
(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況201-01-013 紀寺南池 きでらみなみいけ 奈良県 奈良市 南紀寺町三丁目138-1 自然人 5.0 574 33 × ○201-01-014 荒池 あらいけ 奈良県 奈良市 高畑町1140　他 不明 4.2 102 不明 × ○201-01-021 宮狭池 みやさいけ 奈良県 奈良市 須川町2417-1 自然人 2.0 31 0.07 ×201-01-044 不明 ふめい 奈良県 奈良市 川上町 不明 不明 10 不明 ×201-01-047 不明 ふめい 奈良県 奈良市 川上町42-1 奈良県 不明 10 不明 ×201-01-048 不明 ふめい 奈良県 奈良市 川上町41-1 奈良県 不明 10 不明 ×201-01-050 不明 ふめい 奈良県 奈良市 川上町906-1 奈良県 不明 10 不明 ×201-01-055 不明 ふめい 奈良県 奈良市 白毫寺町984-2 農林省 不明 10 不明 ×201-01-056 不明 ふめい 奈良県 奈良市 白毫寺町380 奈良市 不明 10 不明 ×201-02-012 百石池 ひゃっこくいけ 奈良県 奈良市 八島町478-1 自然人 7.0 50 12 ○ 令和2年11月16日201-02-013 龍王池 りゅうおういけ 奈良県 奈良市 八島町431-1 自然人 6.3 40 13 ○ 令和2年11月16日201-02-023 スリバチ池 すりばちいけ 奈良県 奈良市 八島町377-1 (株)奈良万葉カンツリ倶楽部 3.0 50 1.8 ○ 令和2年11月16日201-02-024 アワノ池 あわのいけ 奈良県 奈良市 八島町355 自然人 3.6 32 1.1 ○ 令和2年11月16日201-02-025 丸池 まるいけ 奈良県 奈良市 八島町308-1 自然人 4.1 32 3.8 ○ 令和2年11月16日201-02-026 前池 まえいけ 奈良県 奈良市 八島町260-1 自然人 5.7 84 20 ○ 令和2年11月16日 ○201-02-033 尾崎池 おざきいけ 奈良県 奈良市 田中町537-1 奈良市 2.5 111 1.6 × ○201-02-046 金池 かねいけ 奈良県 奈良市 古市町1932-1 不明 不明 不明 不明 ×201-02-049 ガマ池 がまいけ 奈良県 奈良市 今市町345-1 自然人 0.5 23 不明 ×201-02-052 奥天ノ池 おくあまのいけ 奈良県 奈良市 大野町703 自然人 3.0 40 1.8 ×201-02-053 天ノ池 あまのいけ 奈良県 奈良市 大野町704 自然人 2.6 14 2.4 ×201-02-055 新池 しんいけ 奈良県 奈良市 中之庄町815 自然人 6.8 31 2.9 ×201-02-066 山ノ谷池 やまのたにいけ 奈良県 奈良市 茗荷町504-2 自然人 1.0 15 不明 ○ 令和1年12月27日201-02-074 城下池 しろしたいけ 奈良県 奈良市 鉢伏町79-1 自然人 1.0 42 不明 ×201-02-080 一斗前池 いっとうまえいけ 奈良県 奈良市 南椿尾町401-1 自然人 0.8 10 不明 ×201-02-087 古池 ふるいけ 奈良県 奈良市 鹿野園町1192-2-1、1192-2-1・1192-2-2合併 不明 4.4 123 3.9 ○ 令和2年12月18日 ○201-02-088 根上池 ねがみいけ 奈良県 奈良市 鹿野園町 不明 2.8 35 0.8 ○ 令和2年12月18日201-02-091 不明 ふめい 奈良県 奈良市 古市町1932-1 不明 5.8 31 2.8 ×201-02-098 不明 ふめい 奈良県 奈良市 山町1296-1 不明 不明 20 不明 ×201-02-108 中岡池 なかおかいけ 奈良県 奈良市 中之庄町253-1 自然人 不明 10 不明 ×201-03-006 水上池 みずがみいけ 奈良県 奈良市 佐紀町1193-1 自然人 3.5 370 101 × ○ ○201-03-010 乾垣内池 いぬいがいといけ 奈良県 奈良市 佐紀町2077-1 自然人 2.5 120 5.4 ×201-03-011 八上池 はちがみいけ 奈良県 奈良市 佐紀町2278-1 自然人 3.2 186 23 × ○201-03-012 上吉堂池 かみよしどういけ 奈良県 奈良市 佐紀町3058-1 自然人 2.6 76 1.6 × ○201-03-013 下吉堂池 しもよしどういけ 奈良県 奈良市 佐紀町3067-1 自然人 2.5 50 0.5 × ○
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(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元201-03-014 御前池 おまえいけ 奈良県 奈良市 佐紀町2702-1 自然人 2.3 80 10 ×201-03-015 佐紀池 さきいけ 奈良県 奈良市 佐紀町2524 文部省 2.1 200 不明 ×201-03-016 大池 おおいけ 奈良県 奈良市 二条大路南三丁目215-1 国土交通省 2.5 200 7.8 ×201-03-085 蒼池 あおいけ 奈良県 奈良市 学園朝日町634-1 奈良市 6.4 50 不明 ×201-03-099 古池 ふるいけ 奈良県 奈良市 中町386-1 不明 2.2 175 1.1 ×201-03-105 大波池 おおなみいけ 奈良県 奈良市 二名町一丁目2344-1 自然人 1.5 18 不明 ×201-03-118 北條池 ほうじょういけ 奈良県 奈良市 三碓町三丁目842-1 自然人 2.7 30 1.2 ×201-03-130 春田池 はるたいけ 奈良県 奈良市 二名町三丁目1150-1 自然人 2.5 11 不明 ×201-03-133 松田池 まつだいけ 奈良県 奈良市 二名町七丁目608-1 自然人 2.5 20 不明 ×201-03-137 別所池 べっしょいけ 奈良県 奈良市 二名町七丁目550-1 自然人 2.5 30 不明 ×201-03-140 峯田池 みねたいけ 奈良県 奈良市 二名町七丁目412-1 自然人 4.0 126 不明 ×201-03-144 不明 ふめい 奈良県 奈良市 奈良阪町879-1 不明 不明 10 不明 ×201-03-149 不明 ふめい 奈良県 奈良市 奈良阪町1728-1 的場農林 不明 20 不明 ×201-03-150 不明 ふめい 奈良県 奈良市 法蓮佐保田町 不明 不明 10 不明 ×201-03-151 不明 ふめい 奈良県 奈良市 法蓮佐保田町1977-1 奈良県 不明 30 不明 ×201-03-155 不明 ふめい 奈良県 奈良市 歌姫町1938-1 奈良県 不明 10 不明 ×201-03-160 高橋池 たかはしいけ 奈良県 奈良市 佐紀町2067 奈良県 3.6 105 1.7 ×201-03-170 吉村池 よしむらいけ 奈良県 奈良市 歌姫町1175 奈良県 不明 20 不明 ×201-03-172 木下池 きのしたいけ 奈良県 奈良市 歌姫町1095 奈良県 不明 10 不明 ×201-03-215 宮前池 みやまえいけ 奈良県 奈良市 佐紀町2306 自然人 0.3 20 0.03 ○ 令和1年12月27日201-03-217 日本一池 ひのもといちいけ 奈良県 奈良市 佐紀町2398 自然人 1.2 22 0.9 ×201-03-224 谷川池 たにがわいけ 奈良県 奈良市 山陵町816-1 不明 不明 40 不明 ×201-03-226 松森池 まつもりいけ 奈良県 奈良市 山陵町803-1 不明 不明 10 不明 ×201-03-233 久保池 くぼいけ 奈良県 奈良市 山陵町364-1 不明 不明 20 不明 ×201-03-234 不明 ふめい 奈良県 奈良市 山陵町313-1 奈良市 不明 10 不明 ×201-03-243 不明 ふめい 奈良県 奈良市 山陵町1236-1 自然人 不明 40 不明 ×201-03-254 不明 ふめい 奈良県 奈良市 尼辻中375 自然人 不明 10 不明 ×201-03-257 棚池 たないけ 奈良県 奈良市 尼辻西158-1 自然人 0.6 56 0.1 ○ 令和2年5月8日201-03-258 不明 ふめい 奈良県 奈良市 尼辻西159-3 内務省 不明 10 不明 ×201-03-329 稲葉池 いなばいけ 奈良県 奈良市 西大寺赤田町一丁目464-1 不明 不明 30 不明 ×201-03-336 田川池 たがわいけ 奈良県 奈良市 西大寺高塚町1668-1 不明 不明 20 不明 ×201-03-337 前田池 まえだいけ 奈良県 奈良市 疋田町四丁目161-1 不明 不明 30 不明 ×201-03-375 池渕池 いけぶちいけ 奈良県 奈良市 大渕町4040-1 不明 不明 20 不明 ×201-03-381 不明 ふめい 奈良県 奈良市 学園緑ヶ丘一丁目3447-1 伊藤忠商事 不明 60 不明 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元201-03-432 上池 ふめい 奈良県 奈良市 中町4571-1 自然人 5.3 51 4.0 ×201-03-453 松田池 まつだいけ 奈良県 奈良市 三松四丁目899-1 自然人 不明 40 不明 ×201-03-472 不明 ふめい 奈良県 奈良市 鳥見町三丁目5 不明 不明 20 不明 ×201-03-478 不明 ふめい 奈良県 奈良市 帝塚山南四丁目1000-244 不明 不明 10 不明 ×201-03-484 不明 ふめい 奈良県 奈良市 二名六丁目1501-1 自然人 不明 30 不明 ×201-03-489 米谷池 こめたにいけ 奈良県 奈良市 二名七丁目422-1 自然人 不明 10 不明 ×201-03-492 島岡池 しまおかいけ 奈良県 奈良市 三碓町2183-1 自然人 不明 30 不明 ×201-04-002 牛池 うしいけ 奈良県 奈良市 東九条町744-1 自然人 2.5 286 15 ○ 令和2年12月18日 ○201-04-009 上池（西九条） かみいけ(にしくじょう） 奈良県 奈良市 西九条町一丁目8 不明 2.0 300 不明 ×201-04-010 大池（七条） おおいけ（しちじょう） 奈良県 奈良市 七条町二丁目736-1 自然人 6.5 749 587 × ○ ○201-04-012 馬場池 ばばいけ 奈良県 奈良市 七条町二丁目656-1 自然人 3.2 46 4.5 × ○201-04-013 奥甚池 おくじんいけ 奈良県 奈良市 七条西町一丁目630-1 自然人 3.4 71 11 × ○201-04-014 新築池 しんちくいけ 奈良県 奈良市 七条西町二丁目1027-1 自然人 5.5 60 22 ×201-04-018 大和田新池 おおわだしんいけ 奈良県 奈良市 大和田町312-1 自然人 4.4 135 12 ○ 令和1年12月27日201-04-019 五領池 ごりょういけ 奈良県 奈良市 大和田町619-1 自然人 3.9 40 4.1 ○ 令和1年12月27日201-04-020 前台新池 まえだいしんいけ 奈良県 奈良市 大和田町1015 自然人 2.0 60 0.9 ×201-04-021 赤渕池 あかぶちいけ 奈良県 奈良市 大和田町1855-1 自然人 5.0 75 5.9 ○ 令和1年12月27日201-04-032 今中池 いまなかいけ 奈良県 奈良市 大和田町953-1 有限会社アスカ 2.8 39 1.4 ×201-04-037 吉田池 よしだいけ 奈良県 奈良市 七条二丁目730 自然人 不明 10 不明 ×201-10-001 切下し開バイ地沈砂池 きりくだしかいばいちちんしゃいけ 奈良県 奈良市 月ヶ瀬大字尾山 大和高原北部土地改良区 1.9 43 不明 ×201-10-002 切下し開バイ地沈砂池 きりくだしかいばいちちんしゃいけ 奈良県 奈良市 月ヶ瀬大字尾山 大和高原北部土地改良区 2.4 70 不明 ×201-10-003 切下し開バイ地沈砂池 きりくだしかいばいちちんしゃいけ 奈良県 奈良市 月ヶ瀬大字尾山 大和高原北部土地改良区 2.5 57 不明 ×201-10-004 岩ノ尻開バイ地沈砂池 いわのしりかいばいちちんしゃいけ 奈良県 奈良市 月ヶ瀬大字尾山 大和高原北部土地改良区 2.9 43 不明 ×201-10-005 岩ノ尻開バイ地沈砂池 いわのしりかいばいちちんしゃいけ 奈良県 奈良市 月ヶ瀬大字尾山 大和高原北部土地改良区 2.8 74 不明 ×201-10-006 岩ノ尻開バイ地沈砂池 いわのしりかいばいちちんしゃいけ 奈良県 奈良市 月ヶ瀬大字尾山 大和高原北部土地改良区 2.9 40 不明 ×201-11-009 シバノタニ上池 しばのたにかみいけ 奈良県 奈良市 大字下深川町 不明 2.2 10 0.06 ×201-11-020 イコク谷２池 いこくだに２いけ 奈良県 奈良市 大字荻町 不明 4.2 11 0.10 ×201-11-021 中山池 なかやまいけ 奈良県 奈良市 大字荻町 上荻土地改良区 4.0 35 1.0 ○ 令和2年4月28日201-11-022 森田池 もりたいけ 奈良県 奈良市 大字荻町 不明 3.2 10 不明 ×201-11-032 桜峠池 さくらとうげいけ 奈良県 奈良市 都祁大字馬場町サクラトウゲ 不明 1.4 10 不明 ×201-11-071 鎌峠池 かまとうげいけ 奈良県 奈良市 都祁大字白石町小字カマトゲ1376 不明 3.5 66 18 ×201-11-072 トンダ池 とんだいけ 奈良県 奈良市 都祁大字白石町828-1 不明 1.4 16 0.06 ×201-11-075 大久保池 おおくぼいけ 奈良県 奈良市 都祁白石町1056-1 自然人 5.3 143 10 × ○201-11-077 バンダイ池 ばんだいいけ 奈良県 奈良市 都祁大字白石町522 不明 2.9 100 3.4 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元201-11-078 池首池 いけくびいけ 奈良県 奈良市 都祁大字白石町小字いけくび1 不明 3.5 44 3.9 ×201-11-079 イヤノモト池 いやのもといけ 奈良県 奈良市 都祁大字白石町 不明 2.0 23 不明 ×201-11-080 小西池 こにしいけ 奈良県 奈良市 都祁大字白石町609-1、2 不明 1.8 34 0.4 ×201-11-106 久保池 くぼいけ 奈良県 奈良市 都祁大字友田町 不明 1.2 14 不明 ×201-11-153 ムシロが谷池 むしろがだにいけ 奈良県 奈良市 都祁大字相河町小字ﾑｼﾛｶﾞﾀﾞﾆ181 自然人 6.9 28 2.4 ×201-11-171 池の谷上池 いけのたにかみいけ 奈良県 奈良市 都祁大字吐山町小字ｲｹﾉﾀﾆ1991-1 奈良県 2.2 17 0.7 ×201-11-172 池の谷中池 いけのたになかいけ 奈良県 奈良市 都祁大字吐山町小字ｲｹﾉﾀﾆ1991-1 奈良県 1.8 38 0.8 ×201-11-173 池の谷下池 いけのたにしもいけ 奈良県 奈良市 都祁大字吐山町小字ｲｹﾉﾀﾆ1983-1 奈良県 5.6 22 2.8 ×201-11-186 シン池 しんいけ 奈良県 奈良市 都祁大字吐山町3963 不明 4.1 42 0.5 ×201-11-187 ヒヤウ池 ひやういけ 奈良県 奈良市 都祁大字吐山町350-1 不明 5.2 21 0.3 ×201-01-001 大池 おおいけ 奈良県 奈良市 誓多林町127 自然人 4.3 39 6.9 ○ 令和1年12月27日201-01-002 地獄谷新池 じごくだにしんいけ 奈良県 奈良市 高畑町1541-4 不明 12 92 51 ○ 令和1年12月27日 ○ ○201-01-003 片原池 かたはらいけ 奈良県 奈良市 川上町879-1 自然人 5.1 40 2.1 ○ 令和1年12月27日201-01-004 〆谷池 しめだにいけ 奈良県 奈良市 川上町209-1 自然人 3.5 150 7.1 ○ 令和1年12月27日201-01-005 大湯ヶ谷池 おおゆがだにいけ 奈良県 奈良市 川上町198-1 自然人 7.9 70 17 ○ 令和1年12月27日201-01-006 中尾谷池 なかおだにいけ 奈良県 奈良市 白毫寺町306-1 自然人 3.1 74 1.5 ○ 令和1年12月27日 ○201-01-008 樋之口谷池 ひのくちだにいけ 奈良県 奈良市 白毫寺町439-1 自然人 6.8 53 4.4 ○ 令和1年12月27日201-01-009 古池 ふるいけ 奈良県 奈良市 白毫寺町971 自然人 9.9 46 16 ○ 令和1年12月27日 ○201-01-011 踏木谷池 ふみきだにいけ 奈良県 奈良市 白毫寺町689-1 自然人 4.4 22 9.6 ○ 令和1年12月27日201-01-012 金越池 かねこしいけ 奈良県 奈良市 白毫寺町807-1 自然人 2.8 110 2.5 ○ 令和1年12月27日 ○201-01-025 下池 しもいけ 奈良県 奈良市 忍辱山町1229 自然人 3.5 31 7.1 ○ 令和1年12月27日 ○201-02-002 下ノ池 しものいけ 奈良県 奈良市 藤原町914 自然人 7.3 57 8.2 ○ 令和1年12月27日201-02-003 桐が池 きりがいけ 奈良県 奈良市 藤原町929 自然人 6.1 54 4.3 ○ 令和1年12月27日201-02-004 丸尾池 まるおいけ 奈良県 奈良市 横井町956-1 自然人 17 124 108 ○ 令和1年12月27日 ○ ○201-02-005 川向井池 かわむかいいけ 奈良県 奈良市 鹿野園町1090-1 自然人 4.8 201 11 ○ 令和1年12月27日201-02-006 上ノ池 かみのいけ 奈良県 奈良市 鹿野園町221-1 自然人 7.4 70 11 ○ 令和1年12月27日 ○201-02-007 新池 しんいけ 奈良県 奈良市 鹿野園町197-1 自然人 4.5 140 11 ○ 令和1年12月27日 ○201-02-008 平尾池 ひらおいけ 奈良県 奈良市 古市町13-1 古市町共有地（財産区財産） 12 176 198 ○ 令和1年12月27日 ○ ○201-02-009 矢口池 やぐちいけ 奈良県 奈良市 藤原町434-1 自然人 5.2 39 4.3 ○ 令和1年12月27日201-02-010 新池 しんいけ 奈良県 奈良市 藤原町825-1 自然人 6.2 94 20 ○ 令和1年12月27日 ○201-02-011 新池 あたらしいけ 奈良県 奈良市 藤原町826-1 自然人 6.5 110 23 ○ 令和1年12月27日201-02-014 堂所池 どうどころいけ 奈良県 奈良市 山町1012-1 不明 3.0 90 27 ○ 令和1年12月27日201-02-016 いもり谷池 いもりだにいけ 奈良県 奈良市 山町1068-1 不明 3.5 105 9.5 ○ 令和1年12月27日201-02-018 島池 しまいけ 奈良県 奈良市 古市町1848-1 不明 4.7 292 37 ○ 令和1年12月27日 ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元201-02-028 大川池 おおかわいけ 奈良県 奈良市 山町936-1 不明 6.0 446 67 ○ 令和1年12月27日201-02-030 新池 しんいけ 奈良県 奈良市 横井町900-1 自然人 4.3 350 24 ○ 令和1年12月27日 ○201-02-032 柴屋古池 しばやふるいけ 奈良県 奈良市 柴屋町74-1 自然人 4.0 260 6.7 ○ 令和1年12月27日201-02-034 谷田池 たにだいけ 奈良県 奈良市 窪之庄町658-1 自然人 4.5 50 0.6 ○ 令和1年12月27日 ○201-02-035 上の池 かみのいけ 奈良県 奈良市 窪之庄町238-1 自然人 4.0 220 8.7 ○ 令和1年12月27日 ○201-02-037 東池 ひがしいけ 奈良県 奈良市 出屋敷町197-3 自然人 2.7 268 3.9 ○ 令和1年12月27日 ○201-02-038 新池 しんいけ 奈良県 奈良市 北永井町7-1 自然人 4.4 403 22 ○ 令和1年12月27日201-02-039 丸亀池 まるがめいけ 奈良県 奈良市 北永井町8-1 自然人 5.5 483 54 ○ 令和1年12月27日 ○201-02-040 神殿池 こどのいけ 奈良県 奈良市 神殿町64-1 自然人 5.7 480 38 ○ 令和1年12月27日 ○201-02-041 矢の池 やのいけ 奈良県 奈良市 北永井町483-1 自然人 2.7 76 3.9 ○ 令和1年12月27日 ○201-02-042 小池 こいけ 奈良県 奈良市 北永井町487-1 自然人 4.4 86 7.0 ○ 令和1年12月27日 ○201-02-043 富池 とみいけ 奈良県 奈良市 南永井町275-1 自然人 5.4 552 45 ○ 令和1年12月27日 ○201-02-044 田中新池 たなかしんいけ 奈良県 奈良市 田中町102-1他1 不明 4.0 360 8.7 ○ 令和1年12月27日 ○201-02-045 広大寺池 こうだいじいけ 奈良県 奈良市 池田町413‐1 不明 4.0 950 360 ○ 令和1年12月27日 ○ ○201-02-048 北浦池 きたうらいけ 奈良県 奈良市 横井町913-1 自然人 5.0 100 9.5 ○ 令和1年12月27日201-02-051 白川池 しらかわいけ 奈良県 奈良市 田中町693-1 自然人 8.0 70 20 ○ 令和1年12月27日 ○201-02-056 新池 しんいけ 奈良県 奈良市 南田原町1108 自然人 2.5 44 0.6 ○ 令和1年12月27日201-02-072 大池 おおいけ 奈良県 奈良市 須山町1407-1 自然人 5.2 42 2.1 ○ 令和1年12月27日201-02-083 矢ノ峰池 やのみねいけ 奈良県 奈良市 虚空蔵町 自然人 6.5 70 3.7 ○ 令和1年12月27日201-02-084 大門池 だいもんいけ 奈良県 奈良市 虚空蔵町 自然人 3.5 40 1.8 ○ 令和1年12月27日201-02-085 香来谷上池 こおらいだにかみいけ 奈良県 奈良市 虚空蔵町 自然人 3.1 28 0.9 ○ 令和1年12月27日201-02-086 香来谷下池 こおらいだにしもいけ 奈良県 奈良市 虚空蔵町 自然人 2.5 41 0.8 ○ 令和1年12月27日201-02-100 中原池　墓谷　下池 なかはらいけ　はかんだに 奈良県 奈良市 山町836-1 自然人 4.2 80 3.7 ○ 令和1年12月27日201-02-106 新池 しんいけ 奈良県 奈良市 柴屋町 自然人 2.7 132 3.5 ○ 