
1指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等地獄谷新池 じごくだにしんいけ 奈良市 高畑町1541-4丸尾池 まるおいけ 奈良市 横井町956-1平尾池 ひらおいけ 奈良市 古市町13-1広大寺池 こうだいじいけ 奈良市 池田町413-1上鍋池 うわなべいけ 奈良市 法華寺町1824水上池 みずがみいけ 奈良市 佐紀町1193-1菖蒲上池 あやめかみいけ 奈良市 あやめ池北一丁目1370-1蛙股池 かえるまたいけ 奈良市 あやめ池南九丁目1114-1大渕池 おおぶちいけ 奈良市 登美ヶ丘二丁目727-1七条大池 しちじょうおおいけ 奈良市 七条町二丁目736-1貝那木下池 かいなぎしたいけ 奈良市 都祁白石2158桧ヶ谷池 ひのきがたにいけ 奈良市 都祁南之庄桧ヶ谷416中尾谷池 なかおだにいけ 奈良市 白毫寺町306-1古池 ふるいけ 奈良市 白毫寺町971金越池 かねこしいけ 奈良市 白毫寺町807-1紀寺南池 きでらみなみいけ 奈良市 南紀寺町三丁目138-1下池 しもいけ 奈良市 忍辱山町1229上ノ池 かみのいけ 奈良市 鹿野園町221-1新池 しんいけ 奈良市 鹿野園町197-1新池 しんいけ 奈良市 藤原町825-1古池 ふるいけ 奈良市 古市町1860-1島池 しまいけ 奈良市 古市町1848-1鐘池 かねいけ 奈良市 古市町2164-1前池 まえいけ 奈良市 八島町260-1谷田池 たにだいけ 奈良市 窪之庄町658-1東池 ひがしいけ 奈良市 出屋敷町197-3丸⻲池 まるがめいけ 奈良市 北永井町8-1神殿池 こどのいけ 奈良市 神殿町64-1矢の池 やのいけ 奈良市 北永井町483-1小池 こいけ 奈良市 北永井町487-1富池 とみいけ 奈良市 南永井町275-1田中新池 たなかしんいけ 奈良市 田中町102-1他1白川池 しらかわいけ 奈良市 田中町693-1古池 ふるいけ 奈良市 鹿野園町1192佐保田第二池 さほだだいにいけ 奈良市 法蓮町1852-1小鍋池 こなべいけ 奈良市 法華寺町1805-1芝池 しばいけ 奈良市 大安寺町1238-1八上池 はちがみいけ 奈良市 佐紀町2278-1南新池 みなみしんいけ 奈良市 四条大路四丁目209-1大谷池 おおたにいけ 奈良市 山陵町1464-1坊子池 ぼうしいけ 奈良市 山陵町1250-1御前池 おまえいけ 奈良市 山陵町905-1⻑池 ながいけ 奈良市 尼ケ辻北町317-1馬田池 うまだいけ 奈良市 尼ケ辻中町132-1観音池 かんのんいけ 奈良市 ⻄ノ京町340

ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧



2指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧新池 しんいけ 奈良市 五条二丁目540-1野々宮池(中島池） ののみやいけ 奈良市 六条町一丁目766-1山下池 やましたいけ 奈良市 押熊町1432-1奥山田池 おくやまだいけ 奈良市 押熊町1526-1蛭池 ひるいけ 奈良市 押熊町238-1カゴ池 かごいけ 奈良市 押熊町2153-1後谷池 うしろたにいけ 奈良市 中山町1189-1二ツ池 ふたついけ 奈良市 押熊町1402-1乾池 いぬいいけ 奈良市 秋篠町1449-1北新池 きたしんいけ 奈良市 秋篠町977-1南新池 みなみしんいけ 奈良市 秋篠町579-1大池(敷島) おおいけ(しきしま) 奈良市 敷島町一丁目1102-1新池 しんいけ 奈良市 ⻄⼤寺新池町1731-1⻘池 あおいけ 奈良市 ⻄⼤寺⻯王町⼀丁目1627-1八王子池 はちおおじいけ 奈良市 宝来四丁目605-1新池 しんいけ 奈良市 宝来五丁目524-1眞池 しんいけ 奈良市 平松一丁目744-1六条池 ろくじょういけ 奈良市 宝来五丁目280-1にごり池 にごりいけ 奈良市 宝来町1320-1井田池 いだいけ 奈良市 法蓮町526-1東坂下池 ひがしさかしもいけ 奈良市 中町4968-1古新池 ふるしんいけ 奈良市 東九条町1114-1牛池 うしいけ 奈良市 東九条町744-1古池 ふるいけ 奈良市 東九条町743-1大永池 おおながいけ 奈良市 東九条町327-1五徳池 ごとくいけ 奈良市 北之庄町723-1ガマ池 がまいけ 奈良市 今市町345-1上池（六条） かみいけ（ろくじょう） 奈良市 六条町三丁目873-1馬場池 ばばいけ 奈良市 七条町二丁目656-1奥甚池 おくじんいけ 奈良市 七条⻄町⼀丁目630-1大久保池 おおくぼいけ 奈良市 都祁白石町1056-1荒池 あらいけ 奈良市 高畑町1140 他新池 しんいけ 奈良市 横井町900-1上の池 かみのいけ 奈良市 窪之庄町238-1佐保田第一池 さほだだいいちいけ 奈良市 法蓮町1851-1柏木北池 かしわぎきたいけ 奈良市 柏木町589-1丸池 まるいけ 奈良市 尼ヶ辻⻄町1029-1仏池 ほとけいけ 奈良市 押熊町2368-1清水池 しみずいけ 奈良市 八条町1-1トロ池 とろいけ 奈良市 杏町555貝那木中池 かいなぎなかいけ 奈良市 都祁白石町2140-1貝那木上池 かいなぎかみいけ 奈良市 都祁白石町2150-1新池 しんいけ 奈良市 都祁南之庄町346-1上吉堂池 かみよしどういけ 奈良市 佐紀町3058-1下吉堂池 しもよしどういけ 奈良市 佐紀町3067-1



