

242160050 中尾池 なかおいけ 三重県 伊賀市 三田字中尾1846 自然人 安福寺区 8 201 27 1 2

242160051 奥池 おくいけ 三重県 伊賀市 野間字池広541 自然人 不明 3 16 1 2

242160052 大池 おおいけ 三重県 伊賀市 野間字堂山305 自然人 川原池掛水利組合 8 100 15 1 2

242160053 中ノ池 なかのいけ 三重県 伊賀市 野間字堂山306-1 自然人 川原池掛水利組合 7 54 9 1

242160054 東谷池 ひがしたにいけ 三重県 伊賀市 野間字東谷644 自然人 不明 6 24 3 1

242160055 上池 かみいけ 三重県 伊賀市 野間字前田279 自然人 不明 4 50 1 1

242160056 野間新池 のましんいけ 三重県 伊賀市 野間字前田226 自然人 川原池掛水利組合 5 85 4 1

242160058 河原上池 かわらかみいけ 三重県 伊賀市 野間字東谷637 自然人 不明 6 20 3 1
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242160059 欠ケ谷池 かけたにいけ 三重県 伊賀市 野間字池広553-1 自然人 自然人 6 53 2 1

242160060 医王寺池（上池）
いおうじいけ　か
みいけ

三重県 伊賀市 東高倉字医王寺748 自然人 医王寺池水利組合 7 111 17 1

242160061 医王寺池(下池）
いおうじいけ　し
もいけ

三重県 伊賀市 東高倉字医王寺633 自然人 医王寺池水利組合 3 45 2 1

242160062 馬場奥池 ばばおくいけ 三重県 伊賀市 東高倉字坂尻3935 自然人 平野水利組合 16 92 14 1

242160063 馬場奥小池 ばばおくこいけ 三重県 伊賀市 東高倉字坂尻3916 自然人 平野水利組合 5 37 2 1

242160066 新堂上池
しんどうかみい
け

三重県 伊賀市 東高倉字清水3872 自然人 平野水利組合 3 62 5 1

242160067 弁天池 べんてんいけ 三重県 伊賀市 東高倉字平野3449 自然人 於気水利組合 9 95 32 1

242160068 口戸池 くっといけ 三重県 伊賀市 東高倉字分城3134 自然人 口戸池水利組合 8 52 10 1

242160069 滝野池 たきのいけ 三重県 伊賀市 東高倉字洞脇2925-3 自然人 平野水利組合 7 44 6 1

242160070 洞脇池 ほらわきいけ 三重県 伊賀市 東高倉字洞脇2887-3 自然人 紫藤水利組合 5 47 5 1

242160071 官者池 かんじゃいけ 三重県 伊賀市 東高倉字紫藤2667 自然人 紫藤水利組合 4 51 25 1

242160072 赤井手池 あかいでいけ 三重県 伊賀市 東高倉字紫藤2708 自然人 紫藤水利組合 8 37 3 1

242160073 前後広池 ぜんごびろいけ 三重県 伊賀市 西高倉字宮所2992-1 自然人 不明 5 65 5 1

242160074 地蔵院新池
じぞういんしんい
け

三重県 伊賀市 西高倉字尾之上3418 自然人 地蔵院池水利組合 9 53 11 1 2

242160075 地蔵院上池
じぞういんかみ
いけ

三重県 伊賀市 西高倉字尾之上3329 自然人 地蔵院池水利組合 6 60 12 1

242160076 地蔵院中池
じぞういんなか
いけ

三重県 伊賀市 西高倉字尾之上3334 自然人 地蔵院池水利組合 7 84 16 1

242160077 地蔵院下池
じぞういんしもい
け

三重県 伊賀市 西高倉字尾之上3348 自然人 地蔵院池水利組合 3 80 1 1

242160078 南谷池 みなみたにいけ 三重県 伊賀市 西高倉字森村3502 自然人 森村井子池仲間 7 81 13 1

242160079 釜井池 かまいいけ 三重県 伊賀市 西高倉字森村3494 自然人 森村井子池仲間 5 83 5 1

242160080 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 西高倉字森村3503 自然人 森村井子池仲間 6 50 12 1

242160081 徳楽寺池 とくらくじいけ 三重県 伊賀市 西高倉字森村3527 自然人 森村井子池仲間 9 62 16 1

242160082 森村池 もりむらいけ 三重県 伊賀市 西高倉字森村3577 自然人 森村井子池仲間 4 59 4 1

242160083 水上池 みずがみいけ 三重県 伊賀市 西高倉字水上280 自然人 水上池水利4組合 22 80 41 1

242160084 鬼屋池 おにやいけ 三重県 伊賀市 西山字鬼屋461 西山自治会 西山自治会 6 36 2 1

242160085 神明谷池
しんめいたにい
け

三重県 伊賀市 西山字神明谷750 西山自治会 西山自治会 8 26 4 1

242160086 河内谷池 こうちだにいけ 三重県 伊賀市 西山河内谷2203-1 西山自治会 西山自治会 12 37 5 1

242160088 宮西池 みやにしいけ 三重県 伊賀市 西山字西出上2443 西山自治会 西山自治会 8 45 6 1

242160089 西出上池 にしでかみいけ 三重県 伊賀市 西山字西出上2371 西山自治会 西山自治会 8 53 7 1

242160090 大池 おおいけ 三重県 伊賀市 寺田字池之上1143-1 自然人 寺田大池水利組合 6 39 14 1 2

242160091 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 寺田字谷出口651-3 自然人 寺田大池水利組合 5 28 2 1

242160092 寺山池 てらやまいけ 三重県 伊賀市 荒木字寺山2276 大字荒木 上荒木区 7 120 10 2

242160093 金子田池 きんこだいけ 三重県 伊賀市 荒木字ダラ1825 大字荒木 下荒木区 3 48 4 1

242160094 ほら貝池 ほらがいいけ 三重県 伊賀市 荒木字高塚2037 大字荒木 下荒木区 5 47 4 1
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242160095 大池 おおいけ 三重県 伊賀市 下友生字池ノ谷3028-1 大字下友生
下友生北野水利管理組
合

8 70 59 1

242160096 弁天池 べんてんいけ 三重県 伊賀市 下友生字穴ケ谷1774 大字下友生
下友生北野水利管理組
合

5 300 28 1

242160097 鋼池 はがねいけ 三重県 伊賀市 下友生字穴ケ谷1708 自然人 下友生北野水利組合 3 240 13 1

242160098 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 下友生字東上新開1384 大字下友生
下友生北野水利管理組
合

5 180 18 1 2

242160099 古池 ふるいけ 三重県 伊賀市 下友生字西新開1684 大字下友生
下友生北野水利管理組
合

3 110 4 1

242160100 せずか池 せずかいけ 三重県 伊賀市 下友生字東下新開1306 自然人 下友生北野水利組合 3 107 1 1

242160101 高寺池 たかてらいけ 三重県 伊賀市 下友生字高寺2459 大字下友生
下友生北野水利管理組
合

6 62 8 2

242160102 赤阪池 あかさかいけ 三重県 伊賀市 下友生字鳥ケ峯2915 大字下友生
下友生北野水利管理組
合

6 35 2 1

242160103 野中池 のなかいけ 三重県 伊賀市 中友生字旗ケ峰1477 自然人 中友生北水利組合 3 78 2 1

242160104 旗峯池 はたみねいけ 三重県 伊賀市 中友生字旗ケ峰1471 自然人 自然人 3 66 1 1

242160105 大沢下池 おおさわしもいけ 三重県 伊賀市 中友生字旗ケ峰1431-2 大字中友生 中友生北水利組合 4 120 7 1

242160106 大沢上池
おおさわかみい
け

三重県 伊賀市 中友生字旗ケ峰1430-1 自然人 中友生北水利組合 3 64 6 1

242160107 大沢古池
おおさわふるい
け

三重県 伊賀市 中友生字旗ケ峰1520 大字中友生 中友生北水利組合 3 71 6 1

242160108 登々木池 とときいけ 三重県 伊賀市 中友生字城谷1547 大字中友生 中友生北水利組合 9 37 16 1

242160109 笹尾池 ささおいけ 三重県 伊賀市 中友生字城谷1557 大字中友生 中友生北水利組合 5 27 3 1

242160110 木登津上池 きとつかみいけ 三重県 伊賀市 中友生字城谷1685 大字中友生 中友生北水利組合 9 64 15 1

242160111 木登津中池 きとつなかいけ 三重県 伊賀市 中友生字城谷1633 大字中友生 中友生北水利組合 7 125 14 1

242160114 日野地代大池
ひのちだいおお
いけ

三重県 伊賀市 界外字日野地代280 大字界外 界外水利組合 7 88 14 1

242160115 日野地代中池
ひのちだいなか
いけ

三重県 伊賀市 下友生字奥山3097 界外区 界外水利組合 5 33 2 1

242160116 日野地代上池
ひのちだいかみ
いけ

三重県 伊賀市 下友生字奥山3098 界外区 界外水利組合 4 53 2 1

242160117 日野地代新池
ひのちだいしん
いけ

三重県 伊賀市 界外字日野地代227 大字界外 界外水利組合 5 240 11 1

242160118 北浦池 きたうらいけ 三重県 伊賀市 界外字北浦297 大字界外 界外水利組合 6 56 2 1

242160119 毛貫谷池 けぬきだにいけ 三重県 伊賀市 界外字北浦440 大字界外 界外水利組合 6 69 9 1

242160120 袋谷池 ふくろだにいけ 三重県 伊賀市 下友生字奥山3113 界外区 界外水利組合 10 56 12 1

242160121 檜原池 ひのきはらいけ 三重県 伊賀市 界外字中請1329 大字界外 界外水利組合 5 36 7 1

242160122 深谷池 ふかだにいけ 三重県 伊賀市 下友生字奥山3115 自然人 上友生営農組合 7 62 17 1

242160125 笹原池 ささはらいけ 三重県 伊賀市 上友生字笹原239 自然人 不明 2 43 1 2

242160126 日雇谷池 ひょうたにいけ 三重県 伊賀市 上友生字大狭間354 自然人 上友生営農組合 12 97 65 1

242160127 丸棒二号池
まるぼうにごうい
け

三重県 伊賀市 上友生字笹原281 自然人 不明 4 45 1 2

242160128 裏阪池 うらさかいけ 三重県 伊賀市 上友生字野田1758 自然人 上友生営農組合 3 74 3 1

242160129 尻屋池 しりやいけ 三重県 伊賀市 大字上友生字野田1741 自然人 上友生営農組合 4 56 2 1

242160130 上友生大池
かみとものおお
いけ

三重県 伊賀市 蓮池字西横尾2531-6 自然人 上友生営農組合 10 71 140 1 2

242160131 長池 ながいけ 三重県 伊賀市 上友生字口林1602 大字上友生 上友生営農組合 9 38 27 1
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242160132 中の池 なかのいけ 三重県 伊賀市 上友生字口林1603 大字上友生 上友生営農組合 9 30 12 1

242160133 野田池 のだいけ 三重県 伊賀市 上友生字口林1635 大字上友生 上友生営農組合 7 36 9 1

242160135 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 上友生字口林1509 自然人 上友生営農組合 4 147 7 1