令和1年12月27日201-03-004 上鍋池 うわなべいけ 奈良県 奈良市 法華寺町1824 不明 5.5 400 166 ○ 令和1年12月27日 ○ ○201-03-005 小鍋池 こなべいけ 奈良県 奈良市 法華寺町1805-1 不明 2.6 200 29 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-007 芝池 しばいけ 奈良県 奈良市 大安寺町1238-1 自然人 2.4 234 9.6 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-017 柏木北池 かしわぎきたいけ 奈良県 奈良市 柏木町589-1 柏木町共有地（財産区財産） 3.0 450 17 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-019 南新池 みなみしんいけ 奈良県 奈良市 四条大路四丁目209-1 不明 1.6 248 10.0 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-020 大谷池 おおたにいけ 奈良県 奈良市 山陵町1464-1 自然人 6.0 120 47 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-025 三条池 さんじょういけ 奈良県 奈良市 二条大路南五丁目265-1 横領町共有地（財産区財産） 3.2 125 0.6 ○ 令和1年12月27日201-03-029 馬田池 うまだいけ 奈良県 奈良市 尼ヶ辻中町132-1 不明 3.1 68 4.5 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-030 四条池 しじょういけ 奈良県 奈良市 五条町274-1 不明 3.0 202 11 ○ 令和1年12月27日201-03-032 丸池 まるいけ 奈良県 奈良市 尼ヶ辻西町1029-1 不明 2.8 480 51 ○ 令和1年12月27日 ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元201-03-034 中谷池 なかたにいけ 奈良県 奈良市 五条一丁目97-1 不明 2.2 55 2.2 ○ 令和1年12月27日201-03-035 ほうらく池 ほうらくいけ 奈良県 奈良市 五条一丁目60 不明 0.8 66 0.6 ○ 令和1年12月27日201-03-036 新池 しんいけ 奈良県 奈良市 五条二丁目540-1 不明 2.0 38 4.2 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-041 島廻池 しまわりいけ 奈良県 奈良市 押熊町614-1 不明 1.5 204 2.5 ○ 令和1年12月27日201-03-042 東川池 ひがしがわいけ 奈良県 奈良市 押熊町522-1 不明 1.8 118 2.0 ○ 令和1年12月27日201-03-043 山下池 やましたいけ 奈良県 奈良市 押熊町1432-1 不明 3.9 215 16 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-044 奥山田池 おくやまだいけ 奈良県 奈良市 押熊町1526-1 不明 4.2 210 16 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-050 後谷池 うしろたにいけ 奈良県 奈良市 中山町1189-1 自然人 4.0 86 8.1 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-052 仏池 ほとけいけ 奈良県 奈良市 押熊町2368-1 不明 3.8 62 11 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-054 二ツ池 ふたついけ 奈良県 奈良市 押熊町1402-1 不明 3.2 152 25 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-055 乾池 いぬいいけ 奈良県 奈良市 秋篠町1449-1 不明 3.8 574 40 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-056 北新池 きたしんいけ 奈良県 奈良市 秋篠町977-1 不明 2.0 66 1.5 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-057 とんぼ池 とんぼいけ 奈良県 奈良市 秋篠町1179 秋篠町共有地（財産区財産） 2.2 69 1.2 ○ 令和1年12月27日201-03-058 南新池 みなみしんいけ 奈良県 奈良市 秋篠町579-1 秋篠町共有地（財産区財産） 3.5 130 25 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-059 やしゃが谷池 やしゃがたにいけ 奈良県 奈良市 中山町82-1 一般社団法人　中山町水利協議会 3.0 68 3.2 ○ 令和1年12月27日201-03-061 大池（敷島） おおいけ（しきしま） 奈良県 奈良市 敷島町一丁目1102-1 秋篠町共有地（財産区財産） 4.9 146 58 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-063 新池 しんいけ 奈良県 奈良市 西大寺新池町1731-1 自然人 6.5 112 53 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-065 八栗池 はちぐりいけ 奈良県 奈良市 若葉台三丁目1863-1 自然人 1.0 28 1.3 ○ 令和1年12月27日201-03-066 今池 いまいけ 奈良県 奈良市 菅原町660-1 自然人 2.4 11 8.5 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-069 新池 しんいけ 奈良県 奈良市 宝来五丁目524-1 不明 4.3 85 10 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-070 眞池 しんいけ 奈良県 奈良市 平松1丁目744-1 平松町共有地（財産区財産） 6.0 150 42 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-071 瓢箪池 ひょうたんいけ 奈良県 奈良市 平松一丁目740-1 自然人 2.7 102 9.6 ○ 令和1年12月27日201-03-072 六条池 ろくじょういけ 奈良県 奈良市 宝来五丁目280-1 不明 2.6 75 11 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-073 宝池 たからいけ 奈良県 奈良市 宝来五丁目299 不明 1.2 72 2.2 ○ 令和1年12月27日201-03-079 菖蒲上池 あやめかみいけ 奈良県 奈良市 あやめ池北一丁目1370-1 自然人 4.0 120 123 ○ 令和1年12月27日 ○ ○201-03-080 蛙股池 かえるまたいけ 奈良県 奈良市 あやめ池南九丁目1114-1 自然人 7.1 250 485 ○ 令和1年12月27日 ○ ○201-03-081 尼池 あまいけ 奈良県 奈良市 疋田町336-1 自然人 6.0 70 28 ○ 令和1年12月27日201-03-082 新池 しんいけ 奈良県 奈良市 疋田町262-1 自然人 4.0 70 5.5 ○ 令和1年12月27日201-03-083 にごり池 にごりいけ 奈良県 奈良市 宝来町1320-1 不明 3.5 102 17 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-084 石堂池 いしどういけ 奈良県 奈良市 石木町174-1 自然人 2.2 110 2.9 ○ 令和1年12月27日201-03-086 大渕池 おおぶちいけ 奈良県 奈良市 登美ヶ丘二丁目727-1 自然人 7.0 124 238 ○ 令和1年12月27日 ○ ○201-03-087 こうの下池 こうのしもいけ 奈良県 奈良市 学園中一丁目1270-1 中町共有地（財産区財産） 2.5 60 8.0 ○ 令和1年12月27日201-03-088 こうの上池 こうのかみいけ 奈良県 奈良市 学園中一丁目1261-1 中町共有地（財産区財産） 2.2 50 4.6 ○ 令和1年12月27日201-03-094 東坂下池 ひがしさかしもいけ 奈良県 奈良市 中町4968-1 自然人 2.7 57 5.8 ○ 令和1年12月27日 ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元201-03-104 細谷池 ほそたにいけ 奈良県 奈良市 二名東町3748-1 株式会社tomorrow 5.8 44 3.7 ○ 令和1年12月27日201-04-001 古新池 ふるしんいけ 奈良県 奈良市 東九条町1114-1 不明 3.5 134 13 × ○201-04-003 古池 ふるいけ 奈良県 奈良市 東九条町743-1 自然人 4.8 686 60 ○ 令和2年12月18日 ○201-04-004 大永池 おおながいけ 奈良県 奈良市 東九条町327-1 不明 4.0 380 14 × ○201-04-005 五徳池 ごとくいけ 奈良県 奈良市 北之庄町723-1 自然人 3.0 720 48 ○ 令和1年12月27日 ○201-04-006 ガマ池 がまいけ 奈良県 奈良市 今市町345-1 自然人 4.0 100 18 ○ 令和1年12月27日 ○201-04-007 清水池 しみずいけ 奈良県 奈良市 八条町1-1 自然人 4.0 504 28 ○ 令和1年12月27日 ○201-04-008 トロ池 とろいけ 奈良県 奈良市 杏町555 自然人 2.7 160 5.9 ○ 令和1年12月27日 ○201-04-011 上池（六条） かみいけ（ろくじょう） 奈良県 奈良市 六条町三丁目873-1 六条町共有地（財産区財産） 5.6 242 30 ○ 令和1年12月27日 ○201-04-022 北請池 きたうけいけ 奈良県 奈良市 大和田町1762-1 自然人 4.5 66 8.3 ○ 令和1年12月27日201-04-023 滝寺池 たきでらいけ 奈良県 奈良市 大和田町1612 自然人 8.2 110 16 ○ 令和1年12月27日201-11-005 アンジョ池 あんじょいけ 奈良県 奈良市 下深川町 自然人 1.4 10 0.07 ○ 令和1年12月27日201-11-008 堂の奥池 どうのおくいけ 奈良県 奈良市 下深川町1071 自然人 1.1 27 0.2 ○ 令和1年12月27日201-11-010 シバノタニ下池 しばのたにしもいけ 奈良県 奈良市 下深川町 自然人 1.6 10 0.04 ○ 令和1年12月27日201-11-014 其山池 みのやまいけ 奈良県 奈良市 上深川町 自然人 6.2 17 2.0 ○ 令和1年12月27日201-11-054 ヤケ谷池 やけたにいけ 奈良県 奈良市 針ヤケダニ 不明 4.5 32 1.8 ○ 令和1年12月27日201-11-061 七工谷池 しちくだにいけ 奈良県 奈良市 針シチクダニ1936-1 不明 8.8 48 33 ○ 令和1年12月27日201-11-063 ナミンダラ池 なみんだらいけ 奈良県 奈良市 針町311 不明 2.8 44 2.6 ○ 令和1年12月27日201-11-064 十八谷池 じゅうはちだにいけ 奈良県 奈良市 針町ミノダ3709 不明 13 65 22 ○ 令和1年12月27日201-11-065 ミノダ新池 みのだしんいけ 奈良県 奈良市 針町ミノダ 不明 4.5 57 6.9 ○ 令和1年12月27日201-11-066 ミノ田池 みのだいけ 奈良県 奈良市 針町ミノダ 不明 4.0 73 8.9 ○ 令和1年12月27日201-11-068 カイン池 かいんいけ 奈良県 奈良市 針町カイン 不明 4.0 55 7.0 ○ 令和1年12月27日201-11-070 向出池 むかいでいけ 奈良県 奈良市 針町 不明 3.0 82 2.6 ○ 令和1年12月27日201-11-074 スリバチ池 すりばちいけ 奈良県 奈良市 都祁友田町スリバチ1879-1 自然人 6.5 61 13 ○ 令和1年12月27日201-11-088 大芝池 おおしばいけ 奈良県 奈良市 都祁白石町オオシバ2233 自然人 4.2 68 2.1 ○ 令和1年12月27日201-11-089 西池 にしいけ 奈良県 奈良市 都祁白石町シンイケ2193 自然人 2.1 96 2.8 ○ 令和1年12月27日201-11-095 新池 しんいけ 奈良県 奈良市 都祁白石町ミナミシンイケ2056 不明 5.0 50 6.0 ○ 令和1年12月27日201-11-096 貝那木下池 かいなぎしたいけ 奈良県 奈良市 都祁白石2158 不明 5.8 33 2.4 ○ 令和1年12月27日 ○ ○201-11-097 貝那木中池 かいなぎなかいけ 奈良県 奈良市 都祁白石2140-1 自然人 7.0 62 16 ○ 令和1年12月27日 ○201-11-098 貝那木上池 かいなぎかみいけ 奈良県 奈良市 都祁白石2150-1 自然人 6.6 56 23 ○ 令和1年12月27日 ○201-11-101 びばくぼ池 びばくぼいけ 奈良県 奈良市 都祁友田町びばくぼ542-1 自然人 3.3 62 1.4 ○ 令和1年12月27日201-11-111 並松池 なんまついけ 奈良県 奈良市 都祁友田並松1853-1 自然人 3.8 128 42 ○ 令和1年12月27日201-11-113 上の池 かみのいけ 奈良県 奈良市 都祁甲岡町15 自然人 1.2 19 0.05 ○ 令和1年12月27日201-11-117 甲岡池 こおかいけ 奈良県 奈良市 都祁甲岡15 自然人 4.0 168 14 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元201-11-122 糀ヶ谷池 こうじがたにいけ 奈良県 奈良市 都祁南之庄糀ヶ谷1355-1 不明 5.4 32 4.0 ○ 令和1年12月27日201-11-125 桧ヶ谷池 ひのきがたにいけ 奈良県 奈良市 都祁南之庄桧ヶ谷416 不明 10 42 8.5 ○ 令和1年12月27日 ○ ○201-11-126 新池 しんいけ 奈良県 奈良市 都祁南之庄町346-1 不明 7.8 78 51 ○ 令和1年12月27日 ○201-11-129 上池 かみいけ 奈良県 奈良市 都祁南之庄ナカイケ367-1 不明 4.4 35 0.4 ○ 令和1年12月27日201-11-132 中谷池 なかたにいけ 奈良県 奈良市 都祁南之庄コンジツ1541 不明 4.6 22 0.2 ○ 令和1年12月27日201-11-133 金実池 こんじついけ 奈良県 奈良市 都祁南之庄金実141-1 不明 3.0 44 1.3 ○ 令和1年12月27日201-11-134 上の池 かみのいけ 奈良県 奈良市 来迎寺池の下90-1 自然人 2.6 34 1.6 ○ 令和1年12月27日201-11-137 尻池 しりいけ 奈良県 奈良市 都祁藺生シイレ1132-1 自然人 3.5 52 5.0 ○ 令和1年12月27日201-11-142 宮池 みやいけ 奈良県 奈良市 都祁藺生ミヤイケ159-1 自然人 7.0 66 14 ○ 令和1年12月27日201-11-143 今日池 こんじついけ 奈良県 奈良市 都祁小山戸町999-1　200 自然人 4.2 32 2.6 ○ 令和1年12月27日201-11-144 今日池２ こんじついけ２ 奈良県 奈良市 都祁小山戸町282 自然人 2.4 15 0.08 ○ 令和1年12月27日201-11-147 牧寺池 まきでらいけ 奈良県 奈良市 都祁小山戸町マキデラ1357-1 自然人 4.4 4.5 5.6 ○ 令和1年12月27日201-11-148 ノタノ谷池 のたのだにいけ 奈良県 奈良市 都祁小山戸町ノタノダニ1442-1 自然人 8.0 54 12 ○ 令和1年12月27日201-11-149 水口池 みずぐちいけ 奈良県 奈良市 都祁小山戸町ミズグチ889 自然人 9.3 80 25 ○ 令和1年12月27日201-11-150 宮池 みやいけ 奈良県 奈良市 都祁小山戸町ミヤイケ626 自然人 7.2 45 16 ○ 令和1年12月27日201-03-002 佐保田第二池 さほだだいにいけ 奈良県 奈良市 法蓮町1852-1 自然人 4.0 72 8.6 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-001 佐保田第一池 さほだだいいちいけ 奈良県 奈良市 法蓮町1851-1 自然人 2.8 56 3.2 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-068 八王子池 はちおおじいけ 奈良県 奈良市 宝来四丁目605-1 不明 3.8 44 5.4 ○ 令和1年12月27日 ○201-01-027 上池 かみいけ 奈良県 奈良市 忍辱山町1232 自然人 1.0 66 0.9 ○ 令和1年12月27日201-01-026 中池 なかいけ 奈良県 奈良市 忍辱山町1230 自然人 2.3 58 6.3 ○ 令和1年12月27日201-03-026 新池 しんいけ 奈良県 奈良市 尼ヶ辻北町367-1 不明 4.6 188 14 ○ 令和1年12月27日201-03-028 菅上池 かんじょういけ 奈良県 奈良市 尼ヶ辻北町237-1 不明 2.0 107 0.8 ○ 令和1年12月27日201-02-001 上ノ池 かみのいけ 奈良県 奈良市 藤原町904 自然人 7.0 70 15 ○ 令和1年12月27日201-11-136 西畑池 にしばたいけ 奈良県 奈良市 都祁友田町 自然人 3.8 50 1.7 ○ 令和1年12月27日201-11-033 松ヶ峠池 まつがとうげいけ 奈良県 奈良市 都祁馬場町 自然人 6.6 33 1.6 ○ 令和1年12月27日201-11-130 笹ヶ谷池 ささがだにいけ 奈良県 奈良市 都祁南之庄町笹ヶ谷298-1 不明 2.0 29 0.5 ○ 令和1年12月27日201-11-131 いのきかと池 いのきかといけ 奈良県 奈良市 都祁南之庄町いのきかと240-1 自然人 4.0 34 0.9 ○ 令和1年12月27日201-11-175 セイシン池 せいしんいけ 奈良県 奈良市 都祁吐山町1841-1 自然人 1.8 17 0.03 ○ 令和1年12月27日201-03-100 はす池 はすいけ 奈良県 奈良市 中町4571-1 不明 2.2 33 0.8 ○ 令和1年12月27日201-04-016 ハモ池 はもいけ 奈良県 奈良市 石木町553-1 不明 1.4 38 1.3 ○ 令和1年12月27日201-03-064 青池 あおいけ 奈良県 奈良市 西大寺竜王町一丁目1627-1 自然人 3.2 42 2.1 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-031 観音池 かんのんいけ 奈良県 奈良市 西ノ京町340 自然人 3.3 109 8.3 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-024 御前池 おおおまいけ 奈良県 奈良市 山陵町905-1 自然人 2.0 30 4.8 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-023 中ノ池 なかのいけ 奈良県 奈良市 山陵町898-1 自然人 3.4 70 7.1 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元201-03-022 坊子池 ぼうずいけ 奈良県 奈良市 山陵町1250-1 自然人 2.2 65 5.8 ○ 令和1年12月27日 ○201-02-029 はと池 はといけ 奈良県 奈良市 山町899-1 不明 1.7 18 0.7 ○ 令和1年12月27日201-02-027 よし池 （芳池) よしいけ 奈良県 奈良市 山町433-1 不明 3.4 36 1.7 ○ 令和1年12月27日201-02-015 真観池 しんかんいけ 奈良県 奈良市 山町1056-1 不明 3.0 170 1.9 ○ 令和1年12月27日201-03-141 中田池 なかたいけ 奈良県 奈良市 三碓町2249-1　2249-2 自然人 1.8 46 1.0 ○ 令和1年12月27日201-03-037 新五郎池 しんごろういけ 奈良県 奈良市 五条三丁目786-1 不明 2.5 68 4.6 ○ 令和1年12月27日201-02-020 鐘池 かねいけ 奈良県 奈良市 古市町2164-1 不明 4.2 64 5.0 ○ 令和1年12月27日 ○201-02-019 油池 あぶらいけ 奈良県 奈良市 古市町1970-1 不明 3.1 45 2.1 ○ 令和1年12月27日201-02-017 古池 ふるいけ 奈良県 奈良市 古市町1860-1 不明 3.4 176 11 ○ 令和1年12月27日 ○201-02-031 前池 まえいけ 奈良県 奈良市 横井町191-1 自然人 2.1 40 2.3 ○ 令和1年12月27日201-03-045 蛭池 ひるいけ 奈良県 奈良市 押熊町238-1 不明 4.0 48 5.3 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-049 墓池 はかいけ 奈良県 奈良市 押熊町2217-1 不明 2.5 66 3.4 ○ 令和1年12月27日201-03-047 カゴ池 かごいけ 奈良県 奈良市 押熊町2153-1 不明 2.9 172 7.9 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-048 持池 もちいけ 奈良県 奈良市 押熊町226-1 不明 1.0 40 0.7 ○ 令和1年12月27日201-01-028 久保池 くぼいけ 奈良県 奈良市 大平尾町1571-1 自然人 4.0 44 0.1 ○ 令和1年12月27日201-01-029 東池 ひがしいけ 奈良県 奈良市 沓掛町77-1 自然人 2.2 18 0.07 ○ 令和1年12月27日201-01-033 堂前池 どうまえいけ 奈良県 奈良市 大慈仙町952-1 自然人 2.8 29 0.2 ○ 令和1年12月27日201-01-035 飯倉池 いいくらいけ 奈良県 奈良市 誓多林町407 