3指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧今池 いまいけ 奈良市 菅原町660-1松塚池 まつづかいけ 大和高田市 松塚115三角池 さんかくいけ 大和高田市 東中186⻄代池 にしんだいいけ 大和高田市 野口1秋吉池 あきよしいけ 大和高田市 秋吉200田井池 たいいけ 大和高田市 田井1新池 しんいけ 大和高田市 材⽊町418-1+418−2+418−3古池（三倉堂池） ふるいけ（みくらどういけ） 大和高田市 ⻄三倉堂2丁目629−1+629-2三ツ池 みついけ 大和高田市 市場１番古池 ふるいけ 大和高田市 曽大根200番1奥田池 おくだいけ 大和高田市 奥田217-1大谷口池 おおたにぐちいけ 大和郡山市 ⽮⽥町3319−1矢田下池 やたしもいけ 大和郡山市 ⽮⽥町3439−1並池 ならびいけ 大和郡山市 山田町426小林下池 こばやししもいけ 大和郡山市 小林町399-1露ナシ池 つゆなしいけ 大和郡山市 矢田町3383-1大谷池 おおたにいけ 大和郡山市 城町25-1クチナシ池 くちなしいけ 大和郡山市 九条町485-1九条新池 くじょうしんいけ 大和郡山市 九条町391-2野上池 のがみいけ 大和郡山市 観音寺町22-1大垣内池 おおがいといけ 大和郡山市 下三橋町96南僧坊谷池 みなみそうぼうたにいけ 大和郡山市 ⽮⽥町3436−1（上池）、3437-1（下池）頂池 いただきいけ 大和郡山市 矢田町3434-1池谷中池 いけたになかいけ 大和郡山市 矢田町3438-1神殿池 おさぎさんいけ 大和郡山市 山田町536-1倉持池 くらもちいけ 大和郡山市 矢田町5697-1大池 おおいけ 大和郡山市 矢田山町104-1笹尾上池 ささおかみいけ 大和郡山市 小泉町2945-1笹尾下池 ささおしもいけ 大和郡山市 小泉町2944-1北久保池 きたくぼいけ 大和郡山市 小泉町861-1池之内古池 いけのうちふるいけ 大和郡山市 池之内町561-1池之内新池 いけのうちしんいけ 大和郡山市 池之内町562-1田中上池 たなかかみいけ 大和郡山市 田中町746-1田中下池 たなかしもいけ 大和郡山市 田中町762-1鴨池 かもいけ 大和郡山市 新木町460-1小南新池 こみなみしんいけ 大和郡山市 小南町2本庄池 ほんじょういけ 大和郡山市 本庄町56-1天井池 てんじょういけ 大和郡山市 天井町202-1杉古池 すぎふるいけ 大和郡山市 杉町283-1大将軍池 たいしょうぐんいけ 大和郡山市 若槻町342-1的場新池 まとばしんいけ 大和郡山市 大江町144-3発志院南池 はっしいんみなみいけ 大和郡山市 発志院町232-1千束池 せんぞくいけ 大和郡山市 白土町1-1白土下池 しらつちしもいけ 大和郡山市 白土町501-1白土上池 しらつちかみいけ 大和郡山市 白土町502-1



4指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧井⼾野古池 いどのふるいけ 大和郡山市 井⼾野町59-1井⼾野新池 いどのしんいけ 大和郡山市 井⼾野町40-1菩提池 ぼだいいけ 大和郡山市 小泉町2389-1ナギナタ池 なぎなたいけ 大和郡山市 小泉町2249御庭池 おにわいけ 大和郡山市 小泉町2238小林上池 こばやしかみいけ 大和郡山市 小林町401-1小林中池 こばやしなかいけ 大和郡山市 小林町400-1筒井新池 つついしんいけ 大和郡山市 筒井町279-1葛上池 くずかみいけ 大和郡山市 横田町1033-1横田下池 よこたしもいけ 大和郡山市 横田町179-1櫟枝池 いちえだいけ 大和郡山市 櫟枝町156-1鉾立池 ほこたていけ 大和郡山市 新庄町1-1八条南池 はちじょうみなみいけ 大和郡山市 八条町100-1峠池上池 とうげいけかみいけ 大和郡山市 ⽮⽥町2175−1峠池下池 とうげいけしもいけ 大和郡山市 ⽮⽥町2180−1矢田新池 やたしんいけ 大和郡山市 ⽮⽥町1805−1深谷池 ふかたにいけ 大和郡山市 ⽮⽥町3559−1瀬⼾⾕池 せとだにいけ 大和郡山市 ⽮⽥町1447−1⻘池 あおいけ 大和郡山市 九条町1042-1奥畑池 おくばたいけ 大和郡山市 ⼭⽥町673−1山田新池 やまだしんいけ 大和郡山市 山田町627アグラ池 あぐらいけ 大和郡山市 矢田町5922トウシ池 とうしいけ 大和郡山市 矢田町5884塚本池 つかもといけ 大和郡山市 満願寺町444−1⼩南⻄池 こみなみにしいけ 大和郡山市 ⼩南町1−1芦ヶ池 あしがいけ 大和郡山市 新木町523-1、524-1丸田池 まるたいけ 大和郡山市 筒井町485-1蓮池 はすいけ 大和郡山市 伊豆七条町10-1鷺池 さぎいけ 大和郡山市 城⾒町561−1米田池 こめだいけ 大和郡山市 小泉町2816椎木上池 しぎかみいけ 大和郡山市 椎木町3-1椎木下池 しぎしもいけ 大和郡山市 椎木町4-1横田新池 よこたしんいけ 大和郡山市 横田町310-1堀田池 ほったいけ 天理市 蔵之庄町503-1弁才天中池 べんざいてんなかいけ 天理市 楢町584-1弁才天下池 べんざいてんしもいけ 天理市 楢町578-1別所大池 べっしょおおいけ 天理市 別所町708-1大津田池 おおつだいけ 天理市 二階堂上ノ庄町215-1東⻄井⼾堂町新池(旧：東井⼾堂新池) とうざいいどうどうちょうしんいけ 天理市 東井⼾堂町398-1南菅田南池 みなみすがたみなみいけ 天理市 二階堂南菅田町48-1勾田新池 まがたしんいけ 天理市 勾田町454-1東井⼾堂東池 ひがしいどどうひがしいけ 天理市 東井⼾堂町265-1嘉幡東池 かばたひがしいけ 天理市 嘉幡町1-1大南池 おおみなみいけ 天理市 合場町39-1栗ノ瀬池 くりのせいけ 天理市 合場町120-1



5指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧⻄井⼾堂南池 にしいどどうみなみいけ 天理市 ⻄井⼾堂町250-1越川池 こしかわいけ 天理市 福知堂町10-1庵治池 おうじいけ 天理市 庵治町428-1佐保庄新池 さほのしょうしんいけ 天理市 佐保庄町177-1大塚池 おおつかいけ 天理市 福知堂町256-1佐保庄中池(旧：竹之内中池) さほのしょうなかいけ 天理市 竹之内町636-1⻑柄新池 ながらしんいけ 天理市 ⻑柄町698-1新泉南池 にいずみみなみいけ 天理市 新泉町246-1ひし池 ひしいけ 天理市 柳本町1112泥池 どろいけ 天理市 柳本町1869鎌研池 かまとぎいけ 天理市 渋谷町575記念池 きねんいけ 天理市 柳本町2949-1石川池 いしかわいけ 橿原市 石川町598-1古池 ふるいけ 橿原市 南浦町435-1鳥屋池 とりやいけ 橿原市 鳥屋町236小屋谷池 こやたにいけ 橿原市 鳥屋町470新池 しんいけ 橿原市 高殿町23-1他新口池 にのくちいけ 橿原市 新口町1-52醍醐池 だいごいけ 橿原市 醍醐町31他新池 しんいけ 橿原市 膳夫町12-1,32-1地⻩桜池 ぢおうさくらいけ 橿原市 地⻩町103他縄手池 なわていけ 橿原市 縄手町390-1他観音寺上東池 かんのんじうえひがしいけ 橿原市 観音寺町758四条東池 しじょうひがしいけ 橿原市 四条町263-1,262-2新池 しんいけ 橿原市 小綱町179-1他観⾳寺⻄池 かんのんじにしいけ 橿原市 観音寺町511-1地蔵院池 じぞういんいけ 橿原市 慈明寺町300他大谷北池 おおたにきたいけ 橿原市 大谷町137豊田新池 とよだしんいけ 橿原市 豊田町176他太田市池 おだいちいけ 橿原市 太田市町54-1四条⻄池 しじょうにしいけ 橿原市 山本町23-1他⻄垣内池 にしがいといけ 橿原市 山本町133-1佃池 つくだいけ 橿原市 南八木町47-1山本池 やまもといけ 橿原市 山本町184-1宮ノ前池 みやのまえいけ 橿原市 南浦町610大谷南池 おおたにみなみいけ 橿原市 大谷町124-1光陽池 こうよういけ 橿原市 光陽町180、181〜184樋口池 ひぐちいけ 橿原市 木原町103-1,107-2⿊⽥池 くろだいけ 橿原市 膳夫町693-1他南谷池 みなみたにけ 橿原市 南山町1093北越智池 きたおちいけ 橿原市 北越智町163渋柿池 しびがきいけ 橿原市 一町818城ノ越池 しろのこしいけ 橿原市 一町772大池 おおいけ 桜井市 箸中786井寺下池 いでらしもいけ 桜井市 三輪1365