242160137 煤部池 すすべいけ 三重県 伊賀市 蓮池字煤部955 自然人 不明 7 56 18 1

242160138 糠野一号池
ぬかのいちごう
いけ

三重県 伊賀市 喰代字糖野2143 自然人 一の井堰水利組合 7 36 6 1

242160140 糠野三号池
ぬかのさんごう
いけ

三重県 伊賀市 大字喰代字糖野2140 自然人 一ノ井堰水利組合 10 32 5 1

242160141 横山池 よこやまいけ 三重県 伊賀市 大字喰代字笹原1577 自然人 横山池管理者 6 46 42 1

242160142 狭間池 はざまいけ 三重県 伊賀市 大字蓮池字狭間2866-5 自然人 自然人 6 48 30 1

242160143 清水池 しょうずいけ 三重県 伊賀市 大字高山字清水967-1 自然人 清水池水利組合 9 100 23 1

242160144 池の側池 いけのがわいけ 三重県 伊賀市 大字高山字清水1086-1 自然人 不明 3 27 1 2

242160148 松ヶ谷池 まつがたにいけ 三重県 伊賀市 下友生字松ケ谷69 大字下友生
下友生松ヶ谷池水利組
合

6 136 31 1

242160152 小馬場池 おばばいけ 三重県 伊賀市 下友生字小馬場3139 自然人 自然人 2 140 1 2

242160154 丸棒一号池
まるぼういちごう
いけ

三重県 伊賀市 上友生字笹原221 自然人 不明 3 32 1 2

242160155 城谷新開池
じょうたにしんか
いいけ

三重県 伊賀市 中友生字城谷1609 自然人 中友生北水利組合 3 75 1 1

242160156 丸ケ谷池 まるがたにいけ 三重県 伊賀市 喰代字小谷1089 自然人 自然人 7 23 3 1

242160157 鎌田池 かまたいけ 三重県 伊賀市 蓮池字神田谷1660 自然人 自然人 3 46 1 1

242160161 蛇池 じゃいけ 三重県 伊賀市 高山字北出501-1 自然人 自然人 1 3 1 2

242160162 北谷池 きたたにいけ 三重県 伊賀市 守田町字北谷1175 上野市 守田・八幡水利組合 8 34 7 1

242160163 南谷池 みなみたにいけ 三重県 伊賀市 守田町字奥北谷1214 上野市 守田・八幡水利組合 4 42 2 1

242160164 池ヶ谷池 いけがたにいけ 三重県 伊賀市 四十九町字池ケ谷701 上野市 自然人 5 44 3

242160165 阪本池 さかもといけ 三重県 伊賀市 四十九町字坂本1728-1 自然人 本郷水利組合 6 65 8 1

242160167 菩薩池 ぼさついけ 三重県 伊賀市 依那具字二ツ峠2306 四十九東部土地改良区 四十九東部土地改良区 3 68 9 1

242160168 陽光台池 ようこうだいいけ 三重県 伊賀市 陽光台2035 上野市 守田・八幡水利組合 3 132 100 1

242160169 登尾大池
のぼりおおおい
け

三重県 伊賀市 市部奥山2608 上野市 中友生南水利組合 6 133 40 1

242160170 上池 かみいけ 三重県 伊賀市 依那具字西田2201 自然人 不明 5 83 15 2

242160171 依那具新池 いなぐしんいけ 三重県 伊賀市 依那具字山神谷1 自然人 依那具区 7 65 63 1 1

242160173 内谷池 ないたにいけ 三重県 伊賀市 市部字澤田994 自然人 市部水利組合 4 83 19 1

242160174 北山田池 きたやまだいけ 三重県 伊賀市 市部字北山田1134 自然人 市部水利組合 3 84 7 1

242160176 市部新池 いちべしんいけ 三重県 伊賀市 市部字東山2244 自然人 市部水利組合 3 73 6 1

242160177 文吾池 ぶんごいけ 三重県 伊賀市 市部字東山2251 正興寺 市部水利組合 4 37 3 1

242160180 長池 ながいけ 三重県 伊賀市 市部字東山2237 自然人 市部水利組合 4 22 8 1

242160182 十河上池 とかわかみいけ 三重県 伊賀市 沖字藤谷2183 大字沖 沖島羽池水利組合 6 113 32 1

242160183 十河下池 とかわしもいけ 三重県 伊賀市 沖字藤谷2161 大字沖 沖鳥羽池水利組合 4 68 11 1
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242160185 宮の馬場池 みやのばばいけ 三重県 伊賀市 沖字馬場1854 大字沖 自然人 5 70 7 1

242160186 鴨田上池
かもんだかみい
け

三重県 伊賀市 沖字馬場1815 大字沖 自然人 4 58 2 1

242160187 鴨田下池 かもんだしもいけ 三重県 伊賀市 沖字馬場1814 大字沖 自然人 2 45 1 1

242160188 松ケ谷池 まつがたにいけ 三重県 伊賀市 森寺字松ケ谷770 自然人 森寺川西水利組合 5 97 13 1

242160189 下野池 しものいけ 三重県 伊賀市 森寺字西山590 自然人 森寺川西水利組合 3 64 5 1

242160191 大峯池 おおみねいけ 三重県 伊賀市 上郡字古角1089 自然人 上郡水利組合 7 90 17 1

242160193 三谷上池 みたにかみいけ 三重県 伊賀市 上郡字鳴谷980 大字上郡 上郡水利組合 6 28 2 1

242160194 三谷下池 みたにしもいけ 三重県 伊賀市 上郡字鳴谷974 上野市 上郡水利組合 5 33 2 1

242160195
二ツ池下池（枅
川新池と呼んで
いる池）

ふたついけしも
いけ

三重県 伊賀市 不明 不明 枅川団地水利組合 5 108 24 1

242160196 二ツ池上池
ふたついけかみ
いけ

三重県 伊賀市 沖字打越1743 大字才良 不明 3 88 11 2

242160197 海道谷池
かいどうたにい
け

三重県 伊賀市 才良字吉田谷1019 自然人 枅川阿久田水利組合 5 33 2 1

242160198 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 才良字吉田谷1024 自然人 不明 3 16 1 2

242160200 山田小池 やまだこいけ 三重県 伊賀市 市部字羽根川2483-3 自然人 市部水利組合 2 30 1 1

242160201 山ノ神池 やまのかみいけ 三重県 伊賀市 沖字山ノ神1981 自然人 不明 3 23 1 1

242160203 まつり池 まつりいけ 三重県 伊賀市 森寺字西山440 自然人 不明 4 42 1 2

242160204 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 森寺字西山435-1 自然人 森寺川西水利組合 3 26 1 1

242160205 菊森池 きくもりいけ 三重県 伊賀市 森寺字竹之下952 自然人 不明 3 12 1 2

242160206 庄太郎池 しょうたろういけ 三重県 伊賀市 森寺字竹之下977 自然人 不明 2 17 1 2

242160207
融栗谷ポンプ場
フｱ－ムポンド

ゆうぐりたにぽん
ぷじょうふぁーむ
ぽんど

三重県 伊賀市 森寺字松ケ谷1209 青蓮寺用水土地改良区 青蓮寺用水土地改良区 3 70 1 1

242160208 大谷池 おおたにいけ 三重県 伊賀市 比自岐字北川原403 伊賀市 比自岐区 5 192 47 1

242160209 石堂池 せきどういけ 三重県 伊賀市 摺見字古野692 森永製菓株式会社 摺見区 9 49 36 1

242160210 ふぐりわけ池 ふぐるわけいけ 三重県 伊賀市 摺見字川内811 自然人 摺見区 7 50 12 1

242160213 鈴ケ谷池 すずがたにいけ 三重県 伊賀市 摺見字相量1152 森永製菓株式会社 摺見区 8 44 15 1

242160215 大久保谷池
おおくぼたにい
け

三重県 伊賀市 摺見字摺見1494 森永製菓株式会社 摺見区 7 29 6 1

242160216 笠松池 かさまついけ 三重県 伊賀市 比自岐字長言寺3027 伊賀市 比自岐区 6 49 10 1

242160219 長池（中） ながいけ（なか） 三重県 伊賀市 摺見字鷲ケ尾1799 自然人 比自岐区 5 12 1 1

242160220 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 摺見鷲ケ尾1818~1843番地 不明 比自岐区 10 40 19 1 2

242160221 岩尾池 いわおいけ 三重県 伊賀市 比自岐字北浦1049 比自岐区 比自岐区 6 39 16 1

242160222 風呂波谷池 ふろはたにいけ 三重県 伊賀市 比自岐字鳥屋川2031 伊賀市 比自岐区 9 46 27 1

242160223 鎌脇下池
かまわきしもい
け

三重県 伊賀市 比自岐字穴桑1627 伊賀市 比自岐区 4 45 4 1

242160224 鎌脇上池
かまわきかみい
け

三重県 伊賀市 比自岐字穴桑1629 自然人 比自岐区 1 32 1 1

242160225 岡波大池
おかなみおおい
け

三重県 伊賀市 岡波字黒岩1246 伊賀市 岡波水利組合 5 122 10 1

242160226 小池 こいけ 三重県 伊賀市 岡波字黒岩1304 自然人 岡波水利組合 6 52 7 1
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242160227 岡波新池
おかなみしんい
け

三重県 伊賀市 比自岐字穴桑1677 自然人 岡波水利組合 6 35 9 1

242160229 寺前池 てらまえいけ 三重県 伊賀市 岡波字小路川1153 宗教法人光福寺 岡波水利組合 2 31 1 2

242160235 赤田池 あかだいけ 三重県 伊賀市 摺見字古野654 自然人 摺見区 3 18 1 1

242160236 つぼら池 つぼらいけ 三重県 伊賀市 摺見字古野746 森永製菓株式会社 摺見区 2 20 1 1

242160237 下池 しもいけ 三重県 伊賀市 枅川字狹間465 自然人 枅川阿久田水利組合 3 33 1 1

242160238 後出池 うしろでいけ 三重県 伊賀市 枅川字狹間466 伊賀市 枅川阿久田水利組合 3 31 1 1

242160239 黒岩上池
くろいわかみい
け

三重県 伊賀市 岡波字黒岩1406番地 比自岐区 比自岐区 3 58 3 1

242160245 法華経谷池
ほっけきょうたに
いけ

三重県 伊賀市 下神戸字宮之本2559 自然人 自然人 3 71 2 1

242160248 枅川池 ひじきがわいけ 三重県 伊賀市 下神戸字比土ケ谷2810 伊賀市 枅川団地水利組合 3 87 5 1

242160249 比土ｹ谷中池
ひどがたになか
いけ

三重県 伊賀市 下神戸字比土ケ谷2857 自然人 自然人 4 40 3 1

242160251 湯山池 ゆやまいけ 三重県 伊賀市 下神戸字比土ケ谷2768 上野市下神戸 自然人 5 35 11 1

242160252 朝妻池 あさづまいけ 三重県 伊賀市 下神戸字比土ｹ谷2884 自然人 古郡池水利組合 6 362 50 1 2

242160253 風切池 かざきりいけ 三重県 伊賀市 下神戸字風切2092 伊賀市 丸山農家組合 4 105 23 1

242160254 長池 ながいけ 三重県 伊賀市 下神戸字風切1893 伊賀市 丸山農家組合 5 160 52 1

242160255 新田谷池 しんだたにいけ 三重県 伊賀市 下神戸字原代1338 自然人 自然人 3 47 1 1

242160256 上林大池
うえばやしおお
いけ

三重県 伊賀市 上林字大澤1542 上野市 上林水利組合 6 224 38 1

242160257 大沢池 おおさわいけ 三重県 伊賀市 不明 不明 上林原水利組合 5 95 13 1

242160258 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 上林字大澤1622 上野市 上林水利組合 7 45 22 1

242160259 畦ノ谷池 あぜのたにいけ 三重県 伊賀市 上林字山ノ谷1184 上野市 上林水利組合 5 78 17 1 2

242160260 山の谷池 やまのたにいけ 三重県 伊賀市 上林字山ノ谷1112 上野市 上林水利組合 5 94 7 1

242160261 城面田池 じょうめんだいけ 三重県 伊賀市 上林字山ノ谷995 自然人 上林水利組合 3 51 2 1

242160262 大水戸池 おおみといけ 三重県 伊賀市 上林字山田1788-1 自然人 古郡池水利組合 5 112 15 1

242160263 梨谷池 なしたにいけ 三重県 伊賀市 古郡字北山ノ奥935 自然人 古郡池水利組合 4 29 2 1

242160264 梨谷上池
なしたにかみい
け

三重県 伊賀市 古郡字北山ノ奥941 自然人 古郡池水利組合 2 26 1 1

242160265 早山池 はやまいけ 三重県 伊賀市 比土字早山1079 自然人 自然人 2 32 1 1

242160266 大池 おおいけ 三重県 伊賀市 比土字比地前1039 自然人 不明 3 20 2 1

242160267 高賀上池 たかがかみいけ 三重県 伊賀市 上神戸字高賀1335 自然人 不明 7 16 3

242160268 高賀下池 たかがしもいけ 三重県 伊賀市 上神戸字高賀1340 自然人 不明 6 50 3 2

242160269 鷹谷池 たかたにいけ 三重県 伊賀市 比自岐字石原2711 伊賀市 比自岐区 7 27 1 1

242160270 猿喰池 さるくいいけ 三重県 伊賀市 上神戸字押久保1653 自然人
受益者で順番に当番で
管理している

9 73 7 1

242160271 前代池 まえだいいけ 三重県 伊賀市 上神戸字我山2025 自然人 自然人 5 78 6 1

242160272 狭戸池 せばといけ 三重県 伊賀市 上神戸狭戸2500 不明 自然人 7 29 3 2

242160273 岩尻池 いわしりいけ 三重県 伊賀市 上神戸字南浦3894 自然人 自然人 7 40 3 1
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242160275 穴虫池（大） あなむしいけ 三重県 伊賀市 上神戸字穴虫4091 自然人
受益者で順番で当番で
管理している