自然人 1.5 14 0.2 ○ 令和1年12月27日201-01-037 峠池 とうげいけ 奈良県 奈良市 誓多林町62 自然人 2.2 21 0.6 ○ 令和1年12月27日201-02-022 八反池 はったんいけ 奈良県 奈良市 古市町183-1 不明 3.8 54 2.1 ○ 令和1年12月27日201-02-068 池ノ谷池 いけのたにいけ 奈良県 奈良市 和田町190-1 自然人 5.2 28 0.8 ○ 令和1年12月27日201-02-073 上坊池 うえぼういけ 奈良県 奈良市 須山町1098-1 自然人 1.0 19 0.02 ○ 令和1年12月27日201-02-082 阪本池 さかもといけ 奈良県 奈良市 高樋町1443-1 自然人 4.2 52 2.1 ○ 令和1年12月27日201-02-101 中原池　墓谷　上池 なかはらいけ　はかんだに 奈良県 奈良市 山町823-1 自然人 4.6 28 2.8 ○ 令和1年12月27日201-03-003 不退寺池 ふたいじいけ 奈良県 奈良市 法蓮町516-1 自然人 2.1 72 0.7 ○ 令和1年12月27日201-03-027 長池 ながいけ 奈良県 奈良市 尼ケ辻北町317-1 自然人 2.6 184 2.9 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-033 新池 しんいけ 奈良県 奈良市 尼ケ辻西町146-1 不明 1.4 80 1.1 ○ 令和1年12月27日201-03-038 下池 しもいけ 奈良県 奈良市 六条町一丁目594-1 六条町共有地（財産区財産） 1.5 40 0.5 ○ 令和1年12月27日201-03-039 野々宮池（中島池） ののみやいけ 奈良県 奈良市 六条町一丁目766-1 六条町共有地（財産区財産） 2.2 105 1.3 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-062 蛭池 ひるいけ 奈良県 奈良市 西大寺竜王町一丁目1554-1 自然人 1.5 15 0.2 ○ 令和1年12月27日201-03-091 井田池 いだいけ 奈良県 奈良市 法蓮町526-1 自然人 2.8 115 0.7 ○ 令和1年12月27日 ○201-03-134 竹田池 たけだいけ 奈良県 奈良市 二名町五丁目1282-1 自然人 7.0 30 4.5 ○ 令和1年12月27日201-03-237 奥田池 おくだいけ 奈良県 奈良市 山陵町1204-1 自然人 3.2 46 1.7 ○ 令和1年12月27日201-03-238 奥田池 おくだいけ 奈良県 奈良市 山陵町1213-1 自然人 1.4 20 0.3 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元201-03-239 奥田池 おくだいけ 奈良県 奈良市 山陵町1219-1 自然人 2.8 31 0.4 ○ 令和1年12月27日201-03-320 岡田池 おかだいけ 奈良県 奈良市 中山西一丁目778 自然人 3.0 28 0.4 ○ 令和1年12月27日201-03-335 古新池 ふるしんいけ 奈良県 奈良市 西大寺新池町1731 自然人 0.9 85 2.0 ○ 令和1年12月27日201-03-378 カンバシロ池 かんばしろいけ 奈良県 奈良市 西登美ケ丘六丁目3954-1 不明 1.4 9.0 2.0 ○ 令和1年12月27日201-03-479 四谷池 よみたんいけ 奈良県 奈良市 三碓町2089-1 自然人 1.0 38 2.2 ○ 令和1年12月27日201-04-030 山野池 やまのいけ 奈良県 奈良市 大和田町797-1 自然人 1.0 35 0.2 ○ 令和1年12月27日201-04-050 あみだ池 あみだいけ 奈良県 奈良市 大和田町1793-1 自然人 0.8 13 0.2 ○ 令和1年12月27日201-06-003 古野池 ふるのいけ 奈良県 奈良市 阪原町2379-1 自然人 2.6 39 0.4 ○ 令和1年12月27日201-06-004 清水池 しみずいけ 奈良県 奈良市 阪原町2018-1 自然人 3.2 27 0.3 ○ 令和1年12月27日201-06-010 奥和田池 おくわだいけ 奈良県 奈良市 水間町1644 自然人 0.6 19 0.10 ○ 令和1年12月27日201-11-001 イチマチ池 いちまちいけ 奈良県 奈良市 大字下深川町 自然人 1.0 16 0.10 ○ 令和1年12月27日201-11-003 春日池 かすがいけ 奈良県 奈良市 大字下深川町1328番地の2 自然人 3.0 12 0.1 ○ 令和1年12月27日201-11-004 イワサカ池 いわさかいけ 奈良県 奈良市 大字下深川町 自然人 0.9 5.0 0.07 ○ 令和1年12月27日201-11-007 ジョーコ池 じょうこいけ 奈良県 奈良市 大字下深川町 自然人 0.5 7.0 0.03 ○ 令和1年12月27日201-11-015 今北池 いまきたいけ 奈良県 奈良市 大字上深川町 自然人 2.5 19 0.2 ○ 令和1年12月27日201-11-016 中辻池 なかつじいけ 奈良県 奈良市 大字上深川町 自然人 1.3 11 0.05 ○ 令和1年12月27日201-11-017 岡田池 おかだいけ 奈良県 奈良市 荻町 不明 1.1 12 0.07 ○ 令和1年12月27日201-11-028 奥ヶ谷池 おくがたにいけ 奈良県 奈良市 都祁大字馬場町オクガタニ1003-1 自然人 3.2 24 0.4 ○ 令和1年12月27日201-11-042 林谷池 はやしたにいけ 奈良県 奈良市 大字小倉町 自然人 1.2 16 0.1 ○ 令和1年12月27日201-11-052 トノヲシロ池 とのをしろいけ 奈良県 奈良市 大字針町1566-1 自然人 1.5 21 0.04 ○ 令和1年12月27日201-11-058 モウタニ池 もうたにいけ 奈良県 奈良市 針町 自然人 2.2 18 0.2 ○ 令和1年12月27日201-11-060 カリヤ池 かりやいけ 奈良県 奈良市 大字針町594-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-069 福西池 ふくにしいけ 奈良県 奈良市 針町4150-1 自然人 2.2 12 0.02 ○ 令和1年12月27日201-11-103 カニワラ池 かにわらいけ 奈良県 奈良市 都祁大字友田町1646 自然人 1.5 48 0.3 ○ 令和1年12月27日201-11-110 アカイ池 あかいいけ 奈良県 奈良市 都祁大字友田町 自然人 0.6 35 0.2 ○ 令和1年12月27日201-11-141 ちんしゃ池 ちんしゃち 奈良県 奈良市 大字藺生町 大和高原北部土地改良区 1.5 18 0.4 ○ 令和1年12月27日201-11-145 今日池１ こんじついけ１ 奈良県 奈良市 都祁小山戸町273 自然人 1.4 17 0.1 ○ 令和1年12月27日201-11-184 ウルシクロ池 うるしくろいけ 奈良県 奈良市 都祁吐山町ｳﾙｼｸﾛ138-1 自然人 3.0 23 0.2 ○ 令和1年12月27日201-01-030 中村池 なかむらいけ 奈良県 奈良市 沓掛町331-1 自然人 1.0 10 不明 ○ 令和1年12月27日201-01-034 山根池 やまねいけ 奈良県 奈良市 生琉里町242 自然人 不明 25 不明 ○ 令和1年12月27日201-01-036 飯倉池 いいくらいけ 奈良県 奈良市 誓多林町210 自然人 1.0 20 不明 ○ 令和1年12月27日201-01-038 大門池 だいもんいけ 奈良県 奈良市 誓多林町14 自然人 1.0 15 不明 ○ 令和1年12月27日201-01-040 久保田池 くぼたいけ 奈良県 奈良市 中ノ川町175-1 自然人 2.0 11 不明 ○ 令和1年12月27日201-01-043 西田池 にしだいけ 奈良県 奈良市 川上町228 不明 不明 30 不明 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元201-01-068 呼称なし こしょうなし 奈良県 奈良市 大慈仙町1190 自然人 2.8 30 0.2 ○ 令和1年12月27日201-02-078 北垣内池 きたがいといけ 奈良県 奈良市 北椿尾町750-1 自然人 3.0 30 0.4 ○ 令和1年12月27日201-02-079 山田池（通称　大磯池） やまだいけ 奈良県 奈良市 北椿尾町918 自然人 0.5 20 不明 ○ 令和1年12月27日201-02-099 中野池 なかのいけ 奈良県 奈良市 山町605 自然人 不明 20 不明 ○ 令和1年12月27日201-06-005 中田池 なかたいけ 奈良県 奈良市 阪原町3584-1 自然人 2.0 17 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-011 今植池 いまうえいけ 奈良県 奈良市 下深川町 自然人 1.8 5.0 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-012 堂の奥池 どうのおくいけ 奈良県 奈良市 上深川町 不明 3.4 10 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-013 鍋谷池 なべたにいけ 奈良県 奈良市 上深川町 自然人 1.5 18 0.07 ○ 令和1年12月27日201-11-023 戸の坂池 とのさかいけ 奈良県 奈良市 都祁馬場町3071 自然人 2.4 16 0.4 ○ 令和1年12月27日201-11-024 ニシテ池 にしていけ 奈良県 奈良市 都祁馬場町994-1 自然人 1.0 21 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-025 ちんしゃ池 ちんしゃち 奈良県 奈良市 都祁馬場町 大和高原北部土地改良区 4.5 14 0.5 ○ 令和1年12月27日201-11-026 中井おく池 なかいおくいけ 奈良県 奈良市 都祁馬場町 自然人 2.2 10 0.2 ○ 令和1年12月27日201-11-027 中井池 なかいいけ 奈良県 奈良市 都祁馬場町 自然人 2.2 8.0 0.08 ○ 令和1年12月27日201-11-029 おくがたに池 おくがたにいけ 奈良県 奈良市 都祁馬場町オクガタニ 自然人 2.0 6.0 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-030 ヨシロン池 よしろんいけ 奈良県 奈良市 都祁馬場町118-1 自然人 3.2 10 0.4 ○ 令和1年12月27日201-11-031 窪田池 くぼたいけ 奈良県 奈良市 都祁馬場町 自然人 1.2 12 0.03 ○ 令和1年12月27日201-11-034 森田池 もりたいけ 奈良県 奈良市 都祁馬場町高松 自然人 2.4 12 0.3 ○ 令和1年12月27日201-11-035 今谷池 いまたにいけ 奈良県 奈良市 都祁馬場町高松 自然人 1.8 10 0.05 ○ 令和1年12月27日201-11-036 松本（下）池 まつもとしたいけ 奈良県 奈良市 都祁馬場町高松 自然人 3.0 19 0.4 ○ 令和1年12月27日201-11-037 松本（上）池 まつもとかみいけ 奈良県 奈良市 都祁馬場町高松 自然人 2.0 25 0.2 ○ 令和1年12月27日201-11-038 山村池　　農業用としては使用せず、消防用用水池として使用（カラ池） やまむらいけ 奈良県 奈良市 針ヶ別所町 不明 2.6 19 0.2 ○ 令和1年12月27日201-11-039 福住池　　農業用としては使用せず、消防用用水池として使用（カラ池） ふくすみいけ 奈良県 奈良市 針ヶ別所町 不明 1.8 18 0.1 ○ 令和1年12月27日201-11-040 中村池 なかむらいけ 奈良県 奈良市 小倉町 自然人 2.0 18 0.1 ○ 令和1年12月27日201-11-041 ダイハンダ池 だいはんだいけ 奈良県 奈良市 小倉町 不明 3.2 11 0.4 ○ 令和1年12月27日201-11-043 山中池 やまなかいけ 奈良県 奈良市 小倉町 自然人 1.8 16 0.2 ○ 令和1年12月27日201-11-044 沢田道池 さわだみちいけ 奈良県 奈良市 小倉町1406 自然人 1.5 12 0.07 ○ 令和1年12月27日201-11-045 沢田池 さわだいけ 奈良県 奈良市 小倉町 自然人 1.4 9.0 0.03 ○ 令和1年12月27日201-11-046 トチビロ池 とちびろいけ 奈良県 奈良市 小倉町1620-1 自然人 1.0 5.0 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-047 井岡池2 いおかいけ 奈良県 奈良市 小倉町375 不明 5.0 15 0.7 ○ 令和1年12月27日201-11-048 井岡池1 いおかいけ 奈良県 奈良市 小倉町 不明 0.8 8.0 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-049 赤水池 あかみずいけ 奈良県 奈良市 針町 一般社団法人針町 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-051 川合のノキ下池 かわいののきしたいけ 奈良県 奈良市 針町838-1 自然人 1.0 26 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-053 陣出坂池 じんでざかいけ 奈良県 奈良市 針町 自然人 0.6 14 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-059 福岡池 ふくおかいけ 奈良県 奈良市 針町 自然人 2.0 23 0.2 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元201-11-062 コトギ池 ことぎいけ 奈良県 奈良市 針町 自然人 6.4 33 8.8 ○ 令和1年12月27日201-11-081 和田池 わだいけ 奈良県 奈良市 都祁白石町1619番地 自然人 1.4 23 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-084 大西池 おおにしいけ 奈良県 奈良市 都祁白石町525 自然人 2.2 2.7 0.2 ○ 令和1年12月27日201-11-085 大西奥池 おおにしおくいけ 奈良県 奈良市 都祁白石町525 自然人 1.8 18 0.05 ○ 令和1年12月27日201-11-090 奥の谷池 おくのたにいけ 奈良県 奈良市 都祁白石町3412 自然人 3.0 2.0 0.3 ○ 令和1年12月27日201-11-091 上芝池2 かみしばいけ2 奈良県 奈良市 都祁白石町2551-1 自然人 1.3 18 0.02 ○ 令和1年12月27日201-11-092 上芝池1 かみしばいけ1 奈良県 奈良市 都祁白石町 天理教白石分教会 2.0 12 0.1 ○ 令和1年12月27日201-11-094 幸田池 こうだいけ 奈良県 奈良市 都祁白石町2576 自然人 2.8 15 0.1 ○ 令和1年12月27日201-11-100 一本松池 いっぽんまついけ 奈良県 奈良市 都祁友田町1827 自然人 2.0 15 0.2 ○ 令和1年12月27日201-11-102 ミツホヲジ池 みつほをじいけ 奈良県 奈良市 都祁友田町1227 自然人 1.0 8.0 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-107  大久保池（二ツ池と一緒になっています） おおくぼいけ 奈良県 奈良市 都祁友田町1540 自然人 1.7 13 0.05 ○ 令和1年12月27日201-11-108 ユヤガダニ池 ゆやがだにいけ 奈良県 奈良市 都祁友田町1393 自然人 2.0 14 0.1 ○ 令和1年12月27日201-11-109 東田池 ひがしだいけ 奈良県 奈良市 都祁友田町 自然人 1.8 25 0.3 ○ 令和1年12月27日201-11-112 下の池 しものいけ 奈良県 奈良市 都祁甲岡町338-1 自然人 1.0 13 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-114 内ヤシキ池 うちやしきいけ 奈良県 奈良市 都祁甲岡町 自然人 1.0 7.0 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-115 内ヤシキ池 うちやしきいけ 奈良県 奈良市 都祁甲岡町 自然人 8.0 16 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-116 赤田池 あかたいけ 奈良県 奈良市 都祁甲岡町99 自然人 3.0 15 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-121 大般若池 だいはんにゃいけ 奈良県 奈良市 都祁南之庄町12-13 自然人 3.0 30 0.7 ○ 令和1年12月27日201-11-123 奥ヶ谷池 おくがたにいけ 奈良県 奈良市 都祁南之庄町奥ヶ谷1318-1 不明 5.0 17 0.9 ○ 令和1年12月27日201-11-135 上の池 かみのいけ 奈良県 奈良市 來迎寺町 自然人 1.4 16 0.08 ○ 令和1年12月27日201-11-138 倉西池 くらにしいけ 奈良県 奈良市 蘭生町高塚2055 自然人 0.7 8.0 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-140 ジネンコ池 じねんこいけ 奈良県 奈良市 蘭生町小字作谷 自然人 2.0 11 0.2 ○ 令和1年12月27日201-11-146 テマジリ池 てまじりいけ 奈良県 奈良市 都祁小山戸町1644-1 自然人 1.0 19 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-164 ドウノ前池 どうのまえいけ 奈良県 奈良市 都祁吐山町2230 自然人 1.0 13 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-167 峠池1 とうげいけ1 奈良県 奈良市 都祁吐山町3156-1 自然人 3.5 12 0.2 ○ 令和1年12月27日201-11-176 ワキノツボ池 わきのつぼいけ 奈良県 奈良市 都祁吐山町1645-1 自然人 1.8 12 0.05 ○ 令和1年12月27日201-11-185 ムラキ池 むらきいけ 奈良県 奈良市 都祁吐山町ムラキ 自然人 2.0 20 0.07 ○ 令和1年12月27日201-11-190 奥田池 おくだいけ 奈良県 奈良市 都祁吐山町 自然人 3.0 24 0.4 ○ 令和1年12月27日201-11-191 インノ池 いんのいけ 奈良県 奈良市 都祁吐山町418 自然人 2.0 14 不明 ○ 令和1年12月27日201-11-193 カミハタケ池 かみはたけいけ 奈良県 奈良市 都祁吐山町1309-1 自然人 1.0 9.0 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-499 丸尾 まるお 奈良県 奈良市 六条二丁目1059番 自然人 不明 20 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-500 上池 うえいけ 奈良県 奈良市 丸山二丁目4498の183,184 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日201-04-052 おおだん池 おおだんいけ 奈良県 奈良市 大和田町 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日201-04-053 水道池 すいどういけ 奈良県 奈良市 大和田町 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元201-03-021 吉岡池 よしおかいけ 奈良県 奈良市 山陵町1127-1 自然人 1.1 10 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-040 宗田池 そうだいけ 奈良県 奈良市 六条町一丁目741-1 六条町共有地（財産区財産） 1.5 32 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-067 奥池 おくいけ 奈良県 奈良市 菅原町758 自然人 4.4 70 5.4 ○ 令和1年12月27日201-03-171 吉村池 よしむらいけ 奈良県 奈良市 歌姫町1177-1 自然人 2.0 50 0.0001 ○ 令和1年12月27日201-03-178 池田池 いけだいけ 奈良県 奈良市 歌姫町1090 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-179 池田池 いけだいけ 奈良県 奈良市 歌姫町1083-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-192 中田池　 なかたいけ 奈良県 奈良市 歌姫町1071-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-195 出口池 でぐちいけ 奈良県 奈良市 歌姫町1041-1 自然人 2.5 24 0.0001 ○ 令和1年12月27日201-03-214 宮前池 みやまえいけ 奈良県 奈良市 佐紀町2305 自然人 0.5 21 0.001 ○ 令和1年12月27日201-03-229 中尾池 なかおいけ 奈良県 奈良市 山陵町676-1 自然人 不明 10 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-230 中尾池 なかおいけ 奈良県 奈良市 山陵町684-1 自然人 不明 20 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-231 中尾池 なかおいけ 奈良県 奈良市 山陵町690-1 自然人 不明 10 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-232 奥田池 おくだいけ 奈良県 奈良市 山陵町691-1 自然人 不明 10 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-236 