6指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧井寺上池 いでらかみいけ 桜井市 三輪1285大福池 だいふくいけ 桜井市 ⼤福310〜319 458〜467勝山池 かつやまいけ 桜井市 東田363-1、363-2丸池 まるいけ 桜井市 芝1501巻の内新池 まきのうちしんいけ 桜井市 巻野内326-2、429平田池(しん池) ひらたいけ 桜井市 芝1291別所谷池 べっしょだにいけ 桜井市 茅原761豊田池 とよだいけ 桜井市 豊田247-2、247-3北池 きたいけ 桜井市 芝1088久ノ本池(新池) ひさのもといけ 桜井市 茅原354弁天池 べんてんいけ 桜井市 芝1088文殊池 もんじゅいけ 桜井市 阿部694〜700草川池 くさかわいけ 桜井市 草川128-1、128-2新池 しんいけ 桜井市 三輪559⻑門池 ながといけ 桜井市 阿部606豊前池 ぶんぜいけ 桜井市 豊前77-2,77-3吉備池 きびいけ 桜井市 吉備60かんす池 かんすいけ 桜井市 阿部690-1前川池 まえがわいけ 桜井市 高田35城後谷池 じょうごたにいけ 五條市 久留野町356庄利池 しょりいけ 五條市 大野町254-1大池 おおいけ 五條市 原町640-1、山田町400-1大池 おおいけ 五條市 御山町802-1、803-1広喜池 こうきいけ 五條市 御山町847-1双又池 ふたまたいけ 五條市 御山町839-1⻑尾池 ながおいけ 五條市 三在町912-1ドンド池 どんどいけ 五條市 久留野町776-1上之大池 かみのおおいけ 五條市 上之町525-1、525-2畑田上池 はたけだうえいけ 五條市 野原中二丁目2257-2秋日谷池 あけびだにいけ 五條市 居傳町658-1山伏谷池 やまふしたにいけ 五條市 ⻄阿⽥町334-1浄ヶ谷池 じょうがだにいけ 五條市 相谷町32-1ハサマ池 はさまいけ 五條市 上之町195-1東池 ひがしいけ 五條市 釜窪町1176,1178,1179,1180,1181柳谷下池 やなぎたにしもいけ 五條市 阪合部新田町418-1篭池 かごいけ 五條市 釜窪町1120-1木ノ尾下池 きのおしもいけ 五條市 出屋敷町362-1北谷池 きたたにいけ 五條市 近内町1093-1大池 おいけ 五條市 近内町1090-1⻑⾕⾕池 はせだにいけ 五條市 居傳町722-1高取池 たかとりいけ 五條市 ⻄河内町540-1片平池 かたひらいけ 五條市 近内町99-1高谷池 たかたにいけ 五條市 岡町3196-1古寺池 ふるでらいけ 五條市 三在町525-1一本松池 いっぽんまついけ 五條市 三在町569-1



7指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧塚池 つかいけ 五條市 三在町507-1矢谷池 やだにいけ 五條市 ⻄河内町1170-1平木池 ひらきいけ 五條市 上之町123-1成佛池 じょうぶついけ 五條市 上之町18-1矢谷下池 やたにしもいけ 五條市 ⻄河内町1169-1荒坂池(上池) あらさかいけ(かみいけ) 五條市 今井町1140-1,1395-5荒坂池(下池) あらさかいけ(しもいけ) 五條市 今井町1139-1溝尾池 みぞおいけ 五條市 中之町1607-1栗ノ谷池 くりのたにいけ 五條市 中之町1423-1九度尾池 くどおいけ 五條市 田園四丁目4古池 ふるいけ 五條市 岡町1396-1、1396-乙⻘楚池 あおそいけ 五條市 岡町2463-1飛日川池 とびがわいけ 五條市 田園四丁目100上ノ池 かみのいけ 五條市 今井町1903-1大谷大池 おおたにおおいけ 五條市 岡町3351-1名ヶ谷池 みょうがだにいけ 五條市 中之町648-1松原共有池 わたくしいけ 五條市 今井町1156-1⻄⼭池 にしやまいけ 五條市 岡町2031-1松原大池 まつばらおおいけ 五條市 今井町1154-1               宮ノ谷池 みやのたにいけ 五條市 今井町1547-1松ケ坂池 まつがさかいけ 五條市 中之町502-1弥三谷池 やそだにいけ 五條市 釜窪町273-1大谷池 おおたにいけ 五條市 釜窪町759-1ひらんじ池 ひらんじいけ 五條市 釜窪町518-1天王池 てんのういけ 五條市 下之町368-1権六池 ごんろくいけ 五條市 野原東五丁目481-1小中代上池 こなかだいかみいけ 五條市 牧町959-1畑ノ垣内上池 はたのかいとかみいけ 五條市 牧町928-1小中代下池 こなかだいしもいけ 五條市 牧町958-1生蓮寺池 しょうれんじいけ 五條市 二見七丁目602、1392-1栢ヶ谷池 かやがたにいけ 五條市 二見七丁目578畑田下池 はたけだしたいけ 五條市 野原中二丁目2244-1、2245、2246、2255、2256-2、2267、2268、2269、2270、2271、2272 畑ノ垣内下池 はたのかいとしたいけ 五條市 牧町929-1、930-1                          新池 しんいけ 五條市 牧町907-1奥の谷池 おくのたにいけ 五條市 野原町1164-1新池 しんいけ 五條市 牧町798-1、801ヨノフ池 よのふいけ 五條市 牧町不明菖蒲谷池 しょうぶたにいけ 五條市 牧町652-1⻄新池 にししんいけ 五條市 釜窪町1307-1,1307-6樋の口池 ひのくちいけ 五條市 牧町1334-1さら池 さらいけ 五條市 牧町687-1上田新池 うえだしんいけ 五條市 野原町1124-1上田古池 うえだふるいけ 五條市 野原町1107-1姫谷上池 ひめだにかみいけ 五條市 霊安寺町2212-1、⻄吉野町湯塩1168姫谷下池 ひめだにしたいけ 五條市 霊安寺町2213-1、⻄吉野町湯塩1166