5 71 11 1

242160277 下六谷池 げろくたにいけ 三重県 伊賀市 上神戸字深狹間4569-1 自然人 自然人 7 60 17 1

242160279 水ヶ谷池 すいがたにいけ 三重県 伊賀市 比土字水ケ谷2461-1 自然人
高瀬小場（高瀬池水利
組合規約）

3 20 2 1

242160280 七見上池 ななみかみいけ 三重県 伊賀市 比土字鬢ケ谷4105 伊賀市
高瀬小場（高瀬池水利
組合規約）

5 38 5 1

242160281 七見中池 ななみなかいけ 三重県 伊賀市 比土字鬢ケ谷4059 伊賀市
高瀬小場（高瀬池水利
組合規約）

3 55 3 1

242160282 七見下池 ななみしもいけ 三重県 伊賀市 比土字鬢ケ谷4060 伊賀市
高瀬小場（高瀬池水利
組合規約）

4 60 2 1

242160283 馬場池 ばばいけ 三重県 伊賀市 比土字三谷4189 伊賀市 馬場池用水水利組合 9 190 110 1

242160284 新太郎池 しんたろういけ 三重県 伊賀市 比土字鬢ケ谷4164 伊賀市 馬場池用水水利組合 9 100 66 1

242160285 大池 おおいけ 三重県 伊賀市 比土字鬢ケ谷4036 伊賀市
高瀬小場（高瀬池水利
組合規約）

6 60 12 1

242160287 正多池 しょうたいけ 三重県 伊賀市 枅川字古屋敷321 自然人 自然人 4 28 1 1

242160288 金在池 きんざいいけ 三重県 伊賀市 上林字原ノ前480 名賀郡神戸村 自然人 3 35 1 1

242160291 ドウセン1号池
どうせんいちごう
いけ

三重県 伊賀市 比土字山下446 上野土地建設株式会社 不明 5 18 2 1

242160293 シチガシロ新池
しちがしろしんい
け

三重県 伊賀市 比土字中谷875 自然人 不明 2 20 2 2

242160294 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 比土字中谷798-1 来迎寺 不明 1 48 5 2

242160297 木根大池 きねおおいけ 三重県 伊賀市 長田字二又瀬4647 木根区長 自然人 9 45 18 1

242160299 百田新池 ももだしんいけ 三重県 伊賀市 長田字比自山2096-2 百田小場 百田池水利委員会 9 56 4 1

242160300 竹の池 たけのいけ 三重県 伊賀市 長田字比自山2262-1 百田小場 百田池水利委員会 9 44 9 1

242160302 天ヶ久保池 あまがくぼいけ 三重県 伊賀市 長田字雨田久保3647 木根区長 自然人 5 82 15 1

242160303 朝屋大池 ちょうやおおいけ 三重県 伊賀市 朝屋字池ノ側1496 西出小場 朝屋区 12 84 25 1

242160304 志原池 しわらいけ 三重県 伊賀市 長田字志原3289 自然人 不明 4 35 11 2

242160307 菖蒲谷池 しょうぶたにいけ 三重県 伊賀市 大野木字菖蒲谷2858 自然人
百田池水利委員会と木
根区

11 62 114 1

242160308 大池 おおいけ 三重県 伊賀市 大野木字中之池2261-1 大字大野木 大池水利組合 9 126 64 1 1

242160309 山辻池 やまつじいけ 三重県 伊賀市 大野木字山辻2586 自然人 大池水利組合 7 39 15 1

242160310 こも池 こもいけ 三重県 伊賀市 大野木字片倉2322 花之木村 大池水利組合 2 44 3 1

242160311 皿池 さらいけ 三重県 伊賀市 大野木字片倉2329 花之木村 大池水利組合 3 48 2 1

242160312 今池 いまいけ 三重県 伊賀市 大野木字鳶ケ谷1916 大字大野木 西之井水利組合 3 75 17 1

242160313 飛ヶ谷池 とびがたにいけ 三重県 伊賀市 大野木字羽根山1871 大字大野木 西之井水利組合 6 94 26 1

242160314 猿ヶ谷池 さるがたにいけ 三重県 伊賀市 法花字東出3156 大字法花 法花区 6 93 12 1

242160315 尼池 あまいけ 三重県 伊賀市 法花字岩谷2805 大字法花 法花区 4 46 14 1

242160317 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 大内字黒岩985-1 上野市 大内区 6 100 27 1 2

242160318 三郎谷池 さぶろうだにいけ 三重県 伊賀市 大内字三郎谷433 花之木村大字下之庄 大内区 7 70 18 1

242160320 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 法花字山ノ田2338 自然人 法花区 5 30 5 1

242160322 法花1号池
ほっけいちごうい
け

三重県 伊賀市 法花字正田705 自然人 不明 3 25 11 2
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242160325 下池 しもいけ 三重県 伊賀市 大野木字羽根山1819 自然人 高樋水利組合 4 86 1 1

242160327 百々池 どどいけ 三重県 伊賀市 上之庄字百々谷3112-18 花之木村大字下之庄 大内区 8 133 33 1

242160329 きょうこ池 きょうこいけ 三重県 伊賀市 上之庄字笠松3205 自然人 下井水利組合 8 140 73 1

242160330 三ヶ角池 みかすみいけ 三重県 伊賀市 猪田字三ケ角329 大字上之庄 上之庄区 11 111 64 1 2

242160331 寺ノ谷池（新） てらのたにいけ 三重県 伊賀市 上之庄字寺ノ谷1734 大字上之庄 上之庄区 3 96 17 1

242160332 池の尻下池
いけのしりしもい
け

三重県 伊賀市 上之庄字池ノ尻1658 上之庄区 上之庄区 5 46 11 1

242160333 池の尻中池
いけのしりなか
いけ

三重県 伊賀市 上之庄字池ノ尻1663 上之庄区 上之庄区 4 48 5 1

242160334 池の尻上池
いけのしりかみ
いけ

三重県 伊賀市 上之庄字池ノ尻1668 大字上之庄 上之庄区 4 66 8 1

242160335 田中大池 たなかおおいけ 三重県 伊賀市 猪田字舗詰674 大字猪田 田中区 5 152 103 1 2

242160337 籠池 かごいけ 三重県 伊賀市 猪田字舗詰828 大字猪田 田中区 4 88 19 1

242160338 小池 こいけ 三重県 伊賀市 猪田字舗詰845 大字猪田 田中区 2 54 2 2

242160339 金坪池 かなつぼいけ 三重県 伊賀市 山出字金坪2207 自然人 山出区 3 110 12 1

242160340 しんじゅ池 しんじゅいけ 三重県 伊賀市 山出字金坪2211 大字山出 山出区 3 48 6 1

242160341 松林池 まつばやしいけ 三重県 伊賀市 山出字松林1563 大字山出 山出区 4 150 5 1

242160342 長野池 ながのいけ 三重県 伊賀市 猪田字南長野1065 大字猪田 田中区 3 143 5 1 2

242160343 野縄池 のなわいけ 三重県 伊賀市 山出字野縄1118 大字山出 山出区 6 251 32 1 1

242160348 猪田大池 いだおおいけ 三重県 伊賀市 猪田字新池谷4218 大字猪田
大東区・西出区・山出区
合同管理

7 236 71 1 1

242160355 寺ノ谷池（下）
てらのたにいけ
（しも）

三重県 伊賀市 上之庄字寺ノ谷1829 上之庄区 上之庄区 6 66 1 1

242160357 池の尻池 いけのしりいけ 三重県 伊賀市 上之庄字池ノ尻1496 上之庄区 不明 3 43 1 1

242160358 松林上池
まつばやしかみ
いけ

三重県 伊賀市 山出字峠1514 内務省 山出区 2 42 1 1

242160360 日焼谷池 ひやけだにいけ 三重県 伊賀市 白樫字鹿堀3 自然人 山出区 4 50 9 1

242160362 宝地池 ほいじいけ 三重県 伊賀市 治田字漆原4953 上野市 不明 4 30 3 1

242160364 西之谷大池
にしのたにおお
いけ

三重県 伊賀市 予野字西之谷3552 自然人 自然人 6 50 11 1

242160365 西之谷上池
にしのたにかみ
いけ

三重県 伊賀市 予野字西之谷3553 自然人 自然人 3 38 4 1

242160366 杉谷池 すぎたにいけ 三重県 伊賀市 予野字吹井垣内3907 自然人 不明 4 88 11 1

242160368 唐川池 からかわいけ 三重県 伊賀市 予野字向川686 自然人 不明 14 81 90

242160370
芋谷ポンプ場
ファームポンド

いもだにぽんぷ
じょうふぁーむぽ
んど

三重県 伊賀市 白樫字南谷5075 青蓮寺用水土地改良区 青蓮寺用水土地改良区 4 30 1 1

242160380 丸尾下池 まるおしもいけ 三重県 伊賀市 菖蒲池字西谷237 自然人 不明 4 37 7 1

242160381 丸尾上池 まるおかみいけ 三重県 伊賀市 菖蒲池字西谷293-1 自然人 不明 5 30 3 1

242160382 村池 むらいけ 三重県 伊賀市 菖蒲池字ウ紬432 自然人 不明 5 30 2 1

242160383 村池 むらいけ 三重県 伊賀市 鍛冶屋字地蔵山1713 自然人 鍛冶屋区 4 44 2 2

242160385 大池 おおいけ 三重県 伊賀市 東谷字長尾497 自然人 受益者にて管理 10 75 17 1

242160390 下流調整池
かりゅうちょうせ
いいけ

三重県 伊賀市 古山界外字市場469-2 農林省 青蓮寺用水土地改良区 3 50 24 1
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242160394
安場ポンプ場
ファームポンド

やすばぽんぷ
じょうふぁーむぽ
んど

三重県 伊賀市 安場字横尾2383 青蓮寺用水土地改良区 青蓮寺用水土地改良区 1 15 1 1

242160396 椿沢池 つばきざわいけ 三重県 伊賀市 寺田字椿ヶ澤1494 自然人 上野土地改良区 14 80 23 1

242160397 小田池 おたいけ 三重県 伊賀市 西明寺字池之側1800-19 上野市
小田・上野共同施設管
理者

8 97 21 1

242160398 小永見池 こながみいけ 三重県 伊賀市 西明寺字小永見1968-2 伊賀市 不明 3 46 11 1

242160399 金善池 かなぜんいけ 三重県 伊賀市 西明寺2800-5 大蔵省 自然人 12 79 25 1

242160400 七ツ池 ななついけ 三重県 伊賀市 久米町字大木949 伊賀市 自然人 8 75 27 1

242160401 根本坊池 ねほんぼういけ 三重県 伊賀市 緑ヶ丘東町850-2 伊賀市
一般社団法人　野田水
利組合

2 50 22 1

242160402 おぼろ越池 おぼろこしいけ 三重県 伊賀市 坂下字北浦743 自然人 一の井堰水利組合 12 38 6 1

242160403 いしんど池 いしんどいけ 三重県 伊賀市 阿保字福森1686 自然人 不明 8 34 2 2

242160404 百々池 どんどいけ 三重県 伊賀市 阿保字西の澤1989 自然人 百々池水利組合 6 58 40 1 2

242160408 愛農学園上池
あいのうがくえん
かみいけ

三重県 伊賀市 別府字宮之谷666 学校法人愛農学園 不明 3 30 3 1

242160414 お池→寺池 てらいけ 三重県 伊賀市 寺脇字東脇419 自然人 自然人 4 25 7 1

242160417 北浦池 きたうらいけ 三重県 伊賀市 岡田字向820 自然人 不明 3 22 2 2

242160418 池ヶ野池 いけがのいけ 三重県 伊賀市 柏尾字松尾2133 自然人 自然人 6 65 10 1

242160420 深谷池 ふかたにいけ 三重県 伊賀市 青山羽根字深谷1926 自然人 不明 5 67 2 2

242160422 峯台下池
みねだいしもい
け

三重県 伊賀市 青山羽根字峯台1871 自然人 不明 3 50 1 1

242160423 峯台池一 みねだいいけ 三重県 伊賀市 青山羽根字峯台1876-1 自然人 不明 2 21 1 2

242160424 滝山池 たきやまいけ 三重県 伊賀市 青山羽根字篠尾2256 大倉土木株式会社 不明 4 38 1 1

242160428 まだいこ池 まだいこいけ 三重県 伊賀市 下川原字清水谷128 近畿日本鉄道株式会社 不明 4 22 0 2

242160429 ひやけ池 ひやけいけ 三重県 伊賀市 伊勢路字赤井谷949 三重県 伊勢路区 2 18 1

242160431 谷の上池 たにのうえいけ 三重県 伊賀市 北山字辻770 自然人 不明 3 10 1 2

242160432 椿谷池 つばきだにいけ 三重県 伊賀市 北山字宮下1672 自然人 不明 4 30 3 2

242160433 日焼池 ひやけいけ 三重県 伊賀市 北山字日焼191 自然人 不明 5 37 2 2

242160435 なめんだら池 なめんだらいけ 三重県 伊賀市 北山字宮下1384 自然人 不明 8 30 2 1

242160438 砥石池 といしいけ 三重県 伊賀市 種生字長谷2031 宗教法人種生神社 砥石池水利組合 8 77 92 1

242160442 宮の奥池 みやのおくいけ 三重県 伊賀市 諸木字中切472 自然人 不明 7 23 1 2

242160444 水田池 すいでんいけ 三重県 伊賀市 霧生 不明 不明 4 86 7 2

242160445
旧布引畑干害用
水池

きゅうぬのびき
はたかんがいよ
うすいいけ

三重県 伊賀市 霧生字石谷広2356-20 株式会社メナードランド 不明 3 38 5 2

242160446 城越池 しろこしいけ 三重県 伊賀市 千戸字青木1809 大字千戸 千戸水利組合 6 40 8 1

242160447 替山池 かやまいけ 三重県 伊賀市 炊村字福王寺1469 自然人 炊村水利組合 5 59 20 1

242160449 山神池（上池） やまがみいけ 三重県 伊賀市 炊村字宮之下1884 大字炊村 炊村水利組合 3 50 4 1

242160450 山神池（下池） やまがみいけ 三重県 伊賀市 炊村宮之下1857 大字炊村 炊村水利組合 3 40 2 1

242160451 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 炊村字宮之下1815 大字炊村 炊村水利組合 4 56 5 1
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242160452 宮谷池（上池）
みやだにいけ
（かみいけ）