奥田池 おくだいけ 奈良県 奈良市 山陵町1249-1 自然人 不明 20 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-246 吉岡池 よしおかいけ 奈良県 奈良市 山陵町1136-1 自然人 不明 10 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-248 福井池 ふくいいけ 奈良県 奈良市 山陵町1142-1 自然人 不明 30 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-266 植村池 うえむらいけ 奈良県 奈良市 六条一丁目786 自然人 0.3 10 0.00001 ○ 令和1年12月27日201-03-267 上田池 うえだいけ 奈良県 奈良市 六条一丁目774 自然人 1.5 10 0.00003 ○ 令和1年12月27日201-03-268 不明 ふめい 奈良県 奈良市 六条一丁目887-2 自然人 不明 10 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-269 不明 ふめい 奈良県 奈良市 六条一丁目833-2 自然人 0.5 10 0.07 ○ 令和1年12月27日201-03-270 植村池 うえむらいけ 奈良県 奈良市 六条一丁目784 自然人 0.3 10 0.03 ○ 令和1年12月27日201-03-271 植村池 うえむらいけ 奈良県 奈良市 六条一丁目830 自然人 3.0 10 0.07 ○ 令和1年12月27日201-03-273 川西池 かわにしいけ 奈良県 奈良市 六条二丁目1007-1 自然人 不明 60 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-294 柳本池 やなぎもといけ 奈良県 奈良市 押熊町2090（中池） 自然人 3.5 10 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-295 柳本池 やなぎもといけ 奈良県 奈良市 押熊町2098-1（上池） 自然人 3.5 20 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-304 長田池 ながたいけ 奈良県 奈良市 押熊町306-1 自然人 1.5 10 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-324 トーノ池 とーのいけ 奈良県 奈良市 秋篠町628 自然人 不明 20 不明 ○ 令和1年12月27日201-03-338 奥池 おくいけ 奈良県 奈良市 疋田町4丁目163-1 自然人 不明 10 不明 ○ 令和1年12月27日201-02-061 てんま池（尼原池） てんまいけ（あまはらいけ） 奈良県 奈良市 茗荷町206-1 自然人 3.0 20 不明 ○ 令和2年3月23日201-02-067 松本池（大池） まつもといけ（おいけ） 奈良県 奈良市 茗荷町635-1 自然人 4.0 20 不明 ○ 令和2年3月23日201-03-093 吉田池 よしだいけ 奈良県 奈良市 中町5120-1 自然人 7.0 20 不明 ○ 令和2年3月23日201-03-121 谷山ため池 たにやなためいけ 奈良県 奈良市 中町谷山3952-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年3月23日201-03-131 松谷池 まつたにいけ 奈良県 奈良市 二名5-1291-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年3月23日201-03-176 原田池 はらだいけ 奈良県 奈良市 歌姫町1108 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年3月23日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元201-03-184 武田池 たけだいけ 奈良県 奈良市 歌姫町1437-3 自然人 1.0 20 0.1 ○ 令和2年3月24日201-03-199 奈良市ため池　 ならしためいけ 奈良県 奈良市 歌姫町66-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年3月24日201-03-221 中村池 なかむらいけ 奈良県 奈良市 歌姫町6-1 自然人 不明 93 0.3 ○ 令和2年3月23日201-03-255 福山池 ふくやまいけ 奈良県 奈良市 尼辻中191-1 不明 不明 不明 不明 ○ 令和2年3月23日201-03-345 �田池 よしだいけ 奈良県 奈良市 五条畑一丁目5161-1 自然人 5.0 20 0.2 ○ 令和2年3月24日201-03-382 上村池 うえむらいけ 奈良県 奈良市 百楽園一丁目2968-1 自然人 6.2 64 不明 ○ 令和2年3月25日201-03-454 赤瀬池 あかせいけ 奈良県 奈良市 三松4丁目989-1 自然人 1.7 21 0.01 ○ 令和2年3月23日201-03-464 米谷池 こめたにいけ 奈良県 奈良市 三松二丁目260-1 自然人 2.0 40 0.3 ○ 令和2年3月23日201-03-119 大原下池 おおはらしもいけ 奈良県 奈良市 中町3703-1 自然人 4.0 30 1.3 ○ 令和2年3月26日201-03-127 和田池 わだいけ 奈良県 奈良市 二名5丁目1426-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年3月30日201-03-168 木下池 きのしたいけ 奈良県 奈良市 歌姫町1265 自然人 2.0 33 0.2 ○ 令和2年3月31日201-03-175 木下池 きのしたいけ 奈良県 奈良市 歌姫町1104-1 自然人 不明 不明 0.4 ○ 令和2年3月31日201-03-188 橋本池 はしもといけ 奈良県 奈良市 歌姫町1125 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年3月30日201-03-189 山本池 やまもといけ 奈良県 奈良市 歌姫町1119 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年4月6日201-03-194 吉崎池 よしざきいけ 奈良県 奈良市 歌姫町1054-1 自然人 0.6 不明 0.3 ○ 令和2年3月27日201-03-259 坂口池 さかぐちいけ 奈良県 奈良市 尼辻西町204-2 自然人 0.6 20 0.1 ○ 令和2年3月30日201-03-261 �村池 よしむらいけ 奈良県 奈良市 五条一丁目437-30 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年3月26日201-03-383 向山ため池 むかいやまためいけ 奈良県 奈良市 百楽園1丁目2965-3 自然人 5.0 20 0.2 ○ 令和2年3月26日201-03-390 杉本池 すぎもといけ 奈良県 奈良市 学園赤松町3634-1 自然人 3.0 20 不明 ○ 令和2年3月26日201-03-400 宮口池 みやぐちいけ 奈良県 奈良市 二名平野1丁目1710-1 自然人 4.0 20 0.2 ○ 令和2年3月31日201-03-459 不明 ふめい 奈良県 奈良市 三松3丁目633の1 自然人 3.0 10 不明 ○ 令和2年4月7日201-02-060 松本池 まつもといけ 奈良県 奈良市 茗荷町427-1 自然人 2.0 7.0 不明 ○ 令和2年4月8日201-03-431 奥谷池 おくたにいけ 奈良県 奈良市 中町3892 自然人 4.5 11 0.002 ○ 令和2年3月24日201-04-015 新池 しんいけ 奈良県 奈良市 六条西町5丁目5448-1 不明 1.3 54 0.00004 ×201-04-017 忠手池 ただていけ 奈良県 奈良市 大和田町106-1 不明 3.0 73 0.0004 ×201-04-041 水野池 みずのいけ 奈良県 奈良市 六条西町5丁目1441 不明 不明 20 不明 ×201-03-446 竹田池 たけだいけ 奈良県 奈良市 二名5丁目1289-1 自然人 7.0 30 0.005 ○ 令和2年3月23日201-01-070 鴻ノ池 こうのいけ 奈良県 奈良市 法蓮佐保山四丁目1703-1 奈良市 不明 不明 不明 － ○201-03-393 杉本池 すぎもといけ 奈良県 奈良市 学園赤松町3608-1 自然人 3.0 20 不明 ○ 令和2年3月26日209-04-023 北浦堀 きたうらぼり 奈良県 大和高田市 大字藤森318番、330番 共有地 0.6 355 1.1 ○ 令和1年10月31日209-05-179 東池 ひがしいけ 奈良県 大和高田市 大字池尻110番 共有地 1.2 200 3.6 ○ 令和1年10月23日209-02-052 西池 にしいけ 奈良県 大和高田市 大字池尻240番+241番1+241番3+241番4 共有地 1.2 195 3.2 ○ 令和1年10月23日383-01-009 六道池 ろくどういけ 奈良県 大和高田市 大字大谷392番 共有者 1.1 58 5.5 ○ 令和1年11月27日422-01-052 箱ダブ池 はこだぶいけ 奈良県 大和高田市 大字奥田187番2-1、187番2-2、188番1、189番、190番2-1、190番2-2 共有地 1.5 110 0.3 ○ 令和1年10月18日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元383-01-131 新池南 しんいけみなみ 奈良県 大和高田市 大字大谷30番 共有地 2.9 309 23 ○ 令和1年11月27日422-01-026 出屋敷池 でやしきいけ 奈良県 大和高田市 大字野口456番地1 共有地 1.3 261 4.8 ○ 令和1年12月5日203-01-094 西代池 にしだいいけ 奈良県 大和高田市 大字野口1番 共有地 4.9 541 27 ○ 令和1年11月11日 ○203-01-094 野口南池 のぐちみなみいけ 奈良県 大和高田市 大字野口20番1 共有地 3.7 250 7.9 ○ 令和1年12月3日209-01-014 池田池 いけだいけ 奈良県 大和高田市 大字池田2番4 共有地 2.0 140 1.1 ○ 令和1年12月12日209-02-007 北口池 きたぐちいけ 奈良県 大和高田市 大字池田119番1 共有地 0.8 105 0.7 ○ 令和1年12月12日208-01-160 名倉北池 なぐらきたいけ 奈良県 大和高田市 大字池田325番、大字市場312番、大字市場313番 池田土地改良区 2.4 473 15 ○ 令和1年12月12日208-01-160 栂池 とがいけ 奈良県 大和高田市 大字築山550番1 奈良県大和高田市 2.2 35 1.8 －401-01-117 三ツ池 みついけ 奈良県 大和高田市 大字市場1番1 大和高田市大字市場 4.5 106 21 ○ 令和1年10月7日 ○208-01-104 神楽池 じんらくいけ 奈良県 大和高田市 神楽2丁目368番1、368番3 奈良県大和高田市 3.0 571 12 －208-01-088 六反田池 ろくたんだいけ 奈良県 大和高田市 日之出東本町1263番1 共有地 0.7 35 0.3 ○ 令和1年10月31日421-01-001 新池 しんいけ 奈良県 大和高田市 材木町418番1+418番2+418番3 共有地 2.7 393 10 ○ 令和1年12月3日 ○208-02-193 松塚池 まつづかいけ 奈良県 大和高田市 大字松塚115番 共有地 4.2 579 45 ○ 令和1年10月10日 ○344-01-004 古池 ふるいけ 奈良県 大和高田市 東雲町964番 土庫村高田町共有地 3.0 243 17 ○ 令和1年12月3日209-09-108 古池 ふるいけ 奈良県 大和高田市 大字有井169番 共有者 1.7 166 2.4 ○ 令和1年10月22日209-08-074 下池 しもいけ 奈良県 大和高田市 大字有井223番 大字有井 2.5 417 6.0 ○ 令和1年10月22日203-01-151 馬冷池 ばれいいけ 奈良県 大和高田市 本郷町1460番1 奈良県大和高田市 2.0 138 0.8 －443-01-036 常光寺池 じょうこうじいけ 奈良県 大和高田市 旭北町392+393+394+395+397+398+401+402+403-2+404+405+406+407+408+410+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+432+433+434+435-2 共有者 2.8 540 31 ○ 令和1年10月31日209-12-016 大中池 おおなかいけ 奈良県 大和高田市 大字大中183番 共有地 3.0 23 8.8 ○ 令和1年12月5日209-07-022 磯野池 いそのいけ 奈良県 大和高田市 大字磯野461番 磯野共有地 3.3 532 21 ○ 令和1年11月6日204-01-110 古池（三倉堂池） ふるいけ（みくらどういけ） 奈良県 大和高田市 西三倉堂2丁目629番1+629番2 共有地+西日本旅客鉄道（株） 2.1 240 7.6 ○ 令和1年10月11日 ○422-01-035 新池 しんいけ 奈良県 大和高田市 中三倉堂2丁目800番 奈良県大和高田市 1.9 202 5.5 －401-01-067 田井池 たいいけ 奈良県 大和高田市 田井1 大字田井共有地 2.8 460 14 ○ 令和1年9月17日 ○209-05-022 勝目池 かじめいけ 奈良県 大和高田市 大字勝目84番1 大和高田市大字勝目 1.5 68 0.6 ○ 令和1年10月11日201-01-026 古池 ふるいけ 奈良県 大和高田市 大字曽大根200番1 自然人 3.4 394 29 ○ 令和1年9月1日 ○383-01-070 秋吉池 あきよしいけ 奈良県 大和高田市 大字秋吉162番+200番 大和高田市大字秋吉+共有地 3.8 306 22 ○ 令和1年11月5日 ○421-01-067 弁天池 べんてんいけ 奈良県 大和高田市 大字奥田469番1 自然人 1.6 168 2.0 ○ 令和1年10月18日422-01-051 奥田池 おくだいけ 奈良県 大和高田市 大字奥田217番1他 共有地 4.2 316 31 ○ 令和1年10月18日 ○209-08-075 三角池 さんかくいけ 奈良県 大和高田市 大字東中186番 共有地 4.9 444 38 ○ 令和1年10月16日 ○383-01-074 経田のダブ きょうでんのだぶ 奈良県 大和高田市 土庫3丁目371番2、372番1、372番2 共有地 0.8 64 0.8 ○ 令和1年12月3日383-02-014 西垣内池 にしがいといけ 奈良県 大和高田市 田井392 大字田井共有地 1.5 30 0.1 ○ 令和1年9月17日342-01-095 石湖（石子） いしこ 奈良県 大和高田市 大字出323番1 共有地 0.8 30 1.1 ○ 令和1年11月25日203-01-016 八幡池 はちまんいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町4663-1 自然人 3.2 24 0.4 ×203-01-019 公園西池 こうえんにしいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町 奈良県 2.0 不明 不明 －



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元203-01-021 公園北池 こうえんきたいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町292 奈良県 2.0 40 1.9 －203-01-022 公園南池 こうえんみなみいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町565 奈良県 2.0 23 0.2 －203-01-023 公園東池 こうえんひがしいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町545 奈良県 2.0 45 1.2 －203-01-047 正願寺池 しょうがんじいけ 奈良県 大和郡山市 北郡山町333-2 奈良県郡山土地改良区 2.0 不明 0.3 －203-01-048 鰻堀池 うなぎぼりいけ 奈良県 大和郡山市 城内町602-1 大和郡山市 4.8 46 16 －203-01-049 松陰池 しょういんいけ 奈良県 大和郡山市 城内町259 （公財）柳澤文庫 2.5 315 2.8 －203-01-050 堀池 ほりいけ 奈良県 大和郡山市 城内町256-1 （公財）柳澤文庫 2.5 900 21 －203-01-052 永慶寺池 えいけいじいけ 奈良県 大和郡山市 永慶寺町 不明 不明 不明 不明 －203-01-054 百寿池 ひゃくじゅいけ 奈良県 大和郡山市 北郡山町245-1、 大和郡山市 1.8 165 2.2 －203-01-059 高付上池 たかつきかみいけ 奈良県 大和郡山市 野垣内町1 大和郡山市 1.6 不明 0.7 －203-01-060 宮ノ本上池 みやのもとかみいけ 奈良県 大和郡山市 野垣内町2-1 大和郡山市 不明 不明 不明 －203-01-072 下側池 しもんかわいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町3897-1 自然人 6.4 28 3.4 ×203-01-095 マタカ池 またかいけ 奈良県 大和郡山市 西田中町103-1 大和郡山市 不明 不明 不明 －203-01-099 十三田池 じゅうさんだいけ 奈良県 大和郡山市 小泉町2966-1 大和郡山市 1.8 74 2.3 －203-01-183 小玉池 こだまいけ 奈良県 大和郡山市 額田部北町1021-1 大和郡山市 0.6 117 0.5 －203-01-002 露無池 つゆなしいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町3383－1 自然人 5.9 72 7.1 ○ 令和1年12月27日 ○ ○203-01-005 峠池上池 とうげいけかみいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町2175－1 自然人 9.0 159 34 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-006 峠池下池 とうげいけしもいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町2180－1 自然人 5.5 212 25 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-007 大谷口池 おおたにぐちいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町3319－1 横山自治会 8.3 112 29 ○ 令和1年12月27日 ○ ○203-01-008 矢田新池 やたしんいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町1805－1 自然人 6.5 24 4.5 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-009 深谷池 ふかたにいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町3559－1 自然人 6.2 60 3.0 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-011 瀬戸谷池 せとだにいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町1447－1 自然人 3.0 41 1.3 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-012 浜池 はまいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町2910－1 自然人 6.0 84 22 ○ 令和1年12月27日203-01-017 追上池 おいがみいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町1036－1 自然人 2.9 27 0.6 ○ 令和1年12月27日203-01-020 大谷池 おおたにいけ 奈良県 大和郡山市 城町25－1 自然人 5.6 105 61 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-029 外山池 とやまいけ 奈良県 大和郡山市 外川町258－1 外川土地改良区 2.1 104 2.1 ○ 令和1年12月27日203-01-031 シブト池 しぶといけ 奈良県 大和郡山市 城町1540-1 自然人 2.7 166 6.0 ○ 令和1年12月27日203-01-032 芳（芦）池 よしいけ 奈良県 大和郡山市 外川町10－1 外川土地改良区 1.4 112 0.5 ○ 令和1年12月27日203-01-033 島池 しまいけ 奈良県 大和郡山市 城町1543-2 東城自治会 2.3 97 1.0 ○ 令和1年12月27日203-01-040 奥新池 おくしんいけ 奈良県 大和郡山市 九条町532 自然人 3.8 84 6.4 ○ 令和1年12月27日203-01-041 クチナシ池 くちなしいけ 奈良県 大和郡山市 九条町485－1 大和郡山九条土地改良区 5.6 85 23 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-043 尼ヶ池 あまがいけ 奈良県 大和郡山市 北郡山町721－1 北郡山土地改良区 3.4 65 11 ○ 令和1年12月27日203-01-044 九条新池 くじょうしんいけ 奈良県 大和郡山市 九条町391－2 自然人 4.3 288 10 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-045 鴫ヶ池 しんがいけ 奈良県 大和郡山市 城北町400－2 北郡山土地改良区 5.6 72 19 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元203-01-051 