8指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧⻑池 ながいけ 五條市 中町265-1,266-1山本池 やまもといけ 五條市 ⿊駒町580-1徳池 とくいけ 五條市 中町419-1中町新池 なかちょうしんいけ 五條市 中町433-1、434、435二又池 ふたまたいけ 五條市 中町440-1中池 なかいけ 五條市 中町439-1大池 おいけ 五條市 中町438-1アセボ池 あせぼいけ 五條市 丹原町962-1大池 おおいけ 五條市 丹原町935-1新池 しんいけ 五條市 丹原町986-1平池 ひらいけ 五條市 大野町471-1新池 しんいけ 五條市 御山町836-1⻘池 あおいけ 五條市 阪合部新田町442-1大池 おいけ 五條市 山陰町486、487-1毘沙門池 びしゃもんいけ 五條市 表野町561-1山口池 やまぐちいけ 五條市 近内町755-1,755-6山の原池 やまのはらいけ 五條市 釜窪町1313-1下池 しもいけ 五條市 東阿田町263-1湯屋谷池 ゆやだにいけ 五條市 木ノ原町413-1常願坊池 じょうがんぼういけ 五條市 御山町332-1新池 しんいけ 五條市 東阿田町227-1琵琶谷池 びあんたにいけ 五條市 ⻄阿⽥町715-1平田池 ひらたいけ 五條市 南阿田町703音池 おといけ 五條市 原町642-1、山田町335-1峠池 とうげいけ 五條市 滝町1097-1中池 なかいけ 五條市 原町461-1、山田町364-1新池 しんいけ 五條市 南阿田町678-1・678-3合併、678-2円坊下池 えんぼうしもいけ 五條市 滝町162-1犬飼大池 いぬかいおおいけ 五條市 釜窪町1153-1円坊池 えんぼういけ 五條市 滝町164-1久保山池 くぼやまいけ 五條市 阪合部新田町5-1、火打町626-1 柳谷上池 やなぎたにかみいけ 五條市 阪合部新田町426-1釜の中池 かまのなかいけ 五條市 生子町86-1御池 おいけ 五條市 ⻄吉野町滝481-1、481-5⻄ヶ⾕池 にしがたにいけ 五條市 二見三丁目368-1、368-3、368-4、370寄会池 よりあいいけ 五條市 今井町1341-1池ノ側池 いけのがわいけ 五條市 岡町2273-1平池 ひらいけ 五條市 表野町523-1庚申池 こうしんいけ 五條市 表野町254-1呉ケ谷池 くれがたにいけ 五條市 二見七丁目601-1,601-2瀧屋谷池 たきやたにいけ 五條市 大澤町1083-1上池 うえいけ 五條市 今井町不明後池 うしろいけ 五條市 中之町1664-1大池 おおいけ 五條市 東阿田町180-1垣内池 かいといけ 五條市 中之町1359-1



9指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧かんご池 かんごいけ 五條市 相谷町不明北田池 きただいけ 五條市 丹原町213-1車池 くるまいけ 五條市 今井町1342-1コミツ池 こみついけ 五條市 今井町1029-1金剛寺池 こんごうじいけ 五條市 ⻄河内町534-1上池 かみいけ 五條市 今井町1344-1新池 しんいけ 五條市 今井町1339-1新池 しんいけ 五條市 相谷町81-1サクライ池 さくらいいけ 五條市 中之町1665-1坊主池 ぼうずいけ 五條市 三在町984-1中池 なかいけ 五條市 今井町1345-1中⻄池 なかにしいけ 五條市 相谷町513-1中山池 なかやまいけ 五條市 中之町1739-1、1740-1⻄⾶ケ尾池 にしとびがおいけ 五條市 田園四丁目17上池 かみいけ 五條市 今井町1343-1ハス池 はすいけ 五條市 釜窪町1026-1馬頭池 ばとういけ 五條市 今井町1085-1雫谷池 しずくたにいけ 五條市 釜窪町1233-1カミヤ池 かみやいけ 五條市 ⻄河内町144-1コモヤ池 こもやいけ 五條市 下之町357-1槙野池 まきのいけ 五條市 釜窪町1345-1釜窪第1池 かまくぼだいいちいけ 五條市 釜窪町1348-1中川池 なかがわいけ 五條市 釜窪町510-1中の池 なかのいけ 五條市 中之町958-1古池 ふるいけ 五條市 島野町472-1新池 しんいけ 五條市 ⻄吉野町滝444-1第二調整池 だいにちょうせいいけ 五條市 出屋敷町361-3、近内町1102-1調整池 ちょうせいいけ 五條市 田園五丁目118新池 しんいけ 五條市 島野町480-1ツンボ池 つんぼいけ 五條市 今井町1111-1アンタメ池 あんためいけ 五條市 今井町1110-1⻑尾池 ながおいけ 五條市 今井町1023-1ヲサイ谷池 をさいだにいけ 五條市 今井町1109-1下池 しもいけ 五條市 今井町1022-1上池 うえいけ 五條市 今井町1021-1油池 あぶらいけ 五條市 今井町1055-1山本池 やまもといけ 五條市 今井町1041-1松原私池 まつばらわたくしいけ 五條市 今井町1151-1私池 わたくしいけ 五條市 今井町1155-1小山池 こやまいけ 五條市 今井町1044-1弓池 ゆみいけ 五條市 今井町1340-1国の木池 こくのぎいけ 五條市 今井町992-1宮ノ元池 みやのもといけ 五條市 今井町1546-1石橋池 いしばしいけ 五條市 なつみ台一丁目131石橋池 いしばしいけ 五條市 木ノ原町986-1



10指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧花坂池 はなさかいけ 五條市 なつみ台一丁目132森ノ谷池 もりのたにいけ 五條市 釜窪町1346-1墓の上池 はかのうえいけ 五條市 釜窪町1375-1筏谷池 いかだやいけ 五條市 相谷町518-1第三調整池 だいさんちょうせいいけ 五條市 出屋敷町361-9木ノ尾池 きのおいけ 五條市 出屋敷町186-4,186-32新池 しんいけ 御所市 櫛羅1628出走池 ではしりいけ 御所市 池之内112條大池 じょうおおいけ 御所市 條473大池 おおいけ 御所市 古瀬131室新池 むろしんいけ 御所市 室1206鴨谷池 かもだにいけ 御所市 柏原1631大乗池 だいじょういけ 御所市 ⼾⽑12大正池 たいしょういけ 御所市 櫛羅1535-1廻の柳池 まわりのやなぎいけ 御所市 池之内679-1東松本中池 ひがしまつもとなかいけ 御所市 櫛羅193木寅池 きとらいけ 御所市 櫛羅1144新池 しんいけ 御所市 ⼾⽑63新掘池 しんぼりいけ 御所市 櫛羅248-1他新池 しんいけ 御所市 玉手166-6他新池 しんいけ 御所市 古瀬289下中島池 したなかじまいけ 御所市 楢原461大師池 だいしいけ 御所市 楢原925小池 こいけ 御所市 古瀬127瓜生総池 うりゅうそういけ 生駒市 高山町169-1・2岩井谷池 いわいだにいけ 生駒市 北田原町424・425辻本池 つじもといけ 生駒市 高山町5556-1・2大八丁池 おおばっちょいけ 生駒市 高山町5410-1・2甚池 じんいけ 生駒市 ⻄⽩庭台2丁目1-3馬場池 ばばいけ 生駒市 高山町12685-1・2だらけ池 だらけいけ 生駒市 北田原町952-1・2二ツいけ下池 ふたついけしもいけ 生駒市 北田原町2351-1・2鳥見浦池 とりみうらいけ 生駒市 南田原町310-1・2庭池 かどいけ 生駒市 南田原町2380留池 とめいけ 生駒市 高山町11052-1・2本久池 もとひさいけ 生駒市 高山町10516上池 かみいけ 生駒市 鹿畑町1269-1・2下池 しもいけ 生駒市 鹿畑町1289-1・2伊三池（総池） いさいけ 生駒市 高山町8035-1・2⻄⼭池 にしやまいけ 生駒市 南田原町2144-64新池 しんいけ 生駒市 南田原町2144-61-2大池 おおいけ 生駒市 南田原町470-1・2ドノ池 どのいけ 生駒市 南田原町1100-1・2中山池 なかやまいけ 生駒市 小明町260-1・2別所池 べっしょいけ 生駒市 俵口町195-1・2・4