三重県 伊賀市 炊村字宮之下1977 大字炊村 炊村水利組合 7 93 7 1

242160453 宮谷池（下池）
みやだにいけ（し
もいけ）

三重県 伊賀市 炊村字宮之下1957 大字炊村 炊村水利組合 6 58 2 1

242160454 金谷池 かねだにいけ 三重県 伊賀市 甲野字角合戸3290-1 自然人 炊村水利組合 6 45 7 1

242160455 湯舟ヶ谷池
ゆふねがだにい
け

三重県 伊賀市 甲野字湯舟ケ谷1068 自然人 炊村水利組合 12 85 60 1

242160456 山王池 さんおういけ 三重県 伊賀市 甲野字山王3044 自然人 自然人 6 110 30 1

242160457 笠山池 かさやまいけ 三重県 伊賀市 甲野字笠山454 自然人 自然人 9 105 34 1

242160458 広野池 ひろのいけ 三重県 伊賀市 甲野字石神1392 自然人 自然人 4 80 2 1

242160459 荒堀池 あらぼりいけ 三重県 伊賀市 甲野字荒堀1178 自然人 自然人 5 135 4 1

242160461 前谷池 まえだにいけ 三重県 伊賀市 甲野字前谷961 自然人 不明 4 32 6 2

242160462 石ヶ谷池 いしがたにいけ 三重県 伊賀市 甲野字鳥井川原893 自然人 自然人 9 177 21 1

242160463 鳥井川原池 とりいがわらいけ 三重県 伊賀市 甲野字鳥井川原807 自然人 自然人 7 141 24 1

242160464 大日寺池 だいにちじいけ 三重県 伊賀市 甲野字大田1985 宗教法人　極楽寺 自然人 2 17 1 1

242160465 半田池 はんだいけ 三重県 伊賀市 甲野字半田55 自然人 自然人 13 98 25 1

242160466 寺谷池 てらだにいけ 三重県 伊賀市 鳳凰寺字生賀860 自然人 鳳凰寺区 9 85 21 1

242160467 山神池 やまがみいけ 三重県 伊賀市 鳳凰寺字生賀887 大字鳳凰寺 鳳凰寺区 8 45 10 1

242160469 地堂池 じどういけ 三重県 伊賀市 鳳凰寺字生賀1068 大字鳳凰寺 鳳凰寺区 6 87 10 1

242160470 定谷池 じょうだにいけ 三重県 伊賀市 中村字定谷1570 自然人 不明 4 23 6 2

242160471 日東谷池 にっとうだにいけ 三重県 伊賀市 中村字日東谷1123 自然人 自然人 8 65 9 1

242160477 真泥池 みどろいけ 三重県 伊賀市 真泥字瀧ノ谷2577 服部川沿岸土地改良区 上野土地改良区 25 180 1,296 1 1

242160479 大池 おおいけ 三重県 伊賀市 真泥字平林2052 大字真泥 自然人 10 90 30 1

242160480 中之池 なかのいけ 三重県 伊賀市 真泥字墓之谷1976 大字真泥 自然人 9 98 16 1

242160481 東池 ひがしいけ 三重県 伊賀市 真泥字墓之谷1859 大字真泥 自然人 7 226 19 1

242160482 南山池（上池）
みなみやまいけ
（かみいけ）

三重県 伊賀市 平田字大谷1624 自然人 自然人 3 105 6 1

242160483 前山池 まえやまいけ 三重県 伊賀市 富岡字前山16 富岡区 富岡区 10 65 13 1

242160486 菖蒲谷池 しょうぶだにいけ 三重県 伊賀市 下阿波字野中554 自然人 下阿波農事水利組合 8 60 5 1

242160487 小山田池 おやまだいけ 三重県 伊賀市 下阿波字中小山田1228 自然人 下阿波農事水利組合 8 66 22 1

242160489 猿野大池 ましのおおいけ 三重県 伊賀市 猿野字間瀬口972 自然人 猿野区 11 86 70 1

242160493 風呂谷池 ふろだにいけ 三重県 伊賀市 富永字風呂ノ谷921 自然人 風呂ノ谷水利組合 6 43 8 1

242160496 風呂ヶ谷池 ふろがたにいけ 三重県 伊賀市 甲野字石神1298 自然人 自然人 6 63 3 1

242160497 久保池 くぼいけ 三重県 伊賀市 上阿波字下シ明2714 自然人 自然人 4 30 1 2

242160498 鴉山池 からすやまいけ 三重県 伊賀市 柘植町字馬場谷5061-3 三重県 伊賀町土地改良区 16 225 250 1

242160499 大杣池 おおそまいけ 三重県 伊賀市 柘植町字大杣5011-2 三重県 伊賀町土地改良区 13 147 274 1 1

242160502 馬場谷池 ばばたにいけ 三重県 伊賀市 柘植町字馬場谷5097-1 自然人 馬場谷水路イゴ 16 124 118 1 1
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242160504 橋本池一 はしもといけいち 三重県 伊賀市 柘植町 不明 自然人 1 15 1 2

242160505 橋本池二 はしもといけに 三重県 伊賀市 柘植町 不明 不明 4 25 1

242160506 木落池 きおちいけ 三重県 伊賀市 柘植町 不明 不明 13 37 9 1

242160507 黒杭池 くろくいいけ 三重県 伊賀市 柘植町字黒杭3417 自然人 黒杭池井子 7 197 31 1

242160510 竹谷池 たけだにいけ 三重県 伊賀市 柘植町字竹谷5878 三重県 伊賀町土地改良区 23 108 215 1 1

242160511 古田池 ふるたいけ 三重県 伊賀市 柘植町字北古田6156 自然人 不明 6 150 4 1

242160512 樋之谷池 ひのたにいけ 三重県 伊賀市 柘植町字水落996 自然人 倉部水利組合 9 95 42 1

242160514 谷田池 たんだいけ 三重県 伊賀市 柘植町字谷田7665 山出区 自然人 5 105 5 1

242160516 和田池 わだいけ 三重県 伊賀市 柘植町字桁林7008-2 自然人 自然人 5 55 4 1

242160518 丸内池 まるうちいけ 三重県 伊賀市 柘植町 不明 自然人 5 80 3 1

242160519 馬之瀬池 うまのせいけ 三重県 伊賀市 野村字馬ノ瀬321 自然人 自然人 3 178 5 1

242160520 奥中山池
おくなかやまい
け

三重県 伊賀市 柘植町字奥中山2825 自然人 自然人 9 118 32 1

242160521
町田池（通称：な
か池）

まちだいけ 三重県 伊賀市 中柘植字野田1383 自然人 自然人 3 100 3 1

242160522 深谷池 ふかだにいけ 三重県 伊賀市 柘植町字笹原9313 自然人 上村区 6 80 21 1

242160523 芙萸谷池 ぐみだにいけ 三重県 伊賀市 上村字上ノ垣内358 自然人 上村区 7 30 2 1

242160524 上代池 かみだいいけ 三重県 伊賀市 小杉字上代2595 伊賀市 小杉水利組合 4 70 11 1

242160525 沢谷池 さわたにいけ 三重県 伊賀市 小杉字澤1986 伊賀市 小杉水利組合 5 33 13 1

242160527 溝川池 みぞがわいけ 三重県 伊賀市 小杉字溝川1289 伊賀市 小杉水利組合 2 24 1 1

242160528 滝ヶ鼻池 たきがはないけ 三重県 伊賀市 小杉瀧ケ鼻1687 不明 小杉水利組合 1 20 1 1

242160530 蛇谷池 じゃだにいけ 三重県 伊賀市 小杉字蛇谷3300 伊賀市 小杉水利組合 1 45 3 1

242160531 蛇喰池 じゃぐいいけ 三重県 伊賀市 愛田字池之田2089 大字愛田 自然人 11 255 130 1 1

242160535 中野池 なかのいけ 三重県 伊賀市 下柘植字中野3643 自然人 南出区 7 210 18 1

242160536 中野新池 なかのしんいけ 三重県 伊賀市 下柘植字中野3642-11他 自然人 南出区 4 30 10 1

242160538 北大兀池
きたおおはぎい
け

三重県 伊賀市 下柘植字茱萸谷2865 自然人 自然人 14 110 100 1 2

242160540 鳥屋谷池 とやだにいけ 三重県 伊賀市 楯岡字上鳥屋台888 自然人 自然人 6 42 9 1

242160542 柿谷池 かきだにいけ 三重県 伊賀市 新堂字柿谷1313 自然人 第1工区水利組合 7 34 40 1 2

242160548 田代池 たしろいけ 三重県 伊賀市 不明 不明 田代池井子 21 120 740 1

242160549 太平池 おおひらいけ 三重県 伊賀市 下柘植字奥大平3476 自然人 砂原井子 15 130 140 1 2

242160550 早刈池 はやがりいけ 三重県 伊賀市 山畑字野田2551-1 自然人 砂原井子 4 180 30 1

242160552 福神坊池 ふくじんぼういけ 三重県 伊賀市 山畑字四海谷830 自然人 野畑井子 4 260 30 1

242160553 亀井池一 かめいいけ 三重県 伊賀市 山畑字長谷3 自然人 堀山井子 6 278 90 1

242160556 亀井池二 かめいいけ 三重県 伊賀市 不明 不明 自然人 3 57 2 1

242160557 宮ノ東池
みやのひがしい
け

三重県 伊賀市 川東字宮之東663 自然人 宮の東池　水利組合 5 124 7 1
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242160558 坪井池 つぼいいけ 三重県 伊賀市 川東字上坪井535 自然人 不明 10 77 20 2

242160559 大谷池 おおたにいけ 三重県 伊賀市 柏野字西谷1493 自然人 東井子 4 59 23 1

242160561 野谷池 のだにいけ 三重県 伊賀市 柏野字野谷881 自然人 西井子 6 76 32 1

242160562 欠谷池 かげんたにいけ 三重県 伊賀市 柏野字野谷918 自然人 西井子 5 53 4 1

242160563 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 西之澤字地蔵尾1536,1536-1 大字西之澤
西之澤区西谷池維持管
理委員会

8 30 36 1

242160564 大池 おいけ 三重県 伊賀市 西之澤字地蔵尾1538,1538-1 大字西之澤
西之澤区西谷池維持管
理委員会

7 55 51 1

242160565 堀切池 ほりきりいけ 三重県 伊賀市 西之澤字薄木谷1513 大字西之澤
西之澤区西谷池維持管
理委員会

4 84 19 1

242160566 通池 とおりいけ 三重県 伊賀市 西之澤字野々奥1377-4 大字西之澤
西之澤区東谷池維持管
理委員会

5 220 33 1

242160567 中之池 なかのいけ 三重県 伊賀市 西之澤字水川1359 大字西之澤
西之澤区東谷池維持管
理委員会

6 220 28 1

242160568 花地蔵池 はなじぞういけ 三重県 伊賀市 西之澤字荒打863-3 大字西之澤
西之澤区東谷池維持管
理委員会

6 55 8 1

242160569 平池 ひらいけ 三重県 伊賀市 西之澤字野々奥1425-2 自然人 自然人 3 145 28 1

242160570 桝池 ますいけ 三重県 伊賀市 川西字中島山1642-1 伊賀市 川西区 5 212 84 1

242160571 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 川西字中島山1648 伊賀市 川西区 6 129 26 1 2

242160572 鶴喰池 つるばみいけ 三重県 伊賀市 川西字池之南1685 伊賀市 川西区 6 263 130 1 2

242160573 下池 しもいけ 三重県 伊賀市 川西字花井野1179 大字川西 川西区 5 42 42 1

242160574 若狭池 わかさいけ 三重県 伊賀市 川東字池之谷2133 自然人 久保・界外井子 10 212 47 1

242160575 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 川東字栗之木林1893-6 自然人 久保井子 11 134 20 1 2