五軒屋敷池 ごけんやしきいけ 奈良県 大和郡山市 北郡山町251 奈良県郡山土地改良区 2.8 264 9.1 ○ 令和1年12月27日203-01-053 鷺池 さぎいけ 奈良県 大和郡山市 城見町561－1 奈良県郡山土地改良区 5.7 78 26 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-055 小川裏池 おがわうらいけ 奈良県 大和郡山市 北郡山町110－4 奈良県郡山土地改良区 1.2 45 1.6 ○ 令和1年12月27日203-01-056 浅池 あさいけ 奈良県 大和郡山市 北郡山町33－3 奈良県郡山土地改良区 2.4 不明 0.7 ○ 令和1年12月27日203-01-057 広島池 ひろしまいけ 奈良県 大和郡山市 北郡山町2－3 奈良県郡山土地改良区 2.6 不明 3.0 ○ 令和1年12月27日203-01-058 野上池 のがみいけ 奈良県 大和郡山市 観音寺町22－1 自然人 3.5 320 19 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-061 千替池 せんがいけ 奈良県 大和郡山市 高田町61－1 奈良県郡山土地改良区 2.0 192 3.3 ○ 令和1年12月27日203-01-063 蛸田池 たこだいけ 奈良県 大和郡山市 下三橋町930 下三橋町自治会 3.6 651 47 ○ 令和1年12月27日203-01-064 大垣内池 おおがいといけ 奈良県 大和郡山市 下三橋町96 下三橋町自治会 1.8 340 29 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-065 蛇南坊池 じゃなんぼういけ 奈良県 大和郡山市 上三橋町155－1 平和土地改良区 1.6 181 5.6 ○ 令和1年12月27日203-01-066 南僧坊谷池 なんそうぼうだにいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町3436－1（上池）、3437-1（下池） 自然人 5.2 29 1.2 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-067 頂池 いただきいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町3434－1 自然人 8.1 49 18 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-068 池谷中池 いけだになかいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町3438－1 自然人 6.2 50 7.9 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-069 矢田下池 やたしもいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町3439－1 自然人 11 52 15 ○ 令和1年12月27日 ○ ○203-01-071 奥畑池 おくばたいけ 奈良県 大和郡山市 山田町673－1 自然人 7.9 30 6.0 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-073 奥谷新池 おくのたにしんいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町3722－1 自然人 6.7 32 2.4 ○ 令和1年12月27日203-01-077 アグラ池 あぐらいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町5922 自然人 4.7 42 3.7 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-078 トウシ池 とうしいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町5884 自然人 3.0 40 1.9 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-079 平尾池 ひらおいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町5938 自然人 1.0 77 0.4 ○ 令和1年12月27日203-01-083 並池 ならびいけ 奈良県 大和郡山市 山田町426 自然人 8.6 104 139 ○ 令和1年12月27日 ○ ○203-01-084 神殿池 しんでんいけ 奈良県 大和郡山市 山田町536－1 自然人 2.8 59 4.9 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-086 倉持池 くらもちいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町5697－1 自然人 5.0 108 31 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-092 大池 おおいけ 奈良県 大和郡山市 矢田山町104－1 自然人 8.0 85 53 ○ 令和1年12月27日 ○ ○203-01-096 米田池 こめだいけ 奈良県 大和郡山市 小泉町2816 自然人 2.3 30 0.8 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-097 笹尾上池 ささおかみいけ 奈良県 大和郡山市 小泉町2945－1 小泉西農事組合法人 3.0 48 6.9 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-098 笹尾下池 ささおしもいけ 奈良県 大和郡山市 小泉町2944－1 小泉西農事組合法人 1.7 100 6.4 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-100 北久保池 きたくぼいけ 奈良県 大和郡山市 小泉町861－1 自然人 2.8 67 13 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-101 九頭神池 くずかみいけ 奈良県 大和郡山市 小泉町84－1 小泉市場土地改良区 3.5 410 77 ○ 令和1年12月27日203-01-102 塚本池 つかもといけ 奈良県 大和郡山市 満願寺町444－1 富雄川筋字十ヶ土地改良区 3.5 402 20 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-103 池之内古池 いけのうちふるいけ 奈良県 大和郡山市 池之内町561－1 富雄川筋字十ヶ土地改良区 3.9 578 35 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-104 池之内新池 いけのうちしんいけ 奈良県 大和郡山市 池之内町562－1 富雄川筋字十ヶ土地改良区 3.0 370 10 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-105 田中上池 たなかかみいけ 奈良県 大和郡山市 田中町746－1 富雄川筋字十ヶ土地改良区 3.4 375 8.9 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-106 田中下池 たなかしもいけ 奈良県 大和郡山市 田中町762－1 富雄川筋字十ヶ土地改良区 4.9 703 47 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-107 鴨池 かもいけ 奈良県 大和郡山市 新木町460－1 自然人 5.0 265 59 ○ 令和1年12月27日 ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元203-01-108 小南西池 こみなみにしいけ 奈良県 大和郡山市 小南町1－1 富雄川筋字十ヶ土地改良区 2.9 684 30 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-109 小南新池 こみなみしんいけ 奈良県 大和郡山市 小南町2 富雄川筋字十ヶ土地改良区 2.4 380 12 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-110 御坊池 ごぶいけ 奈良県 大和郡山市 北西町1－1 自然人 2.1 266 4.6 ○ 令和1年12月27日203-01-111 廻り池 まわりいけ 奈良県 大和郡山市 新木町498－1 自然人 1.4 270 0.7 ○ 令和1年12月27日203-01-112 芦ヶ池 あしがいけ 奈良県 大和郡山市 新木町523-1、524-1 自然人 5.2 25 17 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-113 小南東池 こみなみひがしいけ 奈良県 大和郡山市 小南町364－1 富雄川筋字十ヶ土地改良区 2.8 452 14 ○ 令和1年12月27日203-01-114 豊浦池 とようらいけ 奈良県 大和郡山市 豊浦町1 富雄川筋字十ヶ土地改良区 3.8 432 18 ○ 令和1年12月27日203-01-116 本庄池 ほんじょういけ 奈良県 大和郡山市 本庄町56－1 富雄川筋字十ヶ土地改良区 3.7 528 23 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-117 天井池 てんじょういけ 奈良県 大和郡山市 天井町202－1 自然人 2.0 380 7.7 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-118 公文田池 こぶんだいけ 奈良県 大和郡山市 柳町31 奈良県郡山土地改良区 1.1 不明 0.6 ○ 令和1年12月27日203-01-119 杉古池 すぎふるいけ 奈良県 大和郡山市 杉町283－1 富雄川筋字十ヶ土地改良区 1.9 384 8.2 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-120 白銀池 しろがねいけ 奈良県 大和郡山市 筒井町20－1 筒井土地改良区 2.2 406 7.2 ○ 令和1年12月27日203-01-122 杉新池 すぎしんいけ 奈良県 大和郡山市 杉町71－1 富雄川筋字十ヶ土地改良区 0.8 34 2.7 ○ 令和1年12月27日203-01-123 小原池 おはらいけ 奈良県 大和郡山市 丹後庄町88－1 自然人 3.0 380 12 ○ 令和1年12月27日203-01-124 北堀池 きたほりいけ 奈良県 大和郡山市 番条町115－1 治道北部土地改良区 0.9 不明 1.5 ○ 令和1年12月27日203-01-125 堀池 ほりいけ 奈良県 大和郡山市 稗田町333-1 稗田町自治会 0.5 不明 4.3 ○ 令和1年12月27日203-01-126 往古池（若槻池） おうこいけ（わかつきいけ） 奈良県 大和郡山市 若槻町4－1 平和土地改良区 2.0 120 6.1 ○ 令和1年12月27日203-01-127 里の前池 さとのまえいけ 奈良県 大和郡山市 若槻町278－1 自然人 1.7 336 4.0 ○ 令和1年12月27日203-01-128 大将軍池 たいしょうぐんいけ 奈良県 大和郡山市 若槻町342－1 自然人 5.0 405 20 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-129 中城北池 なかじょうきたいけ 奈良県 大和郡山市 中城町258－1 治道北部土地改良区 3.0 332 6.3 ○ 令和1年12月27日203-01-130 的場新池 まとばしんいけ 奈良県 大和郡山市 大江町144－3 自然人 3.6 315 9.7 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-131 伝法池 でんぽういけ 奈良県 大和郡山市 発志院町31－1 治道北部土地改良区 1.4 101 0.8 ○ 令和1年12月27日203-01-132 発志院北池 はっしいんきたいけ 奈良県 大和郡山市 発志院町142－1 治道北部土地改良区 1.8 406 6.8 ○ 令和1年12月27日203-01-134 発志院南池 はっしいんみなみいけ 奈良県 大和郡山市 発志院町232－1 治道北部土地改良区 1.8 430 7.4 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-135 南田下池 みなみだしもいけ 奈良県 大和郡山市 美濃庄町19－1 平和土地改良区 3.8 445 16 ○ 令和1年12月27日203-01-136 南田中池 みなみだなかいけ 奈良県 大和郡山市 美濃庄町18－3 平和土地改良区 3.8 173 7.4 ○ 令和1年12月27日203-01-137 南田上池 みなみだかみいけ 奈良県 大和郡山市 美濃庄町18－1 平和土地改良区 3.0 200 17 ○ 令和1年12月27日203-01-138 カブト池 かぶといけ 奈良県 大和郡山市 美濃庄町758－1 自然人 2.6 358 6.2 ○ 令和1年12月27日203-01-139 田中池 たなかいけ 奈良県 大和郡山市 番匠田中町3－1 平和土地改良区 2.3 350 5.0 ○ 令和1年12月27日203-01-140 千束池 せんぞくいけ 奈良県 大和郡山市 白土町1－1 治道北部土地改良区 2.2 488 10 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-141 白土下池 しらつちしもいけ 奈良県 大和郡山市 白土町501－1 治道北部土地改良区 5.3 320 38 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-142 白土上池 しらつちかみいけ 奈良県 大和郡山市 白土町502－1 治道北部土地改良区 3.7 428 14 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-143 井戸野古池 いどのふるいけ 奈良県 大和郡山市 井戸野町59-1 大和郡山市井戸野町 2.6 480 18 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-144 井戸野新池 いどのしんいけ 奈良県 大和郡山市 井戸野町40-1 自然人 3.6 495 29 ○ 令和1年12月27日 ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元203-01-145 石川北池 いしかわきたいけ 奈良県 大和郡山市 石川町474-1 治道北部土地改良区 2.1 268 3.1 ○ 令和1年12月27日203-01-146 石川南下池 いしかわみなみしもいけ 奈良県 大和郡山市 石川町37-1 治道北部土地改良区 3.7 210 17 ○ 令和1年12月27日203-01-147 石川南上池 いしかわみなみかみいけ 奈良県 大和郡山市 石川町38-1 治道北部土地改良区 3.3 370 16 ○ 令和1年12月27日203-01-148 菩提池 ぼだいいけ 奈良県 大和郡山市 小泉町2389-1 自然人 3.9 238 17 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-149 結摩田池 ゆうまでんいけ 奈良県 大和郡山市 山田町1325 自然人 1.6 222 1.6 ○ 令和1年12月27日203-01-150 ナギナタ池 なぎなたいけ 奈良県 大和郡山市 小泉町2249 自然人 4.2 30 7.3 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-152 御庭池 おにわいけ 奈良県 大和郡山市 小泉町2238 自然人 3.5 45 12 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-153 城ノ池 じょうのいけ 奈良県 大和郡山市 小泉町2235-1 自然人 0.8 6.0 0.9 ○ 令和1年12月27日203-01-156 椎木上池 しぎかみいけ 奈良県 大和郡山市 椎木町3-1 椎木土地改良区 4.2 637 66 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-157 椎木下池 しぎしもいけ 奈良県 大和郡山市 椎木町4-1 椎木土地改良区 4.2 456 17 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-158 小林上池 こばやしかみいけ 奈良県 大和郡山市 小林町401-1 小林土地改良区 2.1 495 12 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-160 小林下池 こばやししもいけ 奈良県 大和郡山市 小林町399-1 小林土地改良区 4.4 275 38 ○ 令和1年12月27日 ○ ○203-01-161 万桑池 まんがいけ 奈良県 大和郡山市 筒井町300-1 筒井土地改良区 1.9 422 6.8 ○ 令和1年12月27日203-01-162 丸田池 まるたいけ 奈良県 大和郡山市 筒井町485-1 筒井土地改良区 2.6 610 15 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-163 筒井新池 つついしんいけ 奈良県 大和郡山市 筒井町279-1 筒井土地改良区 1.8 524 12 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-164 十楚池 じゅうそいけ 奈良県 大和郡山市 丹後庄町177-1 自然人 1.5 230 2.9 ○ 令和1年12月27日203-01-165 須浜池 すはまいけ 奈良県 大和郡山市 筒井町728-1 筒井土地改良区 1.9 400 3.7 ○ 令和1年12月27日203-01-167 馬司西池 まつかさにしいけ 奈良県 大和郡山市 馬司町190-1 馬司土地改良区 1.3 452 5.4 ○ 令和1年12月27日203-01-168 長安寺新池 ちょうあんじしんいけ 奈良県 大和郡山市 馬司町355-1 長安寺土地改良区 2.0 200 6.5 ○ 令和1年12月27日203-01-169 馬司東池 まつかさひがしいけ 奈良県 大和郡山市 馬司町941-1 馬司土地改良区 2.0 68 4.1 ○ 令和1年12月27日203-01-170 荒池 あらいけ 奈良県 大和郡山市 筒井町1205-1 筒井土地改良区 1.8 512 5.5 ○ 令和1年12月27日203-01-171 八条北池 はちじょうきたいけ 奈良県 大和郡山市 八条町383-1 八条土地改良区 2.0 402 3.8 ○ 令和1年12月27日203-01-172 蓮池 はすいけ 奈良県 大和郡山市 伊豆七条町10-1 治道南部土地改良区 4.1 560 22 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-173 中城南池 なかじょうみなみいけ 奈良県 大和郡山市 中城町327-1 治道北部土地改良区 2.4 77 1.1 ○ 令和1年12月27日203-01-174 丼池（南池） どんぶりいけ 奈良県 大和郡山市 発志院町261 治道北部土地改良区 2.0 363 5.5 ○ 令和1年12月27日203-01-175 横田新池 よこたしんいけ 奈良県 大和郡山市 横田町310-1 治道南部土地改良区 2.7 370 10 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-176 葛上池 くずがみいけ 奈良県 大和郡山市 横田町1033-1 治道南部土地改良区 3.9 540 21 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-177 横田下池 よこたしもいけ 奈良県 大和郡山市 横田町179-1 治道南部土地改良区 3.8 668 26 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-178 横田上池 よこたかみいけ 奈良県 大和郡山市 横田町212-1 治道南部土地改良区 4.1 532 35 ○ 令和1年12月27日203-01-179 芝池 しばいけ 奈良県 大和郡山市 横田町212-1 治道南部土地改良区 3.6 455 20 ○ 令和1年12月27日203-01-180 櫟枝池 いちえだいけ 奈良県 大和郡山市 櫟枝町156-1 治道南部土地改良区 3.8 415 18 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-181 桧垣池 ひがきいけ 奈良県 大和郡山市 新庄町81-1 治道南部土地改良区 2.0 290 2.9 ○ 令和1年12月27日203-01-182 鉾立池 ほこたていけ 奈良県 大和郡山市 新庄町1-1 治道南部土地改良区 3.3 540 31 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-186 額田部東池 ぬかたべひがしいけ 奈良県 大和郡山市 額田部北町734-1 自然人 2.0 72 1.3 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元203-01-187 柏木池 かしわぎいけ 奈良県 大和郡山市 柏木町165-1 自然人 3.7 不明 8.2 ○ 令和1年12月27日203-01-189 宮堂新池 みやどうしんいけ 奈良県 大和郡山市 宮堂町150-1 自然人 2.2 453 7.3 ○ 令和1年12月27日203-01-190 宮堂古池 みやどうふるいけ 奈良県 大和郡山市 宮堂町1-1 自然人 2.0 224 5.4 ○ 令和1年12月27日203-01-191 八条南池 はちじょうみなみいけ 奈良県 大和郡山市 八条町100-1 八条土地改良区 2.8 483 17 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-166 飛車ケ池 ひしゃがいけ 奈良県 大和郡山市 馬司町981 馬司土地改良区 0.8 40 1.3 ○ 令和1年12月27日203-01-154 小林新池 こばやししんいけ 