11指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧喜里池 きりいけ 生駒市 南田原町2063-1・2大神池 おおがみいけ 生駒市 上町2222-1・2松田池 まつだいけ 生駒市 南田原町770-1・2⻄川⼤池 にしかわおおいけ 生駒市 南田原町752-1・2疋田新池 ひきたしんいけ 生駒市 南田原町966-1・2疋田南谷池 ひきたみなみだにいけ 生駒市 南田原町1001-1・2稲倉下池 いなくらしもいけ 生駒市 小明町1793-2・9畑前池 はたまえいけ 生駒市 小明町1756-1・2充満池（十万池） じゅうまんいけ 生駒市 あすか野南2丁目280-1・2⻑池 ちょういけ 生駒市 上町1597-1・2三笠池 さんがさいけ 生駒市 ⻄菜畑町1959庄六池 しょうろくいけ 生駒市 辻町898-1・2赤坂池 あかさかいけ 生駒市 辻町15-1・2中谷池 なかたにいけ 生駒市 東生駒2丁目477-1・2勝池 まさるいけ 生駒市 東菜畑2丁目769-1・2後谷奥池 ごたにおくいけ 生駒市 壱分町1054-1・2大谷池 おおたにいけ 生駒市 壱分町1498-1・2池原池 いけはらいけ 生駒市 壱分町1346-1・2新池 しんいけ 生駒市 有里町355-1・2向池 むかいいけ 生駒市 有里町241-1・2大池 おおいけ 生駒市 有里町344-1・2⻄池 にしいけ 生駒市 萩原町178⻑⾕池 はせいけ 生駒市 小平尾町1390-1・2北池 きたいけ 生駒市 壱分町995-1・2すがた池 すがたいけ 生駒市 壱分町521-1・2末谷池 すえだにいけ 生駒市 小瀬町879-1・2こんぴら池 こんぴらいけ 生駒市 小瀬町888-1・2疋田中池 ひきたなかいけ 生駒市 南田原町882-1・2新池 しんいけ 生駒市 小平尾町659藤城池 ふじしろいけ 生駒市 小平尾町1808-1三ツ割池 みつわりいけ 生駒市 高山町5145-1・2ツキトハタ池 つきとはたいけ 生駒市 乙田町571-1・2 572-1・2大藤切池 おおふじきりいけ 生駒市 俵口町2112-1・2⿊添池 くろんどいけ 生駒市 高山町5019-1・2休場池 やすんばいけ 生駒市 俵口町2115-1・2馬池 うまいけ 生駒市 俵口町2110二ツいけ上池 ふたついけうわいけ 生駒市 北田原町2347-1精治池 せいじいけ 生駒市 高山町8416-1・2⿊添⻄池 くろんどにしいけ 生駒市 高山町5036-1・2南堂野池 みなみどのいけ 生駒市 南田原町1071-1・2動々池 どうどういけ 生駒市 俵口町2105-1・2どんでん池 どんでんいけ 生駒市 小明町1742-1・2今中池 いまなかいけ 生駒市 元町2丁目542-1・2ムノ峯下池 むのみねしもいけ 生駒市 辻町551-1・2矢野池 やのいけ 生駒市 辻町550-1・2



12指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧あしやくち池 あしやくちいけ 生駒市 壱分町673-1・2新池 しんいけ 生駒市 ⻤取町466今池 いまいけ 生駒市 有里町446-1大磐城池 だいはんじょういけ 生駒市 小平尾町1280-1・2袋谷池 ふくろたにいけ 生駒市 小平尾町521-1塔本池 とうもといけ 生駒市 小平尾町264-1・2下池畑池 しもいけはたいけ 生駒市 南田原町483-1・2東池（蓮池） ひがしいけ 生駒市 上町2804仁左衛門池 にざえもんいけ 生駒市 北田原町826-1・2⻄⼩⾕池 にしこたにいけ 生駒市 辻町157-1・2疋田上池 ひきたうわいけ 生駒市 南田原町871-1・2どんでん立合池 どんでんたちあいいけ 生駒市 辻町921-1・2どんでん南新池 どんでんみなみしんいけ 生駒市 小明町1737-1・2旗尾池 はたおいけ 香芝市 関屋北1丁目1353〜1358旗尾下池 はたおしもいけ 香芝市 上中1284,1286〜1289鎌田新池 かまだしんいけ 香芝市 鎌田237-1,238-1粕池 かすいけ 香芝市 畑5丁目1834,1842-1白金池 しろがねいけ 香芝市 畑1903-1,2逢坂下池 おうさかしもいけ 香芝市 逢坂1032-2郡ヶ池 こおりがいけ 香芝市 穴虫2020ガモ池 がもいけ 香芝市 今泉908-1上ノ池 かみのいけ 香芝市 畑2120古池 ふるいけ 香芝市 良福寺665-1良福寺新池 りょうふくじしんいけ 香芝市 良福寺520今池 いまいけ 香芝市 下⽥⻄3丁目238-1⻑池 ながいけ 香芝市 五位堂621角田池 すみだいけ 香芝市 鎌田112-1廻り池 まわりいけ 香芝市 狐井546狐井新池 きついしんいけ 香芝市 狐井105-1松陰池 まつかげいけ 香芝市 穴虫556蓮池 はすいけ 香芝市 別所264-1改正池 かいせいいけ 香芝市 狐井504尼寺菰池 にんじこもいけ 香芝市 尼寺384⻘池 あおいけ 香芝市 今泉729-1〜3替地新池 かわちしんいけ 香芝市 鎌田515ウト池 うといけ 香芝市 逢坂1丁目519-1橋詰池 はしづめいけ 香芝市 瓦口612藪ノ尻池 やぶのしりいけ 香芝市 畑280-1,-2カンセ池 かんせいけ 香芝市 逢坂2丁目676-1ミヨコ池 みよこいけ 香芝市 穴虫2527穴虫ハス池 あなむしはすいけ 香芝市 穴虫1543吉ヶ池 よしがいけ 香芝市 磯壁1丁目804-1中の池 なかのいけ 香芝市 下田東5丁目721弁才池 べっさいけ 香芝市 穴虫1502論ヶ池 ろんがいけ 香芝市 下田東5丁目638