242160576 四海谷池 しかいだにいけ 三重県 伊賀市 川東字鳥屋2222 四海谷井子 四海谷井子 5 65 8 1

242160577 伊勢構下池 いせこうしもいけ 三重県 伊賀市 川東字内田233-9 自然人 北田井子 7 50 18 1

242160578 伊勢構上池
いせこうかみい
け

三重県 伊賀市 川東字春日山608-1 自然人 北田井子 8 50 20 1

242160581 仏寺池 ふってらいけ 三重県 伊賀市 山出字峠1424 大字山出 山出区 3 46 2 1

242160582 檜尾之池 ひのきおのいけ 三重県 伊賀市 島ヶ原大谷944 自然人
大沢池及び檜尾之池用
水水利組合

13 35 23 1

242160583 大沢池 おおさわいけ 三重県 伊賀市 島ヶ原大谷941 自然人
大沢池及び檜尾之池用
水水利組合

12 94 178 1

242160585 善福寺池 ぜんぷくじいけ 三重県 伊賀市 島ヶ原字西奥寺1465 自然人 奥村区 3 24 1 2

242160586 観音池 かんのんいけ 三重県 伊賀市 島ヶ原字西追付4179 自然人 不明 3 45 1 2

242160587 相田池 おおだいけ 三重県 伊賀市 島ヶ原字高畑13888 自然人 相田池水利組合 5 122 13 1

242160589 岩之奥池 いわのおくいけ 三重県 伊賀市 島ヶ原字馬場3994 自然人 岩の奥池水利組合 6 41 30 1

242160591 三本松池
さんぼんまつい
け

三重県 伊賀市 島ヶ原字三本松9388 自然人 川南地域資源保全会 4 69 16 1

242160597 焼尾池 やきおいけ 三重県 伊賀市 石川字焼尾1666 不明 不明 8 38 7 2

242160601 昭和池 しょうわいけ 三重県 伊賀市 不明 自然人 自然人 7 33 30 1

242160603 白水池 しろみずいけ 三重県 伊賀市 千貝字焼尾谷72 大字千貝 区管理 3 90 8 1

242160606 新池（上池） しんいけ 三重県 伊賀市 千貝字東里中862 大字千貝 区管理 5 36 3 1

242160607 新池（下池） しんいけ 三重県 伊賀市 千貝字東里中860 自然人 自然人 3 7 1 1
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242160608 宮の池（左池） みやのいけ 三重県 伊賀市 千貝字東里中890 大字千貝 区管理 2 26 1 1

242160609 宮の池（右池） みやのいけ 三重県 伊賀市 千貝字東里中954-1 自然人 自然人 4 23 1 1

242160610 馬田池 ばたいけ 三重県 伊賀市 千貝字焼尾846 自然人 不明 2 38 2 1

242160611 堂谷池 どうたにいけ 三重県 伊賀市 馬田字堂谷1236 自然人 堂谷池掛 7 62 39 1

242160612 江谷池（上池） えたにいけ 三重県 伊賀市 馬田字江谷1131 自然人 江谷池（上池） 10 47 20 1

242160613 江谷池（下池） えたにいけ 三重県 伊賀市 馬田字江谷1137 自然人 江谷池（下池） 9 40 6 1

242160614 岩谷池 いわたにいけ 三重県 伊賀市 馬田字宮ノ谷560 自然人 自然人 6 52 6 1

242160623 大池 おおいけ 三重県 伊賀市 田中字向山805-1 自然人 田中大池水利組合 6 73 37 1

242160626 三蓋池　１ さんがいいけ 三重県 伊賀市 川合字三蓋725 自然人 自然人 2 21 1 1

242160627 三蓋池　２ さんがいいけ 三重県 伊賀市 川合字三蓋708 自然人 不明 3 28 5 1

242160628 泣谷池　１ なきだにいけ 三重県 伊賀市 川合字上山1322 自然人 自然人 4 22 1 2

242160629 泣谷池　２ なきだにいけ 三重県 伊賀市 川合字上山1344 自然人 自然人 6 22 1 1

242160630 東山池　１ ひがしやまいけ 三重県 伊賀市 川合字東山200 自然人 自然人 3 46 1 1

242160631 庄蔵池 しょうぞういけ 三重県 伊賀市 円徳院字北垣内1002 自然人 不明 4 19 1

242160632 円徳院池 えんとくいんいけ 三重県 伊賀市 円徳院字北垣内1080 自然人 不明 1 18 1

242160633 大沢池 おおさわいけ 三重県 伊賀市 波敷野字大澤1467 自然人 波敷野区管理 12 104 95 1

242160668 東谷池２ ひがしたにいけ 三重県 伊賀市 上友田字東谷2121 自然人 自然人 3 25 1 1

242160671 岩之谷池　２ いわのたにいけ 三重県 伊賀市 上友田字岩ノ谷2733 自然人 自然人 2 38 1 1

242160688 西浦池 にしうらいけ 三重県 伊賀市 上友田字西浦391 自然人 不明 3 20 1 1

242160689 谷ノ池 たにのいけ 三重県 伊賀市 東湯舟字落シ617 自然人 自然人 5 63 10 1

242160696 林ケ谷池　１
はやしがたにい
け

三重県 伊賀市 西湯舟字林ｹ谷216 自然人 不明 2 20 1 2

242160717 鳴石池 なきしいけ 三重県 伊賀市 中友田字北畑552 自然人 組合 5 80 37 1

242160721 大沢池 おおさわいけ 三重県 伊賀市 下友田字奥西山3092 自然人 大沢池・古池水利組合 15 32 154 1 1

242160728 寺ケ谷池 てらがたにいけ 三重県 伊賀市 下友田字谷出2824 自然人 不明 1 14 1 1

242160729 三谷池　１ みたにいけ 三重県 伊賀市 下友田字寺坂2527 自然人 自然人 6 32 22 1

242160730 三谷池　２ みたにいけ 三重県 伊賀市 下友田字寺坂2526 自然人 自然人 6 33 7 1

242160741 小袋池 こふくろいけ 三重県 伊賀市 下友田字小袋口552 宗教法人森紅寺 不明 6 53 21 1

242160756 林ノ谷池
はやしのたにい
け

三重県 伊賀市 玉瀧字林ノ谷4218 自然人 自然人 2 19 1 1

242160759 川崎池 かわさきいけ 三重県 伊賀市 玉瀧字林ノ谷4133 自然人 自然人 3 24 4 1

242160760 松谷池　１ まつたにいけ 三重県 伊賀市 玉瀧字松谷3640 自然人 自然人 0 15 1 1

242160766 鈴鹿池１ すずかいけ 三重県 伊賀市 玉瀧字上入道谷8645 自然人 自然人 7 72 84 1 1

242160770 奥出池　１ おくでいけ 三重県 伊賀市 玉瀧字奥出8031 自然人 自然人 2 15 1 1

242160782 界外池　２ かいげいけ 三重県 伊賀市 不明 不明 自然人 2 27 1 1
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242160784 入道谷池（上池）
にゅうどうたにい
け

三重県 伊賀市 玉瀧字上入道谷8670 自然人 鈴鹿区・中之村区 4 43 12 1

242160785 入道谷池（下池）
にゅうどうたにい
け

三重県 伊賀市 玉瀧字上入道谷8663 自然人 鈴鹿区・中之村区 3 57 6 1

242160786 八田原池 はったわらいけ 三重県 伊賀市 玉瀧字八田原9667 自然人
山生田区　区長・中之村
区　区長

6 108 30 1

242160791 奥山池 おくやまいけ 三重県 伊賀市 玉瀧字上奥山75 自然人 山生田奥山池委員長 12 96 326 1 2

242160793 寺谷池 てらたにいけ 三重県 伊賀市 玉瀧字上寺谷9482-1 自然人 自然人 5 63 17 1

242160798 バンジョダニ池
ばんじょだにい
け

三重県 伊賀市 玉瀧字番匠谷795 自然人 自然人 4 25 2 1

242160800 神楽田池 かぐらでんいけ 三重県 伊賀市 内保字神楽田956 大字内保 大字内保区 7 62 20 1

242160808 滝谷池 たきだにいけ 三重県 伊賀市 槇山字瀧谷3870 不明 阿山町土地改良区 22 246 800 1

242160809 三ツ池　１ みついけ 三重県 伊賀市 槇山字遊免3101 自然人 自然人 5 60 36 1

242160810 三ツ池　２ みついけ 三重県 伊賀市 槇山字遊免3100 自然人 自然人 5 50 6 1

242160811 三ツ池　３ みついけ 三重県 伊賀市 槇山字遊免3102 自然人 自然人 7 56 32 1

242160813 秋本光平池
あきもとみつひら
いけ

三重県 伊賀市 槇山字北政所3295 自然人 自然人 2 13 1 2

242160815 槙山池　１ まきやまいけ 三重県 伊賀市 槇山字向平子720 自然人 自然人 4 56 2 1

242160817 槙山池　３ まきやまいけ 三重県 伊賀市 槇山字根組原3774 自然人 自然人 4 68 10 1

242160818 根組原池 ねぐみはらいけ 三重県 伊賀市 槙山字根組原3816 不明 自然人 2 25 1 2

242160820 象座垣内池
ぞうざがいとい
け

三重県 伊賀市 槇山字北政所3096 不明 不明 2 20 1 1

242160821 奥長谷池
おくながたにい
け

三重県 伊賀市 丸柱字奥長谷658 自然人 自然人 5 26 10 1

242160826 滝ケ口池 たきがぐちいけ 三重県 伊賀市 不明 不明 自然人 3 12 1 1

242160829 ゴンボ池 ごんぼいけ 三重県 伊賀市 丸柱字米之川144 自然人 不明 3 36 4 2

242160830 スリ鉢池 すりばちいけ 三重県 伊賀市 丸柱字南出338 自然人 不明 3 21 1 1

242160831 丸柱池　１ まるばしらいけ 三重県 伊賀市 不明 不明 不明 0 17 1 1

242160834 西米ノ川ダム
にしこめのがわ
だむ

三重県 伊賀市 不明 不明 伊賀市水道部施設課 19 65 103 1

242160835 大正池 たいしょういけ 三重県 伊賀市 丸柱字丸峯2254-2 伊賀市 五ケ字水利管理組合 15 71 480 1 1

242160839 神田池 じんでいけ 三重県 伊賀市 音羽字神田600 自然人 神田池 5 22 7 1

242160845 池ノ谷池 いけのたにいけ 三重県 伊賀市 音羽字池之谷1155‐3 自然人 自然人 5 19 10 1

242160846 日向池 ひなたいけ 三重県 伊賀市 音羽字池之谷1146 自然人 自然人 5 45 11 1

242160848 樋ケ谷池 ひがたにいけ 三重県 伊賀市 音羽字樋ｹ谷池987 自然人 自然人 2 31 1 1

242160849 界外下池 かいげしもいけ 三重県 伊賀市 千歳字界外1364 自然人 自然人 2 26 0 1

242160850 秋田池 あきたいけ 三重県 伊賀市 千歳字野添990 自然人 自然人 3 50 0 1

242160851 沢池 さわいけ 三重県 伊賀市 三田字澤2055 自然人 東三田自治会 6 69 8 1

242160852 中ノ池 なかのいけ 三重県 伊賀市 三田字澤2129 大字三田 東三田自治会 2 35 2 1

242160854 野間出池 のまでいけ 三重県 伊賀市 野間字野間出403-3 自然人 川原池掛水利組合 3 10 1 1

242160855 大西池 おおにしいけ 三重県 伊賀市 東高倉字医王寺575 自然人 不明 1 25 1 1
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242160857 池ノ谷池 いけのたにいけ 三重県 伊賀市 岩倉字堂ノ山186 自然人 不明 3 22 1 1