奈良県 大和郡山市 小林町72-3 小林土地改良区 1.0 95 2.4 ○ 令和1年12月27日203-01-159 小林中池 こばやしなかいけ 奈良県 大和郡山市 小林町400-1 小林土地改良区 1.6 162 3.2 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-070 水谷池 みずたにいけ 奈良県 大和郡山市 山田町695 松尾寺 6.3 28 0.4 ○ 令和1年12月27日203-01-075 山田新池 やまだしんいけ 奈良県 大和郡山市 山田町627 自然人 4.0 68 2.3 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-042 別所谷池 べっしょだにいけ 奈良県 大和郡山市 九条町1170-1 大和郡山九条土地改良区 2.5 107 0.5 ○ 令和1年12月27日203-01-038 青池 あおいけ 奈良県 大和郡山市 九条町1042-1 大和郡山九条土地改良区 1.5 46 1.8 ○ 令和1年12月27日 ○203-01-184 上新池 かみしんいけ 奈良県 大和郡山市 額田部北町229 自然人 1.5 50 1.0 ○ 令和1年12月27日203-01-185 下新池 しもしんいけ 奈良県 大和郡山市 額田部北町228 自然人 0.6 62 1.1 ○ 令和1年12月27日203-01-039 深池 ふかいけ 奈良県 大和郡山市 九条町850-1 大和郡山九条土地改良区 1.1 27 1.3 ○ 令和1年12月27日203-01-115 三角池 さんかくいけ 奈良県 大和郡山市 豊浦町176-3 富雄川筋字十ヶ土地改良区 0.3 27 0.8 ○ 令和1年12月27日203-01-003 大谷新池 おおたにしんいけ 奈良県 大和郡山市 矢田町2517-1 自然人 3.2 42 1.0 ○ 令和1年12月27日203-01-121 本庄宮横池 ほんじょうみやよこいけ 奈良県 大和郡山市 本庄町9 富雄川筋字十ヶ土地改良区 1.3 3.0 不明 ○ 令和1年12月27日203-01-188 大池 おおいけ 奈良県 大和郡山市 柏木町161-1 素盞鳴神社 1.3 115 1.0 ○ 令和1年12月27日204-01-001 中之庄上池 なかのしょうかみいけ 奈良県 天理市 中之庄町454 天理市中之庄町財産区管理者 4.8 41 1.8 － ○204-01-002 中之庄中池 なかのしょうなかいけ 奈良県 天理市 中之庄町455 天理市中之庄町財産区管理者 5.2 78 4.0 － ○204-01-003 中之庄下池 なかのしょうしもいけ 奈良県 天理市 中之庄町468 天理市中之庄町財産区管理者 7.3 71 3.4 － ○ ○ ○204-01-004 森本北池 もりもときたいけ 奈良県 天理市 森本町295 天理市森本町財産区管理者 3.8 270 6.4 －204-01-005 堀田池 ほったいけ 奈良県 天理市 蔵之庄町503-1他 蔵之庄土地改良区他 6.2 465 29 ○ 令和1年10月3日 ○204-01-006 唐林池 からばやしいけ 奈良県 天理市 森本町396 天理市森本町財産区管理者 4.5 450 20 －204-01-007 金鐘池 かねつきいけ 奈良県 天理市 和爾町1275-1 天理市蔵之庄町財産区管理者 4.3 70 8.1 －204-01-008 森本古池 もりもとふるいけ 奈良県 天理市 森本町713 天理市森本町財産区管理者 3.4 260 12 －204-01-010 和爾上之池 わにかみのいけ 奈良県 天理市 和爾町598 天理市和爾町財産区管理者 6.2 220 25 －204-01-012 和爾摺鉢池 わにすりばちいけ 奈良県 天理市 和爾町1015 天理市和爾町財産区管理者 4.1 45 4.1 － ○204-01-013 沢ノ子池 さわのこいけ 奈良県 天理市 和爾町1016 天理市和爾町財産区管理者 7.9 60 13 － ○204-01-015 弁才天上池 べんざいてんかみいけ 奈良県 天理市 楢町585 天理市楢町財産区管理者 4.5 65 6.7 － ○204-01-016 弁才天中池 べんざいてんなかいけ 奈良県 天理市 楢町584-1、585-2 楢土地改良区他 4.2 235 9.2 ○ 令和1年9月27日 ○204-01-017 弁才天下池 べんざいてんしもいけ 奈良県 天理市 楢町578-1、578-2 楢土地改良区 3.2 370 12 ○ 令和1年9月27日 ○204-01-019 角助池 かくすけいけ 奈良県 天理市 櫟本町2633 天理市櫟本町財産区管理者 1.0 35 0.9 － ○204-01-020 櫟本新池 いちのもとしんいけ 奈良県 天理市 櫟本町2206 天理市櫟本町財産区管理者 4.7 233 31 － ○ ○ ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元204-01-021 白川溜池 しらかわためいけ 奈良県 天理市 楢町394 奈良県 30 516 3044 －204-01-024 原谷池 はらたにいけ 奈良県 天理市 楢町867-1 天理市岩屋町財産区管理者、天理市楢町財産区管理者 9.4 80 41 －204-01-026 龍王下池 りゅうおうしもいけ 奈良県 天理市 櫟本町2933 天理市櫟本町財産区管理者 3.8 41 4.6 － ○204-01-027 三ッ池下池 みついけしもいけ 奈良県 天理市 櫟本町3202 天理市櫟本町財産区管理者 4.9 55 6.9 － ○204-01-028 三ッ池上池 みついけかみいけ 奈良県 天理市 櫟本町3216 天理市櫟本町財産区管理者 4.0 55 7.6 － ○204-01-029 三ッ池中池 みついけなかいけ 奈良県 天理市 櫟本町3217-1 天理市櫟本町財産区管理者 4.8 72 5.6 － ○204-01-031 櫟本上池 いちのもとかみいけ 奈良県 天理市 櫟本町3277-1 天理市櫟本町財産区管理者 4.4 180 12 － ○204-01-032 櫟本大池 いちのもとおおいけ 奈良県 天理市 櫟本町3525-1 天理市櫟本町財産区管理者 2.6 235 16 － ○204-01-033 大将軍池 だいしょうぐんいけ 奈良県 天理市 石上町904-1 天理市 10 275 29 － ○ ○ ○204-01-034 石上摺鉢池 いそのかみすりばちいけ 奈良県 天理市 石上町1027-1 天理市石上町財産区管理者 6.8 66 18 － ○204-01-037 上総池 かんさいけ 奈良県 天理市 上総町300-1 天理市上総町財産区管理者 4.5 355 19 －204-01-038 クソ池 くそいけ 奈良県 天理市 別所町669 天理市別所町財産区管理者 2.9 20 0.3 －204-01-039 別所摺鉢池 べっしょすりばちいけ 奈良県 天理市 別所町714-1 天理市別所町財産区管理者 2.2 41 2.3 － ○204-01-040 別所大池 べっしょおおいけ 奈良県 天理市 別所町708-1他 自然人、天理市別所町財産区管理者 7.3 85 29 ○ 令和1年11月15日 ○204-01-041 皿池 さらいけ 奈良県 天理市 別所町319-1 天理市別所町財産区管理者 2.0 70 2.1 － ○204-01-042 小田中池 こだなかいけ 奈良県 天理市 小田中町236-1 天理市小田中町財産区管理者 6.8 415 46 － ○204-01-043 南柳生池 みなみやぎゅういけ 奈良県 天理市 南六条町13-1 天理市南六条町元柳生方財産区管理者 4.6 490 29 －204-01-044 穴虫池 あなむしいけ 奈良県 天理市 別所町761-1 天理市別所町財産区管理者 2.4 54 5.0 － ○204-01-045 別所新池 べっしょしんいけ 奈良県 天理市 別所町645-1 天理市別所町財産区管理者 5.7 80 11 － ○204-01-046 六条池 ろくじょういけ 奈良県 天理市 南六条町267-1 天理市南六条町元六条方財産区管理者 5.0 680 94 － ○204-01-047 喜殿池 きどのいけ 奈良県 天理市 喜殿町117-1 天理市喜殿町財産区管理者 4.2 492 38 － ○204-01-052 指柳池 さしやなぎいけ 奈良県 天理市 指柳町129-1 天理市指柳町財産区管理者 3.5 355 15 － ○204-01-053 小路北池 しょうじきたいけ 奈良県 天理市 小路町256-1他 自然人、天理市小路町財産区管理者 1.6 126 2.8 ○ 令和1年12月6日204-01-054 五大池 ごだいいけ 奈良県 天理市 前栽町74-1 天理市前栽町財産区管理者 0.9 340 4.9 －204-01-055 杉本新池 すぎもとしんいけ 奈良県 天理市 杉本町413-1 天理市杉本町財産区管理者 1.5 320 3.2 － ○204-01-056 平司池 ひらつかさいけ 奈良県 天理市 杉本町254-1 天理市杉本町財産区管理者 2.1 400 8.5 － ○204-01-057 小路南池 しょうじみなみいけ 奈良県 天理市 小路町7-1 天理市小路町財産区管理者 2.2 420 7.8 － ○204-01-058 中村池 なかむらいけ 奈良県 天理市 中町10-1 天理市中町財産区管理者 2.8 500 14 － ○204-01-060 平等坊北池 びょうどうぼうきたいけ 奈良県 天理市 平等坊町89 天理市平等坊町財産区管理者 2.8 241 8.7 － ○204-01-062 田井ノ庄池 たいのしょういけ 奈良県 天理市 田井ﾉ庄町539 天理市 3.1 200 3.4 －204-01-063 荒蒔北池 あらまききたいけ 奈良県 天理市 荒蒔町50-1 天理市荒蒔町財産区管理者 2.7 490 13 － ○204-01-065 大津田池 おおつだいけ 奈良県 天理市 二階堂上ノ庄町215-1、215-2 二階堂上ノ庄町自治会 3.6 680 33 ○ 令和1年11月15日 ○204-01-067 平等坊南池 びょうどうぼうみなみいけ 奈良県 天理市 平等坊町133 天理市平等坊町財産区管理者 2.3 310 5.6 － ○204-01-068 布留北池 ふるきたいけ 奈良県 天理市 布留町384-1 石上神宮 1.3 24 0.2 ○ 令和1年11月25日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元204-01-069 荒蒔東池 あらまきひがしいけ 奈良県 天理市 荒蒔町283-1 天理市荒蒔町財産区管理者 3.6 580 36 － ○204-01-070 布留中池 ふるなかいけ 奈良県 天理市 布留町384-1 石上神宮 1.6 24 0.1 ○ 令和1年11月25日204-01-071 大谷池 おおたにいけ 奈良県 天理市 布留町383 石上神宮 7.5 43 7.0 ○ 令和1年11月25日204-01-072 ヒライ池 ひらいいけ 奈良県 天理市 岩室町42-1 天理市岩室町財産区管理者 2.4 600 18 － ○204-01-073 菰池 こもいけ 奈良県 天理市 二階堂南菅田町16-1 天理市二階堂南菅田町財産区管理者、奈良県 3.4 375 19 －204-01-074 布留口池 ふるぐちいけ 奈良県 天理市 杣之内町木堂317-1 天理市杣之内町元木堂方財産区管理者 4.5 50 8.3 － ○204-01-075 杣之内中池 そまのうちなかいけ 奈良県 天理市 杣之内町木堂216-1 天理市杣之内町元木堂方財産区管理者 0.7 64 0.9 －204-01-076 富堂池 とみんどいけ 奈良県 天理市 富堂町106-1 天理市富堂町財産区管理者 3.0 230 7.8 －204-01-077 稲葉池 いなばいけ 奈良県 天理市 稲葉町199-1 天理市稲葉町財産区管理者 2.5 581 41 － ○204-01-079 本堂池 ほんどういけ 奈良県 天理市 杣之内町内山方26 官有地 4.5 90 7.7 －204-01-081 勾田古池 まがたふるいけ 奈良県 天理市 勾田町296-1 天理市勾田町財産区管理者、天理市御経野町財産区管理者 2.8 82 6.5 － ○204-01-083 西井戸堂北池 にしいどうどうきたいけ 奈良県 天理市 西井戸堂町525-1 天理市西井戸堂町財産区管理者 3.8 420 19 － ○204-01-084 南菅田南池 みなみすがたみなみいけ 奈良県 天理市 二階堂南菅田町48-1、48-2 自然人 2.8 418 13 ○ 令和1年11月27日 ○204-01-086 勾田新池 まがたしんいけ 奈良県 天理市 勾田町454-1、454-2、454-3、454-4、454-5、454-6、454-7、454-8、天理市御経野町59 自然人 4.5 156 6.7 ○ 令和1年11月18日 ○204-01-087 東井戸堂東池 ひがしいどうどうひがしいけ 奈良県 天理市 東井戸堂町265-1、265-2 自然人、天理市東井戸堂町財産区管理者 1.7 415 7.2 ○ 令和1年11月26日 ○204-01-088 嘉幡東池 かばたひがしいけ 奈良県 天理市 嘉幡町1-1、1-2 自然人、天理市嘉幡町財産区管理者 2.5 425 13 ○ 令和1年11月12日 ○204-01-089 幾坂池 いくさかいけ 奈良県 天理市 杣之内町437-1 天理市杣之内町元山口方財産区管理者 6.5 152 61 － ○204-01-090 大南池 おおみなみいけ 奈良県 天理市 合場町39-1、39-3、39-4、39-5、39-6、39-10、39-11、39-12 自然人 4.0 360 17 ○ 令和1年11月15日 ○204-01-091 栗ノ瀬池 くりのせいけ 奈良県 天理市 合場町120-1、120-2 自然人 2.6 410 10 ○ 令和1年11月15日 ○204-01-093 小島池 こじまいけ 奈良県 天理市 小島町100-1 天理市小島町財産区管理者 1.0 230 2.3 －204-01-094 永原新池 ながはらしんいけ 奈良県 天理市 永原町45-1 天理市永原町財産区管理者 2.2 272 4.5 －204-01-095 中村池 なかむらいけ 奈良県 天理市 丹波市町元中方4-2+7-1+7-2+7-3合併、4-2+7-1+7-2+7-3合併2、5-1、5-2、6、8、9-2 中方土地改良区 1.5 326 3.6 ○ 令和1年12月23日204-01-096 下ノ村池 しものむらいけ 奈良県 天理市 園原町95-1 天理市園原町財産区管理者 3.3 38 1.2 －204-01-097 上村池 うえむらいけ 奈良県 天理市 園原町124-1 天理市園原町財産区管理者 4.7 25 0.8 －204-01-098 九条池 くじょういけ 奈良県 天理市 九条町101 天理市九条町財産区管理者 6.3 600 41 － ○204-01-099 西井戸堂南池 にしいどうどうみなみいけ 奈良県 天理市 西井戸堂町250-1、250-2 自然人 2.5 405 23 ○ 令和1年11月17日 ○204-01-100 園原新池 そのはらしんいけ 奈良県 天理市 園原町117-1 天理市園原町財産区管理者 8.6 70 8.0 －204-01-101 旧新池 きゅうしんいけ 奈良県 天理市 乙木町1022-1、1022-2 自然人 6.2 92 8.1 ○ 令和1年11月15日204-01-102 小畑谷池 こばただにいけ 奈良県 天理市 乙木町1031-1 天理市 6.8 139 9.2 －204-01-103 乙木宮ノ池 おとぎみやのいけ 奈良県 天理市 乙木町764-1 天理市乙木町財産区管理者 4.5 95 6.1 － ○204-01-104 庄屋殿池 しょうやどのいけ 奈良県 天理市 乙木町727-1 天理市 4.2 34 1.2 －204-01-105 久保山田上池 くぼやまだかみいけ 奈良県 天理市 乙木町720 天理市 8.2 53 7.1 －204-01-106 堂ノ池 どうのいけ 奈良県 天理市 乙木町441-1 天理市 5.0 122 7.5 － ○204-01-107 永原古池 ながはらふるいけ 奈良県 天理市 永原町151-1 天理市永原町財産区管理者 4.5 332 17 －



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元204-01-108 越川池 こしかわいけ 奈良県 天理市 福知堂町10-1、10-3 自然人 1.6 136 1.4 ○ 令和1年11月28日 ○204-01-109 庵治池 おうじいけ 奈良県 天理市 庵治町428-1、428-2、428-3、520-2、520-3、521-2、521-3、522、523-2、523-3、528-2、528-3、529-2、529-3、530-2、530-3 自然人、天理市庵治町財産区管理者 4.6 775 81 ○ 令和1年11月22日 ○204-01-112 三間塚池 さんげんづかいけ 奈良県 天理市 乙木町286-1 天理市乙木町財産区管理者 7.8 200 17 － ○204-01-113 吉田池 よしだいけ 奈良県 天理市 吉田町294-1、294-2 自然人 2.3 365 10.0 ○ 令和1年11月21日204-01-114 青池 あおいけ 奈良県 天理市 竹之内町697-1 天理市竹之内町財産区管理者 3.0 125 4.1 －204-01-115 筑紫池 つくしいけ 奈良県 天理市 九条町621-1 天理市九条町財産区管理者 3.5 335 10 －204-01-116 蓮台池 れんだいいけ 奈良県 天理市 竹之内町427-1 天理市竹之内町財産区管理者 6.5 95 5.5 －204-01-118 三昧田東池 さんまいでんひがしいけ 奈良県 天理市 三昧田町369-1 天理市三昧田町財産区管理者 2.6 289 11 － ○204-01-119 大塚池 おおつかいけ 奈良県 天理市 福知堂町255、256-1、256-2 自然人 2.4 305 4.0 ○ 令和1年11月28日 ○204-01-121 夏目谷上池 なつめだにかみいけ 奈良県 天理市 竹之内町554-1 天理市竹之内町財産区管理者 1.5 32 0.5 －204-01-123 佐保庄古池 さほのしょうふるいけ 奈良県 天理市 佐保庄町293-1 天理市佐保庄町財産区管理者 8.7 104 6.1 － ○204-01-124 長柄北池 ながらきたいけ 奈良県 天理市 長柄町1331-1 天理市長柄町財産区管理者 4.2 400 22 － ○204-01-125 長柄新池 ながらしんいけ 奈良県 天理市 長柄町697-1他 長柄土地改良区 4.6 454 17 ○ 令和1年11月22日 ○204-01-126 兵庫西池 ひょうごにしいけ 奈良県 天理市 兵庫町173-1 天理市兵庫町財産区管理者 2.0 95 2.1 － ○204-01-127 兵庫大池 ひょうごおおいけ 奈良県 天理市 兵庫町233-1､234-1､235-1 天理市兵庫町財産区管理者 6.4 310 18 － ○204-01-128 二ノ瀬池 にのせいけ 奈良県 天理市 萱生町169-1 天理市萱生町財産区管理者 7.7 120 17 －204-01-129 馬田池 うまだいけ 奈良県 天理市 備前町41-1 天理市 1.0 400 3.9 －204-01-130 尾谷池 おだにいけ 奈良県 天理市 萱生町822-1 天理市萱生町財産区管理者 6.8 33 3.8 － ○204-01-131 老田池 おいだいけ 奈良県 天理市 長柄町389 天理市、天理市長柄町財産区管理者 7.7 560 32 － ○204-01-132 兵庫南池 ひょうごみなみいけ 奈良県 天理市 兵庫町355-1 天理市兵庫町財産区管理者 3.0 160 6.7 －204-01-133 鳥居池 とりいいけ 奈良県 天理市 兵庫町382-1 天理市兵庫町財産区管理者 4.1 170 6.7 － ○204-01-134 新泉北池 にいずみきたいけ 奈良県 天理市 新泉町4-1 天理市新泉町財産区管理者 3.6 170 8.5 － ○204-01-135 萱生北池 かようきたいけ 奈良県 天理市 萱生町1012-1 天理市萱生町財産区管理者 3.2 12 1.2 －204-01-136 北中池 きたなかいけ 奈良県 天理市 萱生町1011-1 天理市萱生町財産区管理者 2.3 8 0.8 －204-01-137 萱生西池 かようにしいけ 奈良県 天理市 萱生町1026-1 天理市萱生町財産区管理者 2.6 73 1.5 －204-01-138 大門北池 だいもんきたいけ 奈良県 天理市 中山町90-1 天理市中山町財産区管理者 2.6 18 0.4 －204-01-139 大門南池 だいもんみなみいけ 奈良県 天理市 中山町85-1 天理市中山町財産区管理者 3.2 12 0.8 －204-01-140 成願寺下池 じょうがんじしもいけ 奈良県 天理市 成願寺町172-1 天理市成願寺町財産区管理者 9.2 290 28 － ○204-01-141 枇杷池 びわいけ 奈良県 天理市 成願寺町190-1 天理市成願寺町財産区管理者 2.4 85 1.6 － ○204-01-142 成願寺新池 じょうがんじしんいけ 奈良県 天理市 成願寺町174-1 天理市成願寺町財産区管理者 2.6 46 1.7 －204-01-143 成願寺上池 じょうがんじかみいけ 奈良県 天理市 成願寺町3-1 天理市成願寺町財産区管理者 5.0 65 10 － ○204-01-144 不動池 ふどういけ 奈良県 天理市 中山町645-1 天理市中山町財産区管理者 5.2 50 3.9 －204-01-145 新泉新池 にいずみしんいけ 奈良県 天理市 新泉町266-1、266-2 自然人 0.8 60 0.5 ○ 令和1年11月21日204-01-146 新泉南池 にいずみみなみいけ 奈良県 天理市 新泉町246-1、246-2 自然人 4.3 213 20 ○ 令和1年11月21日 ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元204-01-147 長山池 おさやまいけ 奈良県 天理市 中山町388-1 天理市中山町財産区管理者 5.2 50 6.4 － ○204-01-148 岸田新池 きしだしんいけ 奈良県 天理市 岸田町233-1 天理市 7.7 415 23 － ○204-01-150 岸田古池 きしだふるいけ 奈良県 天理市 岸田町606-1 天理市岸田町財産区管理者 6.0 270 50 － ○204-01-152 中山古池 なかやまふるいけ 奈良県 天理市 中山町917-1 天理市中山町財産区管理者 4.8 50 2.6 －204-01-153 武蔵古池 むさしこいけ 奈良県 天理市 武蔵町449 天理市武蔵町財産区管理者 2.6 540 23 － ○204-01-154 武蔵新池 むさししんいけ 奈良県 天理市 武蔵町555 天理市武蔵町財産区管理者 3.1 460 18 － ○204-01-155 北新池 きたしんいけ 奈良県 天理市 柳本町359 天理市 2.8 76 1.4 －204-01-156 海知池 かいちいけ 奈良県 天理市 海知町48 天理市海知町財産区管理者 1.9 590 11 －204-01-157 平尾池 ひらおいけ 奈良県 天理市 柳本町475-1 天理市 11 56 13 － ○ ○ ○204-01-158 内堀池 うちぼりいけ 奈良県 天理市 柳本町1114 天理市 5.0 52 13 － ○204-01-159 ひし池 ひしいけ 奈良県 天理市 柳本町1112、1112-2 自然人、天理市 2.0 30 1.6 ○ 令和1年11月19日 ○204-01-160 崇神天皇陵１号堀 すじんてんのうりょういちごうほり 奈良県 天理市 柳本町1876 宮内庁 7.6 555 81 － ○204-01-162 地蔵池 じぞういけ 奈良県 天理市 柳本町1682 天理市 5.9 85 7.5 － ○204-01-163 崇神天皇陵２号堀 すじんてんのうりょうにごうほり 奈良県 天理市 柳本町1876 宮内庁 11 200 40 － ○ ○ ○204-01-164 泥池 どろいけ 奈良県 天理市 柳本町1869 自然人 4.4 79 10 ○ 令和1年11月19日 ○204-01-165 二丁池 にちょういけ 奈良県 天理市 桧垣町325 天理市檜垣町財産区管理者 7.0 620 71 － ○204-01-166 鎌研池 かまとぎいけ 奈良県 天理市 渋谷町573-1、575 渋谷町町内会 6.9 72 12 ○ 令和1年11月25日 ○204-01-167 記念池 きねんいけ 奈良県 天理市 柳本町2949-1、2949-2、2950、2955、2956、2963、2964、3052-2、3054-1、3054-2、3055-1、3055-2、3062、3063-1、3063-2、3064-1、3064-2、3065、3066、天地理渋谷町448-4 自然人 5.4 38 8.3 ○ 令和1年11月19日 ○204-01-168 南新池 みなみしんいけ 奈良県 天理市 柳本町2846 天理市 6.4 235 18 －204-01-169 九ノ坊池 くのぼういけ 奈良県 天理市 渋谷町177 天理市 5.9 85 4.6 － ○ ○ ○204-01-170 遠田池 とおだいけ 奈良県 天理市 遠田町345 天理市遠田町財産区管理者 2.3 470 9.9 － ○204-01-171 景行天皇陵５号堀 けいこうてんのうりょうごごうほり 奈良県 天理市 渋谷町385 宮内庁 4.3 148 4.5 － ○204-01-173 景行天皇陵10号堀 けいこうてんのうりょうじゅうごうほり 奈良県 天理市 渋谷町385 宮内庁 2.7 168 5.7 － ○204-01-174 桧垣新池 ひがいしんいけ 奈良県 天理市 桧垣町32 天理市檜垣町財産区管理者 3.3 380 11 － ○204-02-022 西谷東池 にしたにひがしいけ 奈良県 天理市 下仁興町1954 天理市 3.0 28 0.07 －204-02-023 西谷南池 にしたにみなみいけ 奈良県 天理市 下仁興町1957 天理市 2.5 26 0.3 －204-02-024 イモ池 いもいけ 奈良県 天理市 藤井町字ｲﾓ1173 天理市 3.0 68 1.2 －204-01-009 山池 やまいけ 奈良県 天理市 和爾町597 天理市和爾町財産区管理者 3.3 56 2.5 －204-01-011 和爾新池 わにしんいけ 奈良県 天理市 和爾町971-1 天理市和爾町財産区管理者 3.8 38 2.8 － ○ ○ ○204-01-022 柏谷池 かしわだにいけ 奈良県 天理市 櫟本町2867-1、2867-2 自然人 4.1 43 2.2 ○ 令和1年11月22日204-01-023 七辻下池 ななつじしもいけ 奈良県 天理市 楢町772 天理市楢町財産区管理者 2.4 47 0.5 －204-01-025 七辻上池 ななつじかみいけ 奈良県 天理市 楢町760 天理市楢町財産区管理者 3.5 56 6.1 －204-01-030 辻子池 づしいけ 奈良県 天理市 櫟本町3230-1 天理市櫟本町財産区管理者 3.0 152 6.7 － ○204-01-049 豊田中の池 とよだなかのいけ 奈良県 天理市 豊田町948-1 天理市豊田町財産区管理者 3.6 38 2.8 －



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元204-01-050 豊田宮池 とよだみやいけ 奈良県 天理市 豊田町879-1 天理市豊田町財産区管理者 2.6 76 2.7 －204-01-048 豊田新池 とよだしんいけ 奈良県 天理市 豊田町1005-1 天理市豊田町財産区管理者 3.5 46 4.5 － ○204-01-051 笠神池 かさがみいけ 奈良県 天理市 豊田町587-1、587-2 自然人 3.2 37 1.4 ○ 令和1年12月10日204-01-066 北菅田北池 きたすがたきたいけ 奈良県 天理市 二階堂北菅田町73-1 天理市二階堂北菅田町財産区管理者 2.7 296 10 － ○204-01-064 大堀池 おおほりいけ 奈良県 天理市 杉本町349-1 天理市杉本町財産区管理者 0.9 126 1.8 －204-01-078 柳池 やなぎいけ 奈良県 天理市 杣之内町947-1 天理市杣之内町元山口方財産区管理者 3.2 134 2.6 － ○204-01-085 杣之内新池 そまのうちしんいけ 奈良県 天理市 杣之内町642-1 天理市杣之内町元山口方財産区管理者 3.4 46 2.2 －204-01-117 佐保庄新池 さほのしょうしんいけ 奈良県 天理市 佐保庄町177-1、177-2 自然人 2.0 160 1.5 ○ 令和1年10月30日 ○204-01-111 西口池 にしぐちいけ 奈良県 天理市 竹之内町72-1､73-1 天理市竹之内町財産区管理者 1.0 103 0.3 －204-01-120 夏目谷下池 なつめだにしもいけ 奈良県 天理市 竹之内町545-1 天理市竹之内町財産区管理者 2.8 22 0.9 －204-01-151 千手池 せんじゅいけ 奈良県 天理市 中山町896-1 天理市中山町財産区管理者 3.2 37 0.6 －204-01-149 中山池 なかやまいけ 奈良県 天理市 中山町870-1、870-2 自然人 4.3 39 1.6 ○ 令和1年11月28日204-01-035 広谷上池 ひろたにかみいけ 奈良県 天理市 別所町782-1 天理市別所町財産区管理者 3.6 36 2.1 － ○204-01-036 広谷下池 ひろたにしもいけ 奈良県 天理市 別所町686-1 天理市別所町財産区管理者 4.2 33 1.4 － ○204-01-080 カツラ池 かつらいけ 奈良県 天理市 内馬場町250-1 天理市内馬場町財産区管理者 4.1 28 0.4 －204-02-025 龍見池 たつみいけ 奈良県 天理市 藤井町1331 自然人 0.8 16 0.07 ○ 令和1年12月2日204-01-110 乙木池 おとぎいけ 奈良県 天理市 乙木町326-1 天理市乙木町財産区管理者 1.4 11 0.3 －204-02-016 上坊池 うえぼういけ 奈良県 天理市 福住町10448-1、10449-1 自然人 5.6 30 1.4 ○ 令和1年12月11日204-01-018 小松池 こまついけ 奈良県 天理市 櫟本町2733-1、2733-2 自然人 3.0 100 0.5 ○ 令和1年10月4日204-01-082 東西井戸堂町新池 とうざいいどうどうちょうしんいけ 奈良県 天理市 東井戸堂町398-1 自然人 1.9 466 4.4 ○ 令和1年11月26日 ○204-01-122 佐保庄中池 さほのしょうなかいけ 奈良県 天理市 竹之内町636-1、636-2、佐保庄町292 自然人 11 325 21 ○ 令和1年10月30日 ○ ○ ○204-01-175 景行天皇陵４号堀 けいこうてんのうりょうよんごうほり 奈良県 天理市 渋谷町385 宮内庁 不明 不明 不明 － ○204-01-176 出口池 でぐちいけ 奈良県 天理市 内馬場町88-1、88-2 天理市内馬場町財産区管理者 不明 不明 不明 －204-01-177 郷池 ごういけ 奈良県 天理市 別所町761-1、761-2 天理市田部町財産区管理者 5.5 不明 5.7 － ○204-01-178 宮ノ谷池 みやのたにいけ 奈良県 天理市 園原町178-1、178-2 天理市園原町財産区管理者 不明 不明 不明 －204-01-179 天神上池 てんじんかみいけ 奈良県 天理市 豊井町552-1、552-2 自然人 3.1 65 0.2 ○ 令和1年11月27日204-01-180 天神下池 てんじんしもいけ 奈良県 天理市 豊井町551-1、551-2 自然人 4.8 180 2.3 ○ 令和1年11月27日204-02-017 上田池 うえだいけ 奈良県 天理市 福住町10503、10504、10502 自然人 2.5 8.0 0.1 ○ 令和1年12月12日204-02-019 千葉池 ちばいけ 奈良県 天理市 福住町10552 自然人 2.5 18 0.8 ○ 令和1年12月16日204-02-021 箕手池 みのていけ 奈良県 天理市 上仁興町251 自然人 3.0 13 0.1 ○ 令和1年11月29日205-01-001 太田市池 おだいちいけ 奈良県 橿原市 太田市町54-1 太田市町水利組合 2.0 218 4.5 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-002 的場池 まとばいけ 奈良県 橿原市 十市町501 十市町自治会 1.6 620 8.7 ○ 令和1年12月27日205-01-003 大垣池 おおがきいけ 奈良県 磯城郡田原本町 多653-1、653-2 田原本町多 2.5 382 7.0 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-004 上ノ添池 かみのそえいけ 奈良県 橿原市 中町259-2 自然人 0.5 84 2.2 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元205-01-006 新口池 にのくちいけ 奈良県 橿原市 新口町1-52 新口町農家組合 3.2 588 22 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-009 下明寺池 げみょうじいけ 奈良県 橿原市 新賀町1-1、1-3、1-4、1-8、1-10 橿原市新賀町 1.5 300 3.0 ○ 令和1年12月27日205-01-010 古池 ふるいけ 奈良県 橿原市 上品寺町511･512 上品寺土地改良区 0.9 456 7.7 ○ 令和1年12月27日205-01-011 カヤノ木池 かやのきいけ 奈良県 橿原市 豊田町230-1、2 橿原市豊田町 2.8 228 6.4 ○ 令和1年12月27日205-01-012 豊田池 とよだいけ 奈良県 橿原市 豊田町314 橿原市豊田町 1.8 388 5.9 ○ 令和1年12月27日205-01-013 樋口池 ひぐちいけ 奈良県 橿原市 木原町103-1、107-2 橿原市木原町 2.5 231 9.1 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-016 新池 しんいけ 奈良県 橿原市 小綱町179-1他 小綱町自治会 2.1 540 9.3 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-017 地黄桜池 じおうさくらいけ 奈良県 橿原市 地黄町103他 橿原市地黄町 3.3 262 18 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-018 北妙法寺池 きたみょうほうじいけ 奈良県 橿原市 北妙法寺町203-1 北妙法寺町自治会 1.4 188 3.6 ○ 令和1年12月27日205-01-020 曲川池 まがりかわいけ 奈良県 橿原市 曲川町1290-4 曲川土地改良区 1.9 204 1.3 ○ 令和1年12月27日205-01-021 黒田池 くろだいけ 奈良県 橿原市 膳夫693-1他 出垣内町 2.3 396 6.5 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-022 新池 しんいけ 奈良県 橿原市 膳夫12-1、15-1、15-2、16-1、16-2、32-1 香久山土地改良区 2.9 494 18 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-024 醍醐池 醍醐池 奈良県 橿原市 醍醐町31他 文部科学省 2.6 612 20 － ○205-01-025 佃池 つくだいけ 奈良県 橿原市 南八木町47-1 八木土地改良区 0.7 204 2.7 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-028 八幡池 はちまんいけ 奈良県 橿原市 東池尻町八幡358、359 村社御厨子神社 0.7 46 1.8 ○ 令和1年12月27日205-01-029 古池 ふるいけ 奈良県 橿原市 南浦町435-1 香久山土地改良区 5.1 160 41 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-031 新池 しんいけ 奈良県 橿原市 高殿町23-1他 高所寺水利組合 5.5 604 23 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-033 縄手池 なわていけ 奈良県 橿原市 縄手町390-1他 縄手町維持管理組合 3.0 273 15 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-034 四条東池 しじょうひがしいけ 奈良県 橿原市 四条町263-1、262-2 公共法人四条土地改良区 2.8 626 9.4 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-035 四条西池 しじょうにしいけ 奈良県 橿原市 山本町23-1他 公共法人四条土地改良区 1.9 342 4.1 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-040 大谷北池 おおたにきたいけ 奈良県 橿原市 大谷町137 大谷町自治会 4.3 76 5.0 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-041 大谷南池 おおたにみなみいけ 奈良県 橿原市 大谷町124-1 大谷町自治会 1.3 90 1.2 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-043 深田池 ふかだいけ 奈良県 橿原市 畝傍町387-1 橿原神宮 1.3 78 24 ○ 令和1年12月27日205-01-044 石川池（剣池） いしかわいけ 奈良県 橿原市 石川町598-1 橿原市石川町他8町 6.1 260 142 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-045 東浦池 ひがしうらいけ 奈良県 橿原市 大軽町282-1 大軽町自治会 0.8 68 1.9 ○ 令和1年12月27日205-01-047 鳥屋池 とりやいけ 奈良県 橿原市 鳥屋町236 大字鳥屋 4.9 126 35 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-049 二又池 にのまたいけ 奈良県 橿原市 五条野町962-1 五条野町自治会 2.6 50 1.6 ○ 令和1年12月27日205-01-053 小屋谷池 こやたにいけ 奈良県 橿原市 鳥屋町470 鳥屋町自治会 4.7 115 27 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-054 北越智池 きたおちいけ 奈良県 橿原市 北越智町 北越智町自治会 1.7 64 1.9 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-060 城ノ越池 しろのこしいけ 奈良県 橿原市 一町772 一町自治会 2.8 63 3.1 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-062 ベンノ木池 べんのきいけ 奈良県 橿原市 一町198 一町自治会 2.4 362 7.1 ○ 令和1年12月27日205-01-063 観音寺上東池 かんのんじうえひがしいけ 奈良県 橿原市 観音寺町758 東観音寺町 3.7 84 11 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-064 観音寺西池 かんのんじにしいけ 奈良県 橿原市 観音寺町511-1 西観音寺町 1.8 236 6.3 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-007 豊田新池 とよだしんいけ 奈良県 橿原市 豊田町176他 不明 2.0 215 4.8 ○ 令和1年12月27日 ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元205-01-014 夫婦北池 めおときたいけ 奈良県 橿原市 木原町31-15 木原町水利組合 不明 110 1.1 ○ 令和1年12月27日205-01-026 五井池 ごいいけ 奈良県 橿原市 五井町280他 自然人 2.6 72 5.1 ○ 令和1年12月27日205-01-037 山本池 やまもといけ 奈良県 橿原市 山本町184-1 自然人 2.2 100 1.5 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-038 地蔵院池 じぞういんいけ 奈良県 橿原市 慈明寺町300他 慈明寺町自治会 3.0 96 5.7 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-066 光陽池 こうよういけ 奈良県 橿原市 光陽町180、181～184 自然人 2.4 77 0.7 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-059 渋柿池 しぶがきいけ 奈良県 橿原市 一町818 自然人 2.8 32 1.5 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-030 宮ノ前池 みやのまえいけ 奈良県 橿原市 南浦町610 南浦町出屋敷 2.8 46 1.5 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-042 南谷池 みなみたにいけ 奈良県 橿原市 南山町1093 南谷水利組合 2.6 90 1.1 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-005 庄ノ脇池 しょうのわきいけ 奈良県 橿原市 中町258 橿原市中町共有地 0.5 不明 不明 ○ 令和1年12月27日205-01-015 夫婦南池 めおとみなみいけ 奈良県 橿原市 醍醐町502-15 自然人 0.9 不明 不明 ○ 令和1年12月27日205-01-036 西垣内池 にしがいといけ 奈良県 橿原市 山本町133-1 農林水産省 2.5 不明 3.4 ○ 令和1年12月27日 ○205-01-050 フタマタ池 ふたまたいけ 奈良県 橿原市 五条野町71・72 自然人 1.8 不明 0.4 ○ 令和1年12月27日205-01-065 勝目池 かじめいけ 奈良県 橿原市 北越智町35-1、36-1 自然人 1.5 不明 0.1 ○ 令和1年12月27日205-01-023 高殿角田池 たかどのすみだいけ 奈良県 橿原市 高殿町440-1,440-3,440-4 文部科学省 3.2 不明 12 ○ 令和1年12月27日205-01-032 別所コモ池 べっしょこもいけ 奈良県 橿原市 別所町12-1,12-2,12-3,12-4,12-5 橿原市 1.9 不明 1.0 ○ 令和1年12月27日205-01-046 西浦池 にしうらいけ 奈良県 橿原市 大軽町137 橿原市 2.2 不明 0.6 ○ 令和1年12月27日205-01-055 マエダ池 まえだいけ 奈良県 橿原市 南妙法寺町94 自然人 0.8 不明 不明 ○ 令和1年12月27日201-06-001 岸の上池 きしのかみいけ 奈良県 桜井市 東新堂42-1～45 不明 1.8 308 2.8 ×443-01-016 倉橋溜池 くらはしためいけ 奈良県 桜井市 倉橋895～2498 不明 37 250 1714 ×210-01-044 岩坪池 いわつぼいけ 奈良県 桜井市 岩坂197 自然人 3.2 20 0.3 ×442-01-153 トガ池 とがいけ 奈良県 桜井市 山田834 不明 1.9 62 0.2 ×206-03-147 西切池 にしきりいけ 奈良県 桜井市 吉隠538 不明 1.0 25 0.1 ×442-01-022 二月堂池 にがつどういけ 奈良県 桜井市 赤尾130 自然人 1.5 14 0.2 ×442-01-014 別所ヶ谷池 べっしょがだにいけ 奈良県 桜井市 赤尾268 城島村大字赤尾共有地 1.5 14 不明 ×209-09-087 米田池 よねだいけ 奈良県 桜井市 橋本541 自然人 3.0 20 0.3 ×209-09-111 山下池 やましたいけ 奈良県 桜井市 橋本530 自然人 3.0 20 0.1 ×201-11-036 島岡池 しまおかいけ 奈良県 桜井市 高田432 自然人 4.0 25 0.6 ×442-01-127 茶谷池 ちゃたにいけ 奈良県 桜井市 山田845-2、845-3 自然人 1.5 16 0.07 ×210-01-071 西浦の池 にしうらのいけ 奈良県 桜井市 小夫3087 自然人 1.4 17 不明 ×209-13-032 小林の池 こばやしのいけ 奈良県 桜井市 小夫4085 自然人 1.6 21 0.08 ×209-09-038 大辻池 おおつじいけ 奈良県 桜井市 芹井356 自然人 1.5 15 不明 ×206-03-143 梶田池 かじたいけ 奈良県 桜井市 萱森498 自然人 1.8 17 0.08 ×206-03-146 後山池 うしろやまいけ 奈良県 桜井市 吉隠498 自然人 1.8 15 0.08 ×206-01-001 さらし池 さらしいけ 奈良県 桜井市 大豆越200-1、200-2 