13指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧小山池 こやまいけ 香芝市 今泉791-1,-2万ヶ池 まんがいけ 香芝市 下田東5丁目630分川下池 ぶんがわしもいけ 香芝市 平野418分川池 ぶんがわいけ 香芝市 今泉1059−1〜4、1060−1ヨシガ池 よしがいけ 香芝市 関屋1113コモ池 こもいけ 香芝市 下田東三丁目1212-1土山池 どやまいけ 香芝市 瓦口1076-1ヤブツ池 やぶついけ 香芝市 穴虫1533春日野池 かすがのいけ 香芝市 畑3丁目808-1穴虫新池 あなむししんいけ 香芝市 穴虫2436-1今清水池 いましみずいけ 香芝市 穴虫2435-1、-2香の池 こうのいけ 香芝市 磯壁1丁目1050-1畑新池 はたあたらしいけ 香芝市 畑6丁目40-1、-2千股池 ちまたいけ 香芝市 良福寺579磯壁新池 いそかべしんいけ 香芝市 磯壁466滝ケ原池 たきがはらいけ 香芝市 平野791張ヶ谷池 はりがたにいけ 香芝市 畑6丁目1860疋田池 ひきだいけ 葛城市 疋田9-1東室池 ひがしむろいけ 葛城市 東室230笛堂池 ふえどういけ 葛城市 笛堂410北道穂池 きたみつぼいけ 葛城市 北道穂100-1⻄室池 にしむろいけ 葛城市 ⻄室1-1柿本池 かきのもといけ 葛城市 柿本145-1,150-1,152-1,151,153-1白光田池 はっこうだいけ 葛城市 北花内51-1新町池 しんまちいけ 葛城市 新町5-1ハス池 はすいけ 葛城市 中⼾343三才池 さんさいいけ 葛城市 北花内113-1中⼾新池 なかどしんいけ 葛城市 中⼾365,366-1,366-2皿池 さらいけ 葛城市 中⼾311-1善海池 ぜんかいいけ 葛城市 葛木209南花内新池 みなみはなうちしんいけ 葛城市 南花内173−1,173-5,174-1,174-2,175-1,175-2,176-1,176-2,177,178-1,178-2,180-1,181-1塩ノ谷池 しおのたにいけ 葛城市 中⼾694−1和田大池 わだおおいけ 葛城市 寺口1110-1岡田池 おかだいけ 葛城市 中⼾669−1大屋下池 おおやしもいけ 葛城市 寺口531,539,1221,1222大屋上池 おおやかみいけ 葛城市 寺口571-1上池 かみいけ 葛城市 南藤井266−1内池 うちいけ 葛城市 南藤井214外池 そといけ 葛城市 南藤井236-1北浦池 きたうらいけ 葛城市 ⼭⽥272−1林堂新池 はやしどうしんいけ 葛城市 林堂250−1土屋池 つちやいけ 葛城市 林堂215⻄辻新池 にしつじしんいけ 葛城市 ⻄辻195-1大堀池 おおほりいけ 葛城市 ⻄辻250忍海池 おしみいけ 葛城市 忍海503-2



14指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧銭取池 ぜにとりいけ 葛城市 寺口1197滝ノ本池 たきのもといけ 葛城市 寺口170-2仁王門池 におうもんいけ 葛城市 寺口365-1三宝池 さんぽういけ 葛城市 寺口226,230-1,231,231-1大中池 おおなかいけ 葛城市 寺口992-2岩谷池 いわやいけ 葛城市 寺口1426-2,1441,1432-3,1426-3,1427,1453,1434,1436,1437,1438,1439,1440-1,1440-3,1441,1442-1,1442-2,1423-3,2261下池 しもいけ 葛城市 山田341-1丸池 まるいけ 葛城市 山田111-1間原池 まのはらいけ 葛城市 山田316-1古池 ふるいけ 葛城市 林堂492-1ダイゴン池 だいごいけ 葛城市 ⻄辻359ゴンタ池 ごんたいけ 葛城市 ⻄辻345-1山田新池 やまだしんいけ 葛城市 平岡99,241,247-2,538-2,山田322,323,324,南花内302-2嶋谷池 しまたにいけ 葛城市 笛吹93石佛池 いしぼとけいけ 葛城市 笛吹353-2,353-1,353-3,354-1,354-2,355-1,355-2,356-2押上池 おしあげいけ 葛城市 笛吹215-2,215-3,216-2,217,218,228-2,232,233-1,233-2,345,346,347,348-1,348-2,350-2,350-3,632下新池 しもしんいけ 葛城市 笛吹247-1,254-1,254-2,254-3,254-4,255,244-4,256,257-1,257-2,258-2,266-1,266-2,266-3,301-4脇田新池 わきたしんいけ 葛城市 脇田378-6脇田大池 わきたおおいけ 葛城市 脇田383,笛吹383柳辻小池 やなぎつじこいけ 葛城市 脇田386-1柳辻池 やなぎつじいけ 葛城市 脇田499-1日野谷池 ひのたにいけ 葛城市 平岡610-1奧池 おくいけ 葛城市 平岡526上新池 かみしんいけ 葛城市 笛吹1,3,4,5,平岡138,139,140,141,142,143,山田325-1,325-3神山池 こやまいけ 葛城市 山田326-4ホーラン池 ほーらんいけ 葛城市 笛吹483-1山口大池 やまぐちおおいけ 葛城市 山口135ダブ池 だぶいけ 葛城市 山口174-1,174-2,175,176-1,176-2,178,182,185,186-1,186-2,392大形池 おおがたいけ 葛城市 梅室443小宮明池 こみやかしいけ 葛城市 梅室156-1大宮明池 おおみやかしいけ 葛城市 梅室158ニゴリ池 にごりいけ 葛城市 加守999-1加守北池 きたいけ 葛城市 加守36-1鴨池 かもいけ 葛城市 加守1カンス池 かんすいけ 葛城市 加守1064堂池 どういけ 葛城市 加守1061加守南池 かもりみなみいけ 葛城市 加守923-1補陀落池 ほだらくいけ 葛城市 加守906加守蓮池 かもりはすいけ 葛城市 加守793加守小池 かもりこいけ 葛城市 加守840-1北谷池 きただにいけ 葛城市 新在家415北原池2号 きたはらいけにごう 葛城市 染野603北良池 きたらいけ 葛城市 新在家387玉ヶ池 たまがいけ 葛城市 染野19-1新在家大池 しんざいけおおいけ 葛城市 新在家50



15指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧南良池 みならいけ 葛城市 新在家65-1墓池 はかいけ 葛城市 當麻元當麻方734-1新宮池 しんぐういけ 葛城市 當麻元當麻方911-1地藩池 じばんだいけ 葛城市 當麻元當麻方1729中坊池 なかんぼいけ 葛城市 當麻元當麻方1087勝根池 かつねいけ 葛城市 勝根235-4當麻古池 たいまふるいけ 葛城市 當⿇元⻄中⽅⽊⼾新池 きどしんいけ 葛城市 ⽊⼾77當麻新池 たいましんいけ 葛城市 當⿇元⻄中⽅264論地池 ろんじいけ 葛城市 ⻑尾11亙堂池 かわらどういけ 葛城市 當麻元當麻方83⽊⼾古池 きどふるいけ 葛城市 ⻑尾341-1堂ヶ池 どうがいけ 葛城市 竹内32上池 かみいけ 葛城市 竹内1382峯阪池 みねさかいけ 葛城市 ⻑尾424竹内蓮池 たけうちはすいけ 葛城市 竹内1000立石池 たていしいけ 葛城市 竹内1063-1的場池 まとばいけ 葛城市 竹内983尺土池 しゃくどいけ 葛城市 疋田165樋尻池 ひじりいけ 葛城市 南今市112南今市新池 みなみいまいちしんいけ 葛城市 南今市132八川新池 はちがわしんいけ 葛城市 八川1八川古池 はちかわふるいけ 葛城市 八川280-1藤木池 ふじきのいけ 葛城市 兵家1446寒谷池 かんたにいけ 葛城市 兵家535-1イセ池 いせいけ 葛城市 南今市350二度山池 にどやまいけ 葛城市 兵家847別所池 べっしょいけ 葛城市 兵家851野田谷池 のだたにいけ 葛城市 兵家881,882,884大畑池 おばたけいけ 葛城市 大畑268弥宮池 やみやいけ 葛城市 太田1100-1太田新池 おおたしんいけ 葛城市 太田1164-1池谷池 いけたにいけ 葛城市 當麻元當麻方2南小池 みなみこいけ 葛城市 笛吹492山田池 やまだいけ 葛城市 笛吹164,618-1,618-2石井池 いしいいけ 葛城市 寺口460平岡新池 ひらおかしんいけ 葛城市 平岡18-1宝池 たからいけ 宇陀市 室生向渕4581大池 おおいけ 宇陀市 室生向渕2391鶴ヶ池 つるがいけ 宇陀市 室⽣⻄⾕笠間５号池 かさまごごういけ 宇陀市 榛原笠間2103大池 おおいけ 宇陀市 榛原額井579-1フロノ下池 ふろのしもいけ 宇陀市 室生多田33シラメ池 しらめいけ 宇陀市 室生無山271イナベ下池 いなべしもいけ 宇陀市 室生無山231