242160859 広田池 ひろたいけ 三重県 伊賀市 喰代字枌谷1261 自然人 不明 5 35 2 2

242160861 広澤池 ひろさわいけ 三重県 伊賀市 喰代字横山1382 自然人 自然人 5 30 1 1

242160862 池ヶ谷池 いけのたにいけ 三重県 伊賀市 四十九町字風呂ケ谷852 自然人 不明 5 20 1 2

242160864 センジ池 せんじいけ 三重県 伊賀市 依那具字澤田2525 自然人 自然人 5 25 1 1

242160865 タエダカ池 たえだかいけ 三重県 伊賀市 依那具字城田335 自然人 不明 4 45 2 2

242160867 西谷池 にしたにいけ 三重県 伊賀市 下神戸字坂田1481 自然人 自然人 1 16 0 2

242160869 寺池 てらいけ 三重県 伊賀市 上林字中原636 名賀郡神戸村 上林水利組合 1 42 0 1

242160872 前池 まえいけ 三重県 伊賀市 長田字木垣内2973 木根区長 自然人 4 42 2 1

242160873 八池 やいけ 三重県 伊賀市 長田字寺垣内2817 木根区長 自然人 3 141 11 1

242160874 朝屋新池 ちょうやしんいけ 三重県 伊賀市 朝屋字池ノ側1499 自然人 朝屋区 8 65 21 1 2

242160875 北新池 きたしんいけ 三重県 伊賀市 朝屋字梨ノ木684 自然人 朝屋区 6 38 7 1

242160876 多聞寺池 たもんじいけ 三重県 伊賀市 朝屋字宮山1453 西出　小場 朝屋区 9 58 8 1

242160877 南新池 みなみしんいけ 三重県 伊賀市 朝屋字七計代1333 南出小場 朝屋区 5 50 7 1

242160880 万次郎池 まんじろういけ 三重県 伊賀市 朝屋字梨ノ木704 西出小場 朝屋区 3 30 2 1

242160881 西ヶ峰池 にしがみねいけ 三重県 伊賀市 大野木字鬼子谷2194 大字大野木 下井水利組合 5 52 30 1

242160882 上池 かみいけ 三重県 伊賀市 大野木字羽根山1833 大字下之庄 高樋水利組合 4 57 10 1

242160885 弁天池 べんてんいけ 三重県 伊賀市 大野木字池尻1530 自然人 自然人 3 20 1 1

242160887 岩ヶ谷池 いわがたにいけ 三重県 伊賀市 山出字岩ケ谷1645 大字山出 山出区 5 25 2 1

242160888 土池上池 どいけかみいけ 三重県 伊賀市 山出字北出704 大字山出 山出区 2 50 1 1

242160889 峠下池 とうげしもいけ 三重県 伊賀市 山出字北出843 大字山出 山出区 3 23 1 1

242160890 峠上池 とうげかみいけ 三重県 伊賀市 山出字峠1454 大字山出 山出区 3 39 1 1

242160891 灰谷池 はいたにいけ 三重県 伊賀市 予野字灰谷7445-1 自然人 自然人 1 43 3 1

242160893 上島新池 うえしましんいけ 三重県 伊賀市 予野字城之谷9350 自然人 不明 3 33 2 1

242160894 弓矢谷池 ゆみやたにいけ 三重県 伊賀市 安場字東古城400 自然人 自然人 6 23 6 1

242160898 斉藤池（上） さいとういけ 三重県 伊賀市 柘植町字黒杭3308 自然人 自然人 1 35 0 1

242160899 寺東の池
てらひがしのい
け

三重県 伊賀市 柘植町字浦出7442-1 山出区 自然人 5 24 1 1

242160900 芝池 しばいけ 三重県 伊賀市 柘植町字荒神平7483-1 自然人 自然人 3 30 1 1

242160901 新芝池 しんしばいけ 三重県 伊賀市 柘植町字荒神平7567 自然人 自然人 4 64 5 1

242160902 堂谷池 どうやいけ 三重県 伊賀市 中柘植字堂谷708 自然人 不明 3 25 2 1

242160907 松ヶ本池 まつがもといけ 三重県 伊賀市 西湯舟字松ヶ本455 自然人 不明 7 52 2 2

242160908 大澤池 おおさわいけ 三重県 伊賀市 不明 不明 伊賀市 5 86 40 1

242160909 丸山池 まるやまいけ 三重県 伊賀市 寺田字坂之東1041 自然人 不明 6 38 2 1
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242160916 風呂之実池 ふろのみいけ 三重県 伊賀市 比土字前谷2252 自然人 高瀬小場 6 27 2 1

242160918 山辺池 やまべいけ 三重県 伊賀市 白樫字嵩4608 自然人 自然人 3 36 2 1

242160922 高島池二 たかしまいけ 三重県 伊賀市 下柘植字廣畑1434 自然人 不明 2 16 0 2

242160923 青木池 あおきいけ 三重県 伊賀市 千戸字青木1796 大字千戸 千戸水利組合 5 33 3 1

242160926 町井池１ まちいいけ　いち 三重県 伊賀市 柘植町字黒杭3325 自然人 自然人 5 20 0 1

242160927 町井池2 みちいいけ　に 三重県 伊賀市 柘植町字黒杭3388-1 自然人 自然人 5 20 0 2

242160928 斎藤池（下） さいとういけ 三重県 伊賀市 柘植町字黒杭3321 自然人 自然人 4 20 0 1

242160939 御林池 おばやしいけ 三重県 伊賀市 柘植町字谷田7777 自然人 自然人 4 100 0 1

242160984 南山池（下池） みなみやまいけ 三重県 伊賀市 平田字堂垣内2622 自然人 自然人 2 110 0

242160991 杉の池 すぎのいけ 三重県 伊賀市 川合字割尾1944 自然人 自然人 3 30 0 2

242160992 岡池1 おかいけ 三重県 伊賀市 上友田字岡3504 自然人 不明 3 30 0 1

242160993 岡池2 おかいけ 三重県 伊賀市 上友田字岡3500 自然人 不明 3 30 0 1

242161018 山本池 やまもといけ 三重県 伊賀市 不明 自然人 不明 3 5 0 2

242161021 ひょうたん池 ひょうたんいけ 三重県 伊賀市 一之宮字宇田原1099 自然人 不明 0 0 0 2

242161029 土橋池 つちはしいけ 三重県 伊賀市 土橋字西出550 自然人 不明 0 0 0

242161035 柳池 やなぎいけ 三重県 伊賀市 野間字堂山316 自然人 川原池掛水利組合 4 26 0 1

242161048 医王寺池 いおうじいけ 三重県 伊賀市 東高倉字医王寺625 自然人 医王寺池水利組合 7 102 0 1

242161053 平野池 ひらのいけ 三重県 伊賀市 西高倉字白山谷5284 自然人 不明 3 20 0 1

242161054 東山池 ひがしやまいけ 三重県 伊賀市 西山字東山387 自然人 自然人 3 21 0 1

242161055 福田池 ふくだいけ 三重県 伊賀市 西山字東広722 自然人 自然人 3 23 0 1

242161056 尾先の池 おさきのいけ 三重県 伊賀市 西山字広出244-1 自然人 自然人 2 18 0 1

242161058 中出池 なかでいけ 三重県 伊賀市 西山字中出1016 自然人 自然人 2 13 0 1

242161065 新池 しんいけ 三重県 伊賀市 西明寺字中尾谷2280 自然人 不明 5 65 0 2

242161069 荒木１号池
あらきいちごうい
け

三重県 伊賀市 荒木字廣岡1638 自然人 不明 0 0 0 2

242161070 荒木２号池 あらきにごういけ 三重県 伊賀市 荒木字ダラ1802 自然人 不明 0 0 0 1

242161071 荒木３号池
あらきさんごうい
け

三重県 伊賀市 荒木字ダラ1797-1 自然人 不明 3 47 0 1

242161075 荒木７号池
あらきななごうい
け

三重県 伊賀市 不明 不明 不明 2 70 0 1

242161082 西明寺池 さいみょうじいけ 三重県 伊賀市 西明寺字長楽山2756-15 自然人 不明 0 0 0 1

242161089 谷森池 たにもりいけ 三重県 伊賀市 寺田字谷出口600 自然人 自然人 0 0 0 2

242161115 新開新池
しんがいしんい
け

三重県 伊賀市 中友生字城谷1663 自然人 不明 3 50 1 2

242161123 芝崎池 しばさきいけ 三重県 伊賀市 蓮池字芝崎1730 自然人 不明 3 38 0 2

242161124 森新池 もりしんいけ 三重県 伊賀市 蓮池字芝崎1776 自然人 自然人 3 20 0 2

242161139 寺刈池 てらがりいけ 三重県 伊賀市 蓮池字煤部1092 自然人 不明 3 15 0 2
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242161173 向１号池
むかいいちごう
いけ

三重県 伊賀市 高山字後山701-5 自然人 自然人 3 30 0 1

242161175 池側２号池
いけがわにごう
いけ

三重県 伊賀市 高山字清水1102-1 自然人 自然人 3 30 0 2

242161176 東池 あずまいけ 三重県 伊賀市 高山字高塚1315-1 自然人 自然人 4 30 0 2

242161184 四十九3号池
しじゅうくさんごう
いけ

三重県 伊賀市 四十九町字矢倉谷1202 自然人 自然人 0 0 0 2

242161185 四十九ため池
しじゅうくためい
け

三重県 伊賀市 四十九町字美濃谷979-3 自然人 不明 0 0 0 2

242161186 吉沢池 よしざわいけ 三重県 伊賀市 四十九町字矢倉谷1305 自然人 自然人 0 0 0 1

242161189 飯田新池 いいだしんいけ 三重県 伊賀市 四十九町字堂山1788 自然人 自然人 3 20 0 2

242161206 三ツ峠池 みつとうげいけ 三重県 伊賀市 依那具字西田2179 自然人 不明 0 0 0 2

242161217 中池 なかいけ 三重県 伊賀市 沖字馬場1808 自然人 自然人 4 30 0 2

242161218 打越池 うちこしいけ 三重県 伊賀市 沖字打越1799-6 自然人 不明 0 0 0 2

242161219 藤岡池 ふじおかいけ 三重県 伊賀市 沖字打越1726 伊賀市 自然人 3 23 0 1

242161220 沖池 おきいけ 三重県 伊賀市 沖字打越1734 自然人 自然人 0 0 0 2

242161221 枅川池 ひじきがわいけ 三重県 伊賀市 才良字吉田谷862-1 自然人 不明 0 0 0 2

242161224 森寺池 もんでらいけ 三重県 伊賀市 森寺字竹之下895-2 自然人 不明 2 40 0 2

242161233 今高池 いまだかいけ 三重県 伊賀市 比自岐字向山3078 自然人 不明 3 10 0 1

242161248 枅川1号池
ひじきがわいち
ごういけ

三重県 伊賀市 枅川字狹間395 枅川区会 枅川阿久田水利組合 0 0 0 2

242161259 領主谷１号池
りょうしゅだにい
ちごういけ

三重県 伊賀市 下神戸字湯山谷2587 自然人 不明 0 0 0 1

242161271 三郎池 さぶろういけ 三重県 伊賀市 上林字東浦1234 自然人 上林水利組合 0 0 0 1

242161282 雨谷池 あめたにいけ 三重県 伊賀市 比土字中谷783 自然人 不明 0 0 0 1

242161283 中谷池 なかやいけ 三重県 伊賀市 比土字山下439 近畿日本鉄道株式会社 不明 0 0 0 1

242161317 才目谷池 さいめだにいけ 三重県 伊賀市 上神戸字才目谷1742 自然人 自然人 3 30 0 1

242161320 二ツ池 ふたついけ 三重県 伊賀市 朝屋字二ツ池1415 南出小場 朝屋区 4 40 0 1

242161327 北上新池
きたかみしんい
け

三重県 伊賀市 朝屋字池ノ側1509 自然人 朝屋区 6 42 0 1

242161328 南小池 みなみこいけ 三重県 伊賀市 朝屋字七計代1334 南出小場 朝屋区 4 30 0 1

242161338 波岸代中池
はがんだいなか
いけ

三重県 伊賀市 猪田字唐木谷5092 自然人 不明 2 415 0 1

242161339 宮の谷新池
みやのたにしん
いけ

三重県 伊賀市 上之庄字宮ノ谷2255 上之庄区 上之庄区 3 82 0 1

242161340 宮の谷古池
みやのたにふる
いけ

三重県 伊賀市 上之庄字宮ノ谷2350-1 上之庄区 上之庄区 3 35 0 1

242161341 大藪池 おおやぶいけ 三重県 伊賀市 上之庄字西出1951 上之庄区 不明 3 15 0 1

242161353 房出池 ぼうでいけ 三重県 伊賀市 山出字南出936 伊賀市山出区 山出区 0 0 0 1

242161373 勝島池 かつしまいけ 三重県 伊賀市 予野字上出8860 自然人 自然人、伊賀市道共用 4 20 1 1

242161378 吉田寺池 きったじいけ 三重県 伊賀市 蔵縄手字奥屋敷348-1 吉田寺 不明 0 0 0 2

242161383 宮崎池 みやざきいけ 三重県 伊賀市 菖蒲池字八幡1330 自然人 不明 0 15 0 1

243240002 山田溜（上） やまだため(うえ) 三重県 員弁郡東員町 大字山田半之木谷 東員町 神田土地改良区 5 90 30 1 1
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243240004 万助溜 まんすけため 三重県 員弁郡東員町 大字鳥取字古建林 東員町 東員町 4 100 17 1 2

243240005 山田溜（中）
やまだため(な
か)