16指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧新池 しんいけ 宇陀市 室生無山126ヤンギリ池 やんぎりいけ 宇陀市 室生大野3471奥ノ谷池 おくのたにいけ 宇陀市 菟田野古市場1830-1東平尾団地貯水池 ひがしひらおだんちちょすいち 宇陀市 大宇陀東平尾295⺟⾥⼤池 もりおおいけ 宇陀市 榛原⺟⾥312-1新池 しんいけ 宇陀市 榛原額井396柳池 やなぎいけ 宇陀市 ⼤宇陀関⼾422井ノ本池 いのもといけ 宇陀市 榛原内牧1572-1蓮池 はすいけ 宇陀市 榛原⻑峯250笠間団地１０号貯水池 かさまだんちじゅうごうちょすいち 宇陀市 榛原笠間2842笠神池 かさがみいけ 山辺郡山添村 北野2870−1、−2沢谷池 さわたにいけ 山辺郡山添村 北野1333−1牛ケ塚池 うしかつかいけ 生駒郡平群町 大字椣原341峠池 とうげいけ 生駒郡平群町 大字上庄470-165大岩池（上） おおいわいけ 生駒郡平群町 大字三里1052-1大岩池 おおいわいけ 生駒郡平群町 大字三里1050小谷池 こたにいけ 生駒郡平群町 大字三里963-1堂ノ池 どうのいけ 生駒郡平群町 大字平等寺240-1竹原池 たけはらいけ 生駒郡平群町 大字椿井1273今池 いまいけ 生駒郡平群町 大字越木塚864-1下三ツ池 しもみついけ 生駒郡平群町 大字椿井498-1新池 しんいけ 生駒郡平群町 大字椹原277-1細池 ほそいけ 生駒郡平群町 大字椹原378-1新池 しんいけ 生駒郡平群町 大字越木塚179-1⻲池 かめいけ 生駒郡三郷町 大字立野946番1大池 おおいけ 生駒郡三郷町 大字勢野4107番赤坂池下池 あかさかいけしもいけ 生駒郡三郷町 大字勢野1867番毛無池 けなしいけ 生駒郡斑鳩町 大字法隆寺2870番地天満池 てんまいけ 生駒郡斑鳩町 大字法隆寺3092番地慶花池 けいかいけ 生駒郡斑鳩町 大字法隆寺2459番地桜池 さくらいけ 生駒郡斑鳩町 大字法隆寺2121番地1岡本百舌池 おかもともずいけ 生駒郡斑鳩町 大字岡本1728番地 三本松池 さんぼんまついけ 生駒郡斑鳩町 大字三井1171番地松谷池 まつたにいけ 生駒郡斑鳩町 大字龍田2492番地1粕池 かすいけ 生駒郡斑鳩町 龍田北4丁目2126番地1女郎池 じょろういけ 生駒郡斑鳩町 龍田北4丁目2024番地1守谷上池 もりやかみいけ 生駒郡斑鳩町 龍田北2丁目2765番地守谷中池 もりやなかいけ 生駒郡斑鳩町 龍田北2丁目2790番地守谷下池 もりやしもいけ 生駒郡斑鳩町 龍田北2丁目2793番地1天満上池 てんまかみいけ 生駒郡斑鳩町 大字法隆寺3090番地毛無上池 けなしかみいけ 生駒郡斑鳩町 大字法隆寺2871番地瓦塚池 かわらつかいけ 生駒郡斑鳩町 大字岡本2050番地東町池 ひがしまちいけ 生駒郡斑鳩町 龍田南4丁目251番地1木村池 きむらいけ 生駒郡斑鳩町 龍⽥⻄1丁目1391番地1落⼾池 おちどいけ 生駒郡安堵町 大字東安堵54-1,54-2



17指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧千原池 ちはらいけ 生駒郡安堵町 大字東安堵492、492-2、492-4中池 なかいけ 生駒郡安堵町 大字東安堵493藤池 ふじいけ 生駒郡安堵町 大字東安堵494,494-3下池 しもいけ 生駒郡安堵町 大字東安堵956⽊⼾池 きどいけ 生駒郡安堵町 ⼤字⻄安堵488-1〜9佃池 つくだいけ 生駒郡安堵町 大字笠目1,2-1 1,2-2高瀬池 たかせいけ 生駒郡安堵町 大字笠目476新池 しんいけ 生駒郡安堵町 大字岡崎1-1,1-2,2北野上池 きたのかみいけ 生駒郡安堵町 大字岡崎75-1,75-2柳原古池（北野中池） やなぎはらふるいけ（きたのなかいけ） 生駒郡安堵町 大字岡崎76-1,76-2,76-5,77-1,78-1,90-1,90-3,91-1,91-2伴堂池 ともんどいけ 磯城郡三宅町 伴堂7-1石見新池 いわみしんいけ 磯城郡三宅町 石見163-2外三河池 みかわいけ 磯城郡三宅町 三河781屏風池 びょうぶいけ 磯城郡三宅町 屏風780大垣池 おおがきいけ 磯城郡田原本町 多653-1,653-2赤坂池 あかさかいけ 高市郡高取町 清水台赤坂505藤井新池 ふじいしんいけ 高市郡高取町 藤井大谷口93見佐池 みさいけ 高市郡高取町 兵庫見佐口382高田池 たかだいけ 高市郡高取町 越智南馬場413丹生谷古池 ふるいけ 高市郡高取町 丹生谷古池1746⻄⽥池 にしだいけ 高市郡高取町 寺崎カマタ202新池 しんいけ 高市郡高取町 丹生谷新池峯谷1659、1660蔵垣内池 くらがいといけ 高市郡高取町 市尾蔵垣内711〜713大池 おおいけ 高市郡高取町 谷田ヒガシタニ249,250うしろ谷池 うしろたにいけ 高市郡高取町 与楽ウシロタニ590東池 ひがしいけ 高市郡高取町 市尾東池852-1,852-2宮池 みやいけ 高市郡高取町 田井庄ナカタニ197中井田池 なかいだいけ 高市郡高取町 市尾中井谷22池の奥池 いけのおくいけ 高市郡高取町 藤井池の奥151天満池 てんまいけ 高市郡高取町 市尾天満752小田池 おだいけ 高市郡高取町 市尾小田229トラノオク池 とらのおくいけ 高市郡高取町 兵庫トラノオク908池田池 いけだいけ 高市郡高取町 谷田タニグチ58-1寺⻄池 てらにしいけ 高市郡高取町 吉備ニシツジ253,252⼤⻄池 おおにしいけ 高市郡高取町 吉備ハタケ丁229-1山口池 やまぐちいけ 高市郡高取町 越智奥谷650松山新池 まつやましんいけ 高市郡高取町 松山堂之奥1482フシガミ池 ふしがみいけ 高市郡高取町 丹生谷藤神池665下平田新池 しもひらたしんいけ 高市郡明日香村 平田94上平田新池 かみひらたしんいけ 高市郡明日香村 平⽥1024〜1026白井谷池 しらいたにいけ 高市郡明日香村 栗原914馬場池 ばばいけ 高市郡明日香村 栗原915,924-1,924-2,930-1,930-2,931-1,931-2大谷下池 おおたにしもいけ 高市郡明日香村 大根田518大谷新池 おおたにしんいけ 高市郡明日香村 大根田561-2大谷中池 おおたになかいけ 高市郡明日香村 ⼤根⽥573〜574