三重県 員弁郡東員町 大字山田半之木谷 東員町 神田土地改良区 6 130 30 1 1

243240006 山田溜（下） やまだため(しも) 三重県 員弁郡東員町 大字山田半之木谷 東員町 神田土地改良区 3 167 30 1 1

243410029 小溜 こだめ 三重県 三重郡菰野町 田口2329 田口区 田口農家組合 4 58 5 1 1

243410030 弁天溜 べんてんため 三重県 三重郡菰野町 田口2326 田口区 田口農家組合 9 90 22 1 1

243410031 馬菖溜 ばしょうため 三重県 三重郡菰野町 田口1911 田口区 田口農家組合 5 50 9 1

243410032 新溜（田口） しんだめ 三重県 三重郡菰野町 田口2340 田口区 田口農家組合 4 180 16 1

243410033 新溜 しんため 三重県 三重郡菰野町 田口新田78 田口新田区 田口新田区 6 335 40 1

243410034 村溜 むらだめ 三重県 三重郡菰野町 田口新田404 田口新田区 田口新田区 6 580 115 1

243410035 酒屋溜 さかやため 三重県 三重郡菰野町 田口新田125-1 畑田水利組合 畑田水利組合 6 456 37 1 2

243410036 赤溜 あかだめ 三重県 三重郡菰野町 田口新田153-1 畑田水利組合 畑田水利組合 2 135 5 1

243410039 お駒溜 おこまだめ 三重県 三重郡菰野町 田光2029 自然人 菰野町土地改良区 6 47 5 1

243410040 勘四郎溜 かんしろうだめ 三重県 三重郡菰野町 田光1353 田光区 田光水利組合 6 210 26 1 2

243410041 上溜 うわだめ 三重県 三重郡菰野町 田光1156 田光区 田光水利組合 4 120 9 1

243410042 中溜 なかだめ 三重県 三重郡菰野町 田光1154 田光区 田光水利組合 6 100 10 1 2

243410045 大井沢溜 おおいさわため 三重県 三重郡菰野町 小島3795 小島区 小島農地・自然を守る会 4 370 108 1

243410046 新溜 しんだめ 三重県 三重郡菰野町 小島3815 小島区 小島農地・自然を守る会 5 445 104 1 1

243410047 里之内溜 さとのうちだめ 三重県 三重郡菰野町 竹成2057 自然人 竹成水利組合 3 138 37 1

243410051 庄左エ門溜
しょうざえもんだ
め

三重県 三重郡菰野町 杉谷2281-1 杉谷区 杉谷区 8 62 6 1

243410052 木貝戸溜 きがいとだめ 三重県 三重郡菰野町 杉谷1651-1 杉谷区 杉谷区 7 42 5 1

243410053 高見溜 たかみだめ 三重県 三重郡菰野町 杉谷2276-1 杉谷区 杉谷区 3 44 2 1 2

243410054 西所溜 にっしょだめ 三重県 三重郡菰野町 音羽892-1 音羽区 音羽区 3 67 1 1

243410055 片倉溜 かたくらだめ 三重県 三重郡菰野町 菰野5817-1 菰野第一区 菰野第一区 7 151 18 1 2

243410056 丸池溜 まるいけだめ 三重県 三重郡菰野町 菰野6412 菰野第一区 菰野第一区 8 163 47 1

244410001 五桂池 ごかつらいけ 三重県 多気郡多気町 五桂字富田1113-1 大字五桂区自治会 五桂池水利組合 12 125 1,273 1

244410002 栃ケ池 とちがいけ 三重県 多気郡多気町 野中字トチガイケ1745-1 自然人 宮川用水土地改良区 8 229 168 1

244410003 檜皮池 ひわだいけ 三重県 多気郡多気町 野中字檜皮池1191-1 自然人 宮川用水土地改良区 10 70 197 1

244410004 函翠池 かんすいいけ 三重県 多気郡多気町 相可字安目2126-1 多気町 自然人 12 178 137 1

244410005 西杉根池 にしすぎねいけ 三重県 多気郡多気町 四疋田字西杉内546-1 四疋田自治会 四疋田自治会 9 155 160 1

244410006 三疋田池 さんびきだいけ 三重県 多気郡多気町 三疋田字樋口谷683 多気町 自然人 10 398 104 1

244410007 三疋田上池
さんびきだうえい
け

三重県 多気郡多気町 佐伯中字岩本272 自然人 自然人 8 118 48 1

244410008 井内林池
いのうちばやし
いけ

三重県 多気郡多気町 井内林字月本742-1 自然人 自然人 7 150 80 1

244410009 倉古池 くらこいけ 三重県 多気郡多気町 東池上字世古1092-1 自然人 宮川用水土地改良区 8 93 48 1
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244410011 四神田池 しこだいけ 三重県 多気郡多気町 四神田字さそう田92 多気町 自然人 5 102 21 1

244410012 油夫池 ゆぶいけ 三重県 多気郡多気町 油夫字ヲワキ671 多気町 宮川用水土地改良区 10 98 35 1

244410013 宮谷池 みやだにいけ 三重県 多気郡多気町 荒蒔字宮ノ谷407 多気町 宮川用水土地改良区 8 86 39 1

244410015 天引池 あまびきいけ 三重県 多気郡多気町 四疋田字天引1112 四疋田自治会 四疋田自治会 5 194 19 1

244410016 相鹿瀬新池
おうかせしんい
け

三重県 多気郡多気町 相鹿瀬字橋爪183 多気町 自然人 7 70 25

244410019 岩ノ谷池 いわのたにいけ 三重県 多気郡多気町 相鹿瀬字岩ノ谷302 自然人 自然人 9 37 20

244410022 油夫新池 ゆぶしんいけ 三重県 多気郡多気町 油夫字ヲワキ717 多気町 油夫自治会 5 40 5 1

244410023 倉井谷池 くらいだにいけ 三重県 多気郡多気町 荒蒔字倉井谷442-1 多気町 宮川用水土地改良区 4 43 4

244410024 ハス池 はすいけ 三重県 多気郡多気町 相可字ミクロ1231 多気町 相可二区自治会 5 40 3

244410025 牧大谷池
まきおおたにい
け

三重県 多気郡多気町 牧字大谷538 自然人 中牧区 4 66 3

244410030 宮谷小池 みやだにこいけ 三重県 多気郡多気町 荒蒔字宮ノ谷405 多気町 荒蒔区自治会 4 62 3 1

244410031 兄国池 えくにいけ 三重県 多気郡多気町 兄国字高寺905 多気町 兄国自治会 3 63 1

244410039 駅前池 えきまえいけ 三重県 多気郡多気町 平谷字垣バサマ1060 自然人 自然人 2 28 0

244410041 北牧池 きたまきいけ 三重県 多気郡多気町 牧字町屋294 多気町 北牧組 2 71 1

244410042 サンマイ池 さんまいいけ 三重県 多気郡多気町 野中字池田2152 自然人 自然人 2 28 1

244410044 岩谷池 いわたにいけ 三重県 多気郡多気町 丹生字十四反2825-2 多気町 丹生水利組合 8 55 20

244410045 小寺池 こでらいけ 三重県 多気郡多気町 丹生字月野1276 多気町 丹生水利組合 9 68 75 1

244410047 飛指池 ひさすいけ 三重県 多気郡多気町 色太字飛指谷1346 自然人 色太池下水利組合 10 47 60

244410049 三ヶ野新池
みつがのしんい
け

三重県 多気郡多気町 色太字奥田783 不明 笠松水利組合 11 74 26

244410052
ショタケ谷池(八
ぞう池)

しょたけたにいけ
（はちぞういけ)

三重県 多気郡多気町 朝柄字ショタカ谷499 自然人 自然人 6 28 3

244410053
ショタケ谷池(下
池)

しょたけたにいけ
(したいけ)

三重県 多気郡多気町 朝柄字ショタカ谷502 自然人 自然人 5 26 2

244410056 菅河内池 すがこうちいけ 三重県 多気郡多気町 土屋字菅河内591 多気町 池下水利組合 9 43 19

244410072 三ヶ野東池
みつがのひがし
いけ

三重県 多気郡多気町 色太字笠松921 株式会社グッドパワー 自然人 4 40 3 1

244420001 上村池 うえむらいけ 三重県 多気郡明和町 大字上村字道越ショトク谷996 自然人 宮川用水土地改良区 10 80 123 1 1

244420002 長池 ながいけ 三重県 多気郡明和町 大字池村字真峰 明和町 宮川用水土地改良区 9 55 34 1

244420005 中村池 なかむらいけ 三重県 多気郡明和町 宇爾中字権現 明和町 宮川用水土地改良区 11 134 111 1 1

244420006 鞍迫間池 くらはざまいけ 三重県 多気郡明和町 蓑村字鞍迫間 明和町 蓑村自治会 5 160 21 1

244420007 だんどく池 だんどくいけ 三重県 多気郡明和町 大字明星字だんどく 明和町 本郷自治会 6 75 5 1 2

244420009 シンゲ池 しんげいけ 三重県 多気郡明和町 大字明星字シンゲ 明和町 宮川用水土地改良区 12 167 61 1

244420010 新池 しんいけ 三重県 多気郡明和町 大字新茶屋字藤ノ谷 三重県 三重県 7 160 7 1 2

244420011 斎宮調整池
さいくうちょうせ
いち

三重県 多気郡明和町 大字池村真木谷 農林水産省 宮川用水土地改良区 16 189 2,000

244430003 水口池 みなくちいけ 三重県 多気郡大台町 大字柳原水口353 大台町 宮川用水土地改良区 8 87 23 1

244430004 西広池 にしひろいけ 三重県 多気郡大台町 大字柳原西ケ廣774 大台町 宮川用水土地改良区 12 120 37 1
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244430012 新田池 しんでんいけ 三重県 多気郡大台町 大字栃原字西山970 大字新田 宮川用水土地改良区 11 37 73 1

244430016 一の谷池 いちのたにいけ 三重県 多気郡大台町 大字上楠字一ノ谷594 大台町 上楠区 19 35 39 1

244430017 来ヶ谷池 らがたにいけ 三重県 多気郡大台町 大字粟生字来ヶ戸谷795 大台町 粟生水利組合 12 46 18 1

244430018 三ツ谷池 みつたにいけ 三重県 多気郡大台町 大字粟生字三ツ谷761-1 大台町 粟生水利組合 12 95 63 1

244430019 鍋谷池 なべたにいけ 三重県 多気郡大台町 大字高奈字奈良井合1100 大台町 奈良井組水利組合 10 67 21 1

244430021 寺谷池 てらたにいけ 三重県 多気郡大台町 大字高奈字423 大台町 高瀬水利組合 10 47 10 1

244430024 東池 ひがしいけ 三重県 多気郡大台町 大字上三瀬字岩内谷1044 大台町 上三瀬区 16 128 132 1

244430025 西池 にしいけ 三重県 多気郡大台町 大台上三瀬字赤坂940 大台町 西池水利組合 8 57 45 1

244430026 大蔵池 おおぞいけ 三重県 多気郡大台町 大字佐原字大蔵谷41 大台町 佐原区 10 61 24 1

244430027 浦池 うらいけ 三重県 多気郡大台町 大字佐原字大蔵谷43 大台町 佐原区 6 19 4 1

244430028 新池 しんいけ 三重県 多気郡大台町 大字佐原字東畑口南1144 大台町 佐原区 10 48 22 1

244430029 西池 にしいけ 三重県 多気郡大台町 大字佐原字千原広1230 大台町 佐原区 14 111 110 1

244430030 喜世谷池 きせだにいけ 三重県 多気郡大台町 大字弥起井字喜世谷95 大台町 弥起井水利組合 12 91 136 1

244430031 奥池 おくいけ 三重県 多気郡大台町 大字菅合字池ノ谷1395-1 大台町 川合水利組合 9 127 80 1

244430032 中河内池 なかこうちいけ 三重県 多気郡大台町 大字菅合字中河内1137 大台町 川合水利組合 10 120 187 1

244430036 中沖池 なかおきいけ 三重県 多気郡大台町 大字上菅字中沖383 大台町 上菅水利組合 19 96 80 1

244430038 持越池 もちこしいけ 三重県 多気郡大台町 大字下真手字持越845 自然人
一般社団法人　下真手
報徳社

14 70 100 1

244430039 持越奥池 もちこしおくいけ 三重県 多気郡大台町 大字下真手字持越奥1305
多気郡荻原村大字下真
手

一般社団法人　下真手
報徳社

9 35 10 1

244430042 小谷池 おたにいけ 三重県 多気郡大台町 大字江馬字小谷472 自然人 江馬水利組合 9 30 17 1

244610001 世古池 せこいけ 三重県 度会郡玉城町 世古1024他 大字世古 世古区 7 185 196 1 2

244610002 本田池 ほんだいけ 三重県 度会郡玉城町 坂本125-2他 坂本区 坂本区 5 85 11 1 2

244610003 新池 しんいけ 三重県 度会郡玉城町 坂本416 坂本区 坂本区 6 58 16 1 2

244610004 吉祥寺池 きっしょうじいけ 三重県 度会郡玉城町 玉川825
大字玉川・谷村・坂本・
門前・井倉

上玉川区 7 299 136 1 2

244610005 シシヤキ池 ししやきいけ 三重県 度会郡玉城町 上田辺1984-1他 新田組 茶屋区 2 83 4 1

244610006 大山田池 おおやまだいけ 三重県 度会郡玉城町 上田辺2006-3他
長更湯田連合耕地整理
組合

長更区 6 95 61 1

244610007 牛尾崎池 うしおざきいけ 三重県 度会郡玉城町 上田辺2189 玉城町大字佐田他4区 長更区 10 147 279 1 2

244610008 小亀池 こがめいけ 三重県 度会郡玉城町 岡村141 岡村区 岡村区 3 39 1 1

244610009 北山田池 きたやまだいけ 三重県 度会郡玉城町 岡村253 度会郡有田村大字岡村 岡村区 4 47 3 1

244610011 叺池 かますいけ 三重県 度会郡玉城町 原2511他 玉城町 玉城町 8 94 13 1

244610012 ヒジヤ池 ひじやいけ 三重県 度会郡玉城町 原200 大字東原 原区 13 169 92 1

244610013 原新池 はらしんいけ 三重県 度会郡玉城町 原2452 大字東原 原区 15 127 208 1

244610014 幸神池 さいのかみいけ 三重県 度会郡玉城町 積良437 大字積良 積良区 4 112 10 1

244610015 新池 しんいけ 三重県 度会郡玉城町 積良1105他 自然人 積良区 9 73 54 1
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244610016 大内谷池 おちだにいけ 三重県 度会郡玉城町 積良1067他 自然人 積良区 11 56 29 1