18指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧阿部山新池 あべやましんいけ 高市郡明日香村 阿部山716マキド池 まきどいけ 高市郡明日香村 飛鳥570-1,570-2和田池 わだいけ 高市郡明日香村 豊浦106-1,106-2,106-3阪田村池 さかたむらいけ 高市郡明日香村 阪田370内垣内池 うちがいといけ 高市郡明日香村 橘326上池 かみいけ 高市郡明日香村 橘629御池 おんいけ 高市郡明日香村 立部254-1スリバチ池 すりばちいけ 高市郡明日香村 栗原304平尾池 ひらおいけ 高市郡明日香村 上居328-1,2村池 むらいけ 高市郡明日香村 野口14カンゴ上池 かんごかみいけ 北葛城郡王寺町 明神3丁目877氷池 こおりいけ 北葛城郡王寺町 畠田6丁目975サラ池 さらいけ 北葛城郡王寺町 藤井3丁目357中屋池 なかやいけ 北葛城郡王寺町 藤井1丁目138二重池 にじゅういけ 北葛城郡王寺町 藤井1丁目163馬場池 ばばいけ 北葛城郡王寺町 本町2丁目1562-1大池 おおいけ 北葛城郡王寺町 藤井3丁目237マタワ池 またわいけ 北葛城郡王寺町 藤井1丁目242コシマエ池 こしまえいけ 北葛城郡王寺町 藤井1丁目230⻑池 ながいけ 北葛城郡王寺町 藤井1丁目26日中前池 ひなかまえいけ 北葛城郡王寺町 藤井1丁目68シンジュ池 しんじゅいけ 北葛城郡王寺町 藤井1丁目174日中前池 ひなかまえいけ 北葛城郡王寺町 藤井1丁目61マイノ池 まいのいけ 北葛城郡王寺町 藤井3丁目352寅川池 とらがわいけ 北葛城郡王寺町 藤井1丁目91寅川池 とらがわいけ 北葛城郡王寺町 藤井1丁目92ホウジ池 ほうじいけ 北葛城郡王寺町 藤井1丁目6ハス池 はすいけ 北葛城郡王寺町 藤井1丁目9ホウジ下池 ほうじしもいけ 北葛城郡王寺町 藤井1丁目33ホウジ上池 ほうじかみいけ 北葛城郡王寺町 藤井1丁目40中屋上池 なかやかみいけ 北葛城郡王寺町 藤井1丁目42中屋下池 なかやしもいけ 北葛城郡王寺町 藤井1丁目134ハサマ池 はさまいけ 北葛城郡王寺町 藤井1丁目147経田池 けいだいいけ 北葛城郡王寺町 藤井3丁目223経田池 けいだいいけ 北葛城郡王寺町 藤井234経田池 けいだいいけ 北葛城郡王寺町 藤井235経田池 けいだいいけ 北葛城郡王寺町 藤井236寺⼾下池 てらどしもいけ 北葛城郡広陵町 寺⼾763大野前池 おおのまえいけ 北葛城郡広陵町 大野93-1沢新池 さわしんいけ 北葛城郡広陵町 沢789安部大池 あべおおいけ 北葛城郡広陵町 みささぎ台39アシ池 あしいけ 北葛城郡広陵町 三吉130赤部今池 あかべいまいけ 北葛城郡広陵町 三吉400-1⻨粉池 むぎこいけ 北葛城郡広陵町 三吉742-1千刈池 せんがりいけ 北葛城郡広陵町 三吉175.176



19指定日：令和２年６月22日ふりがな 市町村名 番地等ため池名称 所在地奈良県の特定農業用ため池一覧おやす池 おやすいけ 北葛城郡広陵町 大塚554沢後池 さわうしろいけ 北葛城郡広陵町 沢655三吉上池 みつよしかみいけ 北葛城郡広陵町 三吉440⻄⽅寺池 さいほうじいけ 北葛城郡広陵町 疋相293-1,2,3,4,5,6,7二丁川池 にちょうがわいけ 北葛城郡広陵町 平尾648-1中ミヨ下池 なかみょしもいけ 北葛城郡広陵町 三吉435笠池 かさいけ 北葛城郡広陵町 笠179-1安部池 あべいけ 北葛城郡広陵町 みささぎ台48上池 かみいけ 北葛城郡河合町 薬井376モリ①池 もり①いけ 吉野郡吉野町 山口450クリタニ池 くりたにいけ 吉野郡吉野町 志賀1426マス山①池 ますやま①いけ 吉野郡吉野町 平尾386中増大池 なかましおおいけ 吉野郡大淀町 中増662-1北六田村池 きたむだむらいけ 吉野郡大淀町 北六田238-1新野⼤⻄池 にのおおにしいけ 吉野郡大淀町 越部1493菖蒲池 しょうぶいけ 吉野郡大淀町 馬佐11-6野尻４池 のじりよんいけ 吉野郡大淀町 中増5-1ミソタ大池 みそたおおいけ 吉野郡大淀町 比曽185カンジャウ１池 かんじゃう１いけ 吉野郡大淀町 比曽20-12カンジャウ２池 かんじゃう２いけ 吉野郡大淀町 比曽27タコギ１池 たこぎ１いけ 吉野郡大淀町 比曽1361タコギ２池 たこぎ２いけ 吉野郡大淀町 比曽1362タコギ３池 たこぎ３いけ 吉野郡大淀町 比曽1363タコギ４池 たこぎ４いけ 吉野郡大淀町 比曽1393尾上２池 おがみ２いけ 吉野郡大淀町 馬佐496鳥毛１池 とりげ１いけ 吉野郡大淀町 馬佐917バッチ大池 ばっちいけ 吉野郡大淀町 新野416クワイダニ３池 くわいだに３いけ 吉野郡大淀町 新野537-1広芝２池 ひろしばいけ 吉野郡大淀町 越部295-1仙谷池 せんたにいけ 吉野郡大淀町 越部192-2ハシゴダニ池 はしごだにいけ 吉野郡大淀町 畑屋72九の本６池 くのもと６いけ 吉野郡大淀町 桧垣本590九の本９池 くのもと９いけ 吉野郡大淀町 桧垣本919前田池 まえだいけ 吉野郡大淀町 桧垣本2935倉ヶ谷１池 くらがたに１いけ 吉野郡大淀町 桧垣本1211⽊⼾池 きどいけ 吉野郡大淀町 桧垣本2299桧垣本新池 ひがいもとしんいけ 吉野郡大淀町 桧垣本2505-1岡谷池 おかたにいけ 吉野郡大淀町 下渕508-1佐名伝新池 さなでしんいけ 吉野郡大淀町 佐名伝505-1奥出新池 おくでしんいけ 吉野郡大淀町 薬水1167-8馬草新池 まくさしんいけ 吉野郡下市町 峯山868馬草池 まくさいけ 吉野郡下市町 峯山861