244610017 奥池 おくいけ 三重県 度会郡玉城町 積良1212 自然人 積良区 7 65 11 1

244610018 山田新池 やまだしんいけ 三重県 度会郡玉城町 山神1601 自然人 山神区 14 49 19 1

244610019 里山池 さとやまいけ 三重県 度会郡玉城町 山神1116 自然人 山神区 11 125 46 1

244610020 大池 おおいけ 三重県 度会郡玉城町 勝田4201-1他 玉城町 勝田区 5 323 318 1 1

244610023 別所池 べっしょいけ 三重県 度会郡玉城町 宮古2106 大字宮古 宮古区 2 18 0 1

244610024 押野池 おしのいけ 三重県 度会郡玉城町 勝田2055-1他 農林水産省 勝田区 11 161 64 1 1

244610027 中角池 なかつのいけ 三重県 度会郡玉城町 中角1031-2他 自然人 中角区 10 91 77 1

244610028 汁谷池 しるたにいけ 三重県 度会郡玉城町 宮古1087 大字宮古 宮古区 15 121 225 1

244610029 大谷池 おおたにいけ 三重県 度会郡玉城町 宮古1210 自然人 岩出区 14 134 163 1

244700002 井谷池 いだにいけ 三重県 度会郡度会町 坂井1060 坂井区 坂井区 8 40 10 1

244700003 樋ノ谷池 ひのたにいけ 三重県 度会郡度会町 坂井989、989-1、1019-1、1030 坂井区 坂井区 15 65 84 1

244700004
北山池（長原奥
池）

きたやまいけ(な
がはらおくいけ)

三重県 度会郡度会町 長原635 長原区 長原区 9 62 46 1

244700006 中谷池 なかたにいけ 三重県 度会郡度会町 平生860、860-1 大字平生区 大字平生区 8 75 21

244700007 東河内池 ひがしごうちいけ 三重県 度会郡度会町 長原2586 大字長原 立花区 8 48 12 1

244700008 西河内池 にしごうちいけ 三重県 度会郡度会町 長原2699 大字長原 立花区 9 75 54 1

244700010 北河内池 きたこうちいけ 三重県 度会郡度会町 注連指794 注連指区 注連指区 8 40 12 1

244700011 山入池 やまいりいけ 三重県 度会郡玉城町 岩出180、181、184、185 葛原区 葛原区 8 70 41 1

244700012 田起池 たおこしいけ 三重県 度会郡度会町 葛原913 葛原区 葛原区 8 40 2 1 2

244700013 耳久谷池 みみくたにいけ 三重県 度会郡度会町 葛原759-1 葛原区 葛原区 8 60 42 1 2

244700014 大野木池 おおのきいけ 三重県 度会郡度会町 大野木3587 自然人 大野木区 13 107 148 1

244700015 岩坂大池
いわさかおおい
け

三重県 度会郡度会町 棚橋2556-1　12筆 自然人 棚橋区 17 90 200 1 1

244700018 惣風池 そかぜいけ 三重県 度会郡度会町 平生1595 大字平生区 大字平生区 8 57 12 1

244700019 中谷池 なかたにいけ 三重県 度会郡度会町 鮠川345-1、346-1 自然人 鮠川区 4 55 11 1

244700020 谷村池 たにむらいけ 三重県 度会郡度会町 平生1515 自然人 自然人 8 30 1 1

244700021 岩ヶ谷池 いわがたにいけ 三重県 度会郡度会町 大久保496-5 大久保区自治会 大久保区自治会 10 76 7 1

244700022 里中池 さとなかいけ 三重県 度会郡度会町 田間81 自然人 田間区 8 30 1

244700028 花瀬池 はなせいけ 三重県 度会郡度会町 栗原343 栗原区 栗原区　花瀬地区 13 30 1

244700031 五ヶ町池 ごかのちょういけ 三重県 度会郡度会町 五ヶ町385番 五ケ町区 五ケ町区 8 30 1 1

244710001 黒坂池 くろさかいけ 三重県 度会郡大紀町 野原3663 大字野原 黒坂区 11 34 7 1

244710002 桂池 かつらいけ 三重県 度会郡大紀町 野添829 自然人 野添水利組合 11 49 32 1

244710004 樋の谷池 ひのたにいけ 三重県 度会郡大紀町 神原659 自然人 神原水利組合 12 35 17 1 2

244710005 三瀬坂池 みせさかいけ 三重県 度会郡大紀町 滝原字三瀬坂口2291 里水利會 里水利組合 9 64 15 1
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244710006 毛作池 けつくりいけ 三重県 度会郡大紀町 滝原2116 里水利會 里水利組合 12 65 61 1 1

244710007 新池 しんいけ 三重県 度会郡大紀町 滝原字榎谷1160 新田組 頓登水利組合 8 39 18 1

244710008 井戸ノ谷ため池
いどのたにため
いけ

三重県 度会郡大紀町 柏野字井戸ノ谷1153 自然人 宮里水利組合 2 24 1 1

244710009 中組池 なかぐみいけ 三重県 度会郡大紀町 大内山字真弓譯662 自然人 真弓区 5 39 3 1 2

244710010 鎌欠池 かまかけいけ 三重県 度会郡大紀町 野原字鎌欠3109 自然人 不明 4 20 1

244710011 コズ谷池 こずたにいけ 三重県 度会郡大紀町 野原久津谷3444 自然人 黒坂区 6 90 28

244710012 一ノ谷池 いちのたにいけ 三重県 度会郡大紀町 野原字一ノ谷2174 自然人 不明 4 20 1

244710013 八谷池 はちやいけ 三重県 度会郡大紀町 野原1183 自然人 八谷水利組合 8 30 1

244710014 武士谷池 ぶしたにいけ 三重県 度会郡大紀町 金輪字定谷1038‐1 自然人 櫃井原水利組合 5 35 3 1

244710015 辻垣内池 つじかきうちいけ 三重県 度会郡大紀町 神原字九郎山口696 自然人 不明 2 25 1

244710016 出合池 であいいけ 三重県 度会郡大紀町 船木字出合23‐2 自然人 自然人 3 10 0

244710017 阿淵池 あぶちいけ 三重県 度会郡大紀町 滝原字四郎谷2391 自然人 不明 5 34 2 1

244710018 唐谷池 からたにいけ 三重県 度会郡大紀町 滝原字唐谷2063 自然人 自然人 7 45 15 1

244710019 坂東池 ばんどういけ 三重県 度会郡大紀町 滝原字坂東2057 自然人 自然人 5 38 5

244710020 瀧原院池
りゅうげんいんい
け

三重県 度会郡大紀町 滝原字荒堀1999 瀧原院 不明 6 36 2 1

244710021 野又池 のまたいけ 三重県 度会郡大紀町 滝原字小六前1988 自然人 不明 7 36 2 1

244710022 平白岩池
ひらしらいわい
け

三重県 度会郡大紀町 滝原字杓子ヶ谷1982 自然人 不明 5 26 1 1

244710023 橋ヶ谷池 はしがたにいけ 三重県 度会郡大紀町 滝原字橋ヶ谷1964 中村水利會 不明 11 50 34 1

244710024 つづら谷池 つづらたにいけ 三重県 度会郡大紀町 大内山字葛籠谷沖3847 自然人 不明 2 22 0

244720007 白木谷池 しらきたにいけ 三重県 度会郡南伊勢町 大方竈126番地2 自然人 大方竈区 4 30 5

244720008 サシタ池 さしたいけ 三重県 度会郡南伊勢町 大方竈112番地 自然人 大方竈区 5 52 8

244720009 中山池 なかやまいけ 三重県 度会郡南伊勢町 斎田1090番地 自然人 自然人 4 16 0 1

244720010 市原池 いちはらいけ 三重県 度会郡南伊勢町 神津佐701番地 三重県度会郡南伊勢町 神津佐区長 8 75 14 1 2

244720011 大カツラ池 おおかつらいけ 三重県 度会郡南伊勢町 道行竈267番地2 自然人 自然人 5 20 2 1

244720012 新池 しんいけ 三重県 度会郡南伊勢町 道行竈68番地 自然人 自然人 5 17 4 1

244720013 獅子谷池 ししたにいけ 三重県 度会郡南伊勢町 道行竈225 大字　道行竈 道行竈区長 8 56 21 1 1

244720014 坂ノ谷池 さかのたにいけ 三重県 度会郡南伊勢町 道行竈223番地 自然人 道行竈区長 7 41 2 1 2

244720015 タン池 たんいけ 三重県 度会郡南伊勢町 道行竈100番地 自然人 道行竈区長 8 29 4 1

245430006 六路瀬ため池 ろくろせためいけ 三重県 北牟婁郡紀北町 島原字六路瀬18 自然人 自然人 3 28 0

245430009 南久保ヶ谷池
みなみくぼがた
にいけ

三重県 北牟婁郡紀北町 島原字久保ヶ谷540-1 自然人 自然人 2 23 0

245430013 新宅田の池
しんたくでんのい
け

三重県 北牟婁郡紀北町 三浦字小谷163 自然人 自然人 3 26 0

245430014 宮谷池 みやだにいけ 三重県 北牟婁郡紀北町 馬瀬字宮谷440 広禅院 宮谷池水利組合 7 53 21 1 1

245430017 栗尾池 くりおいけ 三重県 北牟婁郡紀北町 馬瀬字栗尾791 広禅院 栗尾池水利組合 4 46 7 1 2
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245430018 鯛の又池 たいのまたいけ 三重県 北牟婁郡紀北町 大原字鯛ノ又125 紀北町 紀北町 8 45 6 1 1

245430020 原池 はらいけ 三重県 北牟婁郡紀北町 馬瀬字原593-1 紀北町 紀北町 7 80 60 1

245610016 かん保池 かんぽいけ 三重県 南牟婁郡御浜町 大字上市木1020 御浜町
集落又は申し合わせ組
合

14 45 80 1 1

245610017 黒岩池 くろいわいけ 三重県 南牟婁郡御浜町 大字下市木1800 御浜町
集落又は申し合わせ組
合

12 100 102 1

245610018 砂方池 すがたいけ 三重県 南牟婁郡御浜町 大字上市木2953 御浜町
集落又は申し合わせ組
合

9 81 47 1

245610032 黒岩上池
くろいわかみい
け

三重県 南牟婁郡御浜町 大字下市木1810 御浜町
集落又は申し合わせ組
合

9 59 19 1

245610033 黒岩横池 くろいわよこいけ 三重県 南牟婁郡御浜町 大字下市木1809 御浜町
集落又は申し合わせ組
合

6 44 3 1

245610038 小山池 こやまいけ 三重県 南牟婁郡御浜町 大字阪本字小山1540 自然人 自然人 11 29 1 1

245610039 硲池 はざまいけ 三重県 南牟婁郡御浜町 下市木7304 自然人 自然人 7 67 5 1 1

注）　記載内容は、令和３年３月末時点の確定値である。

※1　【防災工事等の対象と実施時期】：対象となる防災工事等について、法の有効期間の前期（Ｒ３～Ｒ７）に着手する又は実施中の場合は「1」、後期（Ｒ８～Ｒ１２）に着手する場合は「2」を記入する。

※2　【経過観察】について、経過観察が必要な場合は「1」を記入する。
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