大字大豆越 2.9 320 5.8 ○ 令和1年10月25日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元206-01-002 勝山池 かつやまいけ 奈良県 桜井市 東田363-1、363-2 大字東田 4.4 337 11 ○ 令和1年11月6日 ○206-01-003 草川池 くさかわいけ 奈良県 桜井市 草川128-1、128-2 自然人 2.4 55 2.2 ○ 令和1年10月21日 ○206-01-005 三五尻下池 さんごじりしもいけ 奈良県 桜井市 穴師899 大字穴師共有地 4.3 30 2.7 ○ 令和1年10月21日206-01-007 薮付池 やぶつけいけ 奈良県 桜井市 穴師544 穴師区 4.0 30 1.3 ○ 令和1年10月21日206-01-008 宮（下）池 みや（しも）いけ 奈良県 桜井市 穴師747 大字穴師 5.4 100 6.6 ○ 令和1年10月21日206-01-009 宮（上）池 みや（かみ）いけ 奈良県 桜井市 穴師519 纏向村大字穴師共有地 3.5 74 2.6 ○ 令和1年10月21日206-01-010 岩井谷池 いわいだにいけ 奈良県 桜井市 穴師198 纏向村大字穴師共有地 2.8 68 0.9 ○ 令和1年10月21日206-01-011 玉池 たまいけ 奈良県 桜井市 巻野内436-1、436-2 大字巻野内 2.2 60 1.9 ○ 令和1年10月23日206-01-012 巻の内新池 まきのうちしんいけ 奈良県 桜井市 巻野内326-1～430 自然人 3.2 198 11 ○ 令和1年10月23日 ○206-01-014 北池 きたいけ 奈良県 桜井市 江包57 大字江包 4.1 433 26 ○ 令和1年10月18日206-01-015 南池 みなみいけ 奈良県 桜井市 江包4-1、4-2 大字江包 2.0 216 3.1 ○ 令和1年10月18日206-01-016 豊前池 ぶんぜいけ 奈良県 桜井市 豊前77-2、77-3 豊前区 2.8 248 9.1 ○ 令和1年11月17日 ○206-01-017 初つり池 はつつりいけ 奈良県 桜井市 巻野内12-1、12-2 自然人 2.8 119 1.6 ○ 令和1年10月23日210-01-110 大池 おおいけ 奈良県 桜井市 箸中786 磯城郡織田村 3.3 269 29 ○ 令和1年11月29日 ○206-01-019 豊田池 とよだいけ 奈良県 桜井市 豊田247-2、247-3 纏向村大字豊田 2.9 260 6.3 ○ 令和1年11月1日 ○201-03-119 井寺下池 いでらしもいけ 奈良県 桜井市 三輪1365 磯城郡織田村 7.0 100 25 ○ 令和1年11月29日 ○201-03-122 井寺上池 いでらかみいけ 奈良県 桜井市 三輪1285 磯城郡織田村 4.9 96 15 ○ 令和1年11月29日 ○206-01-025 北池 きたいけ 奈良県 桜井市 芝1088 織田村大字芝共有地 2.3 185 5.1 ○ 令和1年10月15日 ○206-01-026 西池 にしいけ 奈良県 桜井市 芝758-1～758-3 織田村大字芝共有地 2.5 186 11 ○ 令和1年10月15日206-01-027 弁天池 べんてんいけ 奈良県 桜井市 芝1088 織田村大字芝共有地 2.9 160 4.8 ○ 令和1年10月15日 ○206-01-029 丸池 まるいけ 奈良県 桜井市 芝1501 織田村大字芝共有地 3.5 114 11 ○ 令和1年10月15日 ○206-01-032 平田池（しん池） ひらたいけ（しんいけ） 奈良県 桜井市 芝1291-1～1485-2 大字芝共有地 3.0 180 8.9 ○ 令和1年10月15日 ○206-01-034 別所谷池 べっしょだにいけ 奈良県 桜井市 茅原761 茅原区 4.5 100 8.5 ○ 令和1年10月11日 ○206-01-035 久ノ本池（新池） くのもといけ（しんいけ） 奈良県 桜井市 茅原354 茅原区 5.0 32 5.1 ○ 令和1年10月11日 ○206-01-042 沼池 ぬまいけ 奈良県 桜井市 白河805 共有地 6.5 27 8.3 ○ 令和1年10月28日206-01-049 大福池 だいふくいけ 奈良県 桜井市 大福310～467-3 自然人 2.7 5.0 21 ○ 令和1年10月31日 ○206-01-061 吉備池 きびいけ 奈良県 桜井市 吉備60 桜井市大字吉備共有地 3.5 271 17 ○ 令和1年10月21日 ○206-01-063 長門池 ながといけ 奈良県 桜井市 阿部606 安倍村大字阿部共有地 3.3 42 1.3 ○ 令和1年10月18日 ○206-01-064 文殊池 もんじゅいけ 奈良県 桜井市 阿部695～698 文殊院 2.2 71 3.1 ○ 令和1年11月11日 ○206-01-065 かんす池 かんすいけ 奈良県 桜井市 阿部690-1 自然人 2.4 46 7.5 ○ 令和1年10月18日 ○206-01-070 生頭池 なまがしらいけ 奈良県 桜井市 浅古489 桜井村字浅古共有地 3.5 41 2.1 ○ 令和1年11月1日206-01-077 春日新池 かすがしんいけ 奈良県 桜井市 橋本339 村社御厨子神社 6.5 78 11 ○ 令和1年10月27日206-01-078 春日中池 かすがなかいけ 奈良県 桜井市 橋本341、542 村社御厨子神社 6.5 38 7.4 ○ 令和1年10月27日206-01-079 春日古池 かすがふるいけ 奈良県 桜井市 橋本356～360 自然人 3.0 32 0.9 ○ 令和1年10月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元206-01-082 古池 ふるいけ 奈良県 桜井市 池之内355～557 自然人 3.8 63 5.6 ○ 令和1年10月31日206-01-083 新池 しんいけ 奈良県 桜井市 池之内403～406 自然人 1.9 41 1.9 ○ 令和1年10月31日206-02-092 山の神（上）池 やまのかみ（かみ）いけ 奈良県 桜井市 生田407 自然人 5.1 57 3.1 ○ 令和1年10月25日206-02-093 山の神（下）池 やまのかみ（しも）いけ 奈良県 桜井市 生田405 共有地 5.6 53 4.6 ○ 令和1年10月25日206-02-097 スヘドノ池 すへどのいけ 奈良県 桜井市 山田1218 安倍村大字山田共有地 3.8 62 2.0 ○ 令和1年11月1日206-02-099 山田地区1号池 やまだちくいちごういけ 奈良県 桜井市 山田2154 農事組合法人山田土地利用組合 3.7 34 2.6 ○ 令和1年11月8日206-03-114 雨ヶ谷団地2号池 あまがたにだんちにごういけ 奈良県 桜井市 笠3765 大和高原南部土地改良区 1.0 30 0.5 ○ 令和1年12月5日206-03-115 雨ヶ谷団地1号池 あまがたにだんちいちごういけ 奈良県 桜井市 笠3766 大和高原南部土地改良区 2.2 36 0.6 ○ 令和1年12月5日206-03-117 嵩団地1号池 だけだんちいちごういけ 奈良県 桜井市 小夫嵩方1420 大和高原南部土地改良区 4.5 60 3.1 ○ 令和1年12月5日206-03-118 嵩団地2号池 だけだんちにごういけ 奈良県 桜井市 小夫嵩方1419 大和高原南部土地改良区 2.1 12 0.6 ○ 令和1年12月5日206-03-128 千森団地3号池 ちもりだんちさんごういけ 奈良県 桜井市 笠4586 大和高原南部土地改良区 4.0 23 3.3 ○ 令和1年12月5日206-03-130 千森団地4号池 ちもりだんちよんごういけ 奈良県 桜井市 笠4587 大和高原南部土地改良区 0.5 30 1.5 ○ 令和1年12月5日206-03-132 千森団地7号池 ちもりだんちななごういけ 奈良県 桜井市 笠4591 大和高原南部土地改良区 3.0 40 3.3 ○ 令和1年12月5日206-03-133 千森団地6号池 ちもりだんちろくごういけ 奈良県 桜井市 笠4590 大和高原南部土地改良区 3.2 55 3.7 ○ 令和1年12月5日206-03-134 千森団地8号池 ちもりだんちはちごういけ 奈良県 桜井市 笠4592 大和高原南部土地改良区 5.0 81 3.9 ○ 令和1年12月5日206-03-137 荒神団地1号池 こうじんだんちいちごういけ 奈良県 桜井市 笠4913 大和高原南部土地改良区 1.8 38 0.6 ○ 令和1年12月5日206-03-138 荒神団地4号池 こうじんだんちよんごういけ 奈良県 桜井市 笠4919 大和高原南部土地改良区 3.8 23 3.5 ○ 令和1年12月5日206-03-139 荒神団地5号池 こうじんだんちごごういけ 奈良県 桜井市 笠4921 大和高原南部土地改良区 1.3 81 0.9 ○ 令和1年12月5日206-01-062 こも池 こもいけ 奈良県 桜井市 谷504 谷共有地 5.2 34 6.2 ○ 令和1年10月17日206-01-041 新池 しんいけ 奈良県 桜井市 三輪元馬場方559 三輪村大字三輪共有地 2.0 103 1.4 ○ 令和1年10月24日 ○206-01-040 鎮女池 しじめいけ 奈良県 桜井市 三輪元馬場方46 共有地 0.8 18 1.7 ○ 令和1年10月24日206-01-074 前川池 まえがわいけ 奈良県 桜井市 高田35 自然人 3.6 77 5.2 ○ 令和1年10月18日 ○206-01-037 岩坪上池 いわつぼかみいけ 奈良県 桜井市 茅原342 織田村大字茅原共有地 2.2 60 1.5 ○ 令和1年10月11日206-01-036 岩坪下池 いわつぼしもいけ 奈良県 桜井市 茅原341-1 織田村大字茅原共有地 4.8 70 9.3 ○ 令和1年10月11日206-03-124 千森団地１０号池 ちもりだんち１０ごういけ 奈良県 桜井市 笠4582 大和高原南部土地改良区 1.0 44 1.2 ○ 令和1年12月5日206-01-030 堀の端左池 ほりのはたひだりいけ 奈良県 桜井市 芝1148-1 奈良県桜井市大字芝 1.0 143 0.6 ○ 令和1年10月15日206-01-031 堀の端右池 ほりのはたみぎいけ 奈良県 桜井市 芝1159-1，-2 織田村大字芝共有地 1.5 154 0.5 ○ 令和1年10月15日206-01-071 麦田池 むぎたいけ 奈良県 桜井市 浅古698 桜井村大字浅古共有地 1.4 43 0.4 ○ 令和1年11月1日206-01-053 宮ノ谷池 みやのたにいけ 奈良県 桜井市 外山819 村社宗像神社 1.0 10 0.2 ○ 令和1年11月8日206-02-094 押立池 おしたていけ 奈良県 桜井市 北音羽427 自然人 3.0 12 不明 ○ 令和1年10月30日206-03-123 長久保池 ながくぼいけ 奈良県 桜井市 芹井1027 大和高原南部土地改良区 1.8 8.0 0.3 ○ 令和1年12月5日206-03-125 千森団地9号池 ちもりだんちきゅうごういけ 奈良県 桜井市 笠4583 大和高原南部土地改良区 5.0 30 0.8 ○ 令和1年12月5日206-03-126 千森団地1号池 ちもりだんちいちごういけ 奈良県 桜井市 笠4584 大和高原南部土地改良区 6.0 46 2.4 ○ 令和1年12月5日206-03-127 千森団地2号池 ちもりだんちにごういけ 奈良県 桜井市 笠4585 大和高原南部土地改良区 6.0 35 0.3 ○ 令和1年12月5日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元206-03-129 千森団地11号池 ちもりだんちじゅういちごういけ 奈良県 桜井市 笠4593 大和高原南部土地改良区 2.0 15 0.3 ○ 令和1年12月5日206-03-131 千森団地5号池 ちもりだんちごごういけ 奈良県 桜井市 笠4589 大和高原南部土地改良区 3.0 45 0.8 ○ 令和1年12月5日206-03-135 荒神団地3号池 こうじんだんちさんごういけ 奈良県 桜井市 笠4915 大和高原南部土地改良区 3.0 120 1.1 ○ 令和1年12月5日206-03-136 荒神団地2号池 こうじんだんちにごういけ 奈良県 桜井市 笠4914 大和高原南部土地改良区 3.0 110 0.9 ○ 令和1年12月5日443-01-038 荒神団地6号池 こうじんだんちろくごういけ 奈良県 桜井市 笠4922 大和高原南部土地改良区 3.0 52 1.2 ○ 令和1年12月5日206-03-137 嵩団地7-3号貯水池 だけだんち7-3ごうちょすいち 奈良県 桜井市 小夫嵩方1418 大和高原南部土地改良区 2.5 51 2.8 ○ 令和1年12月5日206-03-138 嵩団地7-4号貯水池 だけだんち7-4ごうちょすいち 奈良県 桜井市 小夫嵩方1417 大和高原南部土地改良区 2.5 54 3.1 ○ 令和1年12月5日206-03-139 小夫西団地9-1号貯水池 おうぶにしだんち9 - 1 ごうちょすいち 奈良県 桜井市 小夫4502 大和高原南部土地改良区 6.0 56 2.5 ○ 令和1年12月5日206-03-140 小夫西団地9-2号貯水池 おうぶにしだんち9 - 2 ごうちょすいち 奈良県 桜井市 小夫4424 大和高原南部土地改良区 3.0 41 0.7 ○ 令和1年12月5日206-03-141 小夫東団地10号貯水池 おうぶひがしだんち1 0 ごうちょすいち 奈良県 桜井市 小夫4042 大和高原南部土地改良区 4.0 35 2.7 ○ 令和1年12月5日206-03-142 西白木団地4号貯水池 にししらきだんち4ごうちょすいち 奈良県 桜井市 白木元中白木1114 大和高原南部土地改良区 2.5 15 0.3 ○ 令和1年12月5日206-03-143 西白木団地5号貯水池 にししらきだんち5ごうちょすいち 奈良県 桜井市 白木元中白木1040 大和高原南部土地改良区 3.0 21 0.6 ○ 令和1年12月5日206-03-144 千森団地12号池 ちもりだんち12ごういけ 奈良県 桜井市 笠4581 大和高原南部土地改良区 2.5 20 0.3 ○ 令和1年12月5日206-03-145 荒神団地7号池 こうじんだんち7ごういけ 奈良県 桜井市 笠5104 大和高原南部土地改良区 2.0 22 0.2 ○ 令和1年12月5日206-03-146 荒神団地8号池 こうじんだんち8ごういけ 奈良県 桜井市 笠4920 大和高原南部土地改良区 2.0 42 0.2 ○ 令和1年12月5日206-03-147 荒神団地9号池 こうじんだんち9ごういけ 奈良県 桜井市 笠4918 大和高原南部土地改良区 2.0 22 0.3 ○ 令和1年12月5日206-03-148 大久保団地2号貯水池 おおくぼだんち2ごうちょすいち 奈良県 桜井市 笠3961 大和高原南部土地改良区 2.6 51 0.4 ○ 令和1年12月5日207-01-001 第四調整池 だいよんちょうせいいけ 奈良県 五條市 出屋敷町629-8 五條市 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-01-004 阪口池 さかぐちいけ 奈良県 五條市 小和町657番1（ため池）、657番2（堤） 自然人 1.5 20 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-006 虫谷池 むしたにいけ 奈良県 五條市  出屋敷町679番1池沼出屋敷町679番2堤 地蔵寺 5.0 25 0.8 ○ 令和1年12月27日207-01-008 大津池 おおついけ 奈良県 五條市 五條市小和町498-1 小和町共有地 5.0 62 0.5 ○ 令和1年12月27日207-01-010 和田池 わだいけ 奈良県 五條市 出屋敷町798ため池 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-011 第二調整池 だいにちょうせいいけ 奈良県 五條市 出屋敷町361-3,近内町1102-1 五條市 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日 ○ ○207-01-012 東池 ひがしいけ 奈良県 五條市 小山町130番1（ため池）、130番2（堤） 自然人 3.6 21 2.7 ○ 令和1年12月27日207-01-013 辻本池 つじもといけ 奈良県 五條市 小山町110番1（ため池）、110番2（堤） 自然人 4.0 22 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-015 西池 にしいけ 奈良県 五條市  小山町101番1（池沼）小山町101番2（堤） 自然人 3.6 71 0.6 ○ 令和1年12月27日207-01-016 木ノ尾下池 きのおしもいけ 奈良県 五條市 五條市出屋敷町362-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日 ○ ○207-01-017 中村池 なかむらいけ 奈良県 五條市 小和町435番1（ため池）、435番2（堤） 自然人 2.3 40 0.6 ○ 令和1年12月27日207-01-021 西谷池 にしたにいけ 奈良県 五條市 居伝町775-1,775-2 五條市居傳町共有 5.3 80 2.5 ○ 令和1年12月27日207-01-025 北谷池 きたたにいけ 奈良県 五條市  近内町1093番1ため池近内町1093番2堤 五條市近内町共有地 6.0 67 8.9 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-026 城後谷池 じょうごたにいけ 奈良県 五條市 久留野町356 久留野町自治会 10 72 25 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-028 新池 しんいけ 奈良県 五條市 五條市北山町1408-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-029 長谷谷池 はせだにいけ 奈良県 五條市 居傳町722-1 五條市居傳町共有 10 70 9.6 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-030 秋日谷池 あけびだにいけ 奈良県 五條市 居伝町658-1 五條市居傳町共有 7.0 40 4.2 ○ 令和1年12月27日 ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元207-01-033 ジゴク谷池 じごくだにいけ 奈良県 五條市 小和町1554番1（ため池）、1554番2（堤） 自然人 3.0 15 0.1 ○ 令和1年12月27日207-01-034 新池 しんいけ 奈良県 五條市 北山町1073番1（ため池）、1073番2（堤） 自然人 11 50 6.6 ○ 令和1年12月27日207-01-035 新池 しんいけ 奈良県 五條市 小和町1345番1（ため池）、1345番2（堤） 自然人 5.0 30 0.6 ○ 令和1年12月27日207-01-036 ドンド池 どんどいけ 奈良県 五條市 久留野町776-1 久留野町自治会 7.3 90 28 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-037 ミヤマ谷池 みやまたにいけ 奈良県 五條市 北山町578番1（ため池）、578番2（堤） 自然人 3.3 18 0.3 ○ 令和1年12月27日207-01-038 大池 おいけ 奈良県 五條市  近内町1090番1ため池近内町1090番2堤 自然人 8.8 140 15 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-039 森池 もりいけ 奈良県 五條市  住川町629番1池沼住川町629番2堤 自然人 2.5 66 0.6 ○ 令和1年12月27日207-01-041 ほうり池 ほうりいけ 奈良県 五條市 西久留野町571番1ため池 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-042 逵池 つじいけ 奈良県 五條市  近内町490番1(ため池)近内町490番2(堤) 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-043 岩井谷池 いわいだにいけ 奈良県 五條市 久留野町1150 大蔵省 6.0 25 1.3 ○ 令和2年12月10日207-01-046 長池 ながいけ 奈良県 五條市  住川町616番1ため池住川町616番2堤 五條市住川町共有地 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-048 上之大池 かみのおおいけ 奈良県 五條市 上之町525-1,525-2　 大蔵省 12 60 18 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-049 ヘシ池 へしいけ 奈良県 五條市  西河内町570-1(ため池)西河内町570-2(堤) 自然人 4.6 26 0.5 ○ 令和1年12月27日207-01-050 新池 しんいけ 奈良県 五條市 久留野町1039番1（池沼）、1039番2（堤） 自然人 7.9 45 11 ○ 令和1年12月27日207-01-051 西池 にしのいけ 奈良県 五條市  西河内町498-1(池沼)西河内町498-2(堤) 自然人 2.0 2.5 0.6 ○ 令和1年12月27日207-01-052 皿池 さらいけ 奈良県 五條市  西河内町569番1池沼西河内町569番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-053 五反田池 ごたんだいけ 奈良県 五條市 西河内町572-1 自然人 6.6 36 0.6 ○ 令和1年12月27日207-01-054 常吉池 じょうきじいけ 奈良県 五條市 西久留野町27番1ため池 自然人 2.5 130 1.5 ○ 令和1年12月27日207-01-056 山口池 やまぐちいけ 奈良県 五條市   近内町755番1ため池近内町755番2堤近内町755番6ため池 奈良県五條市近内町 8.0 50 10 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-058 片平池 かたひらいけ 奈良県 五條市  近内町99番1ため池近内町99番2堤 自然人 5.0 70 5.4 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-059 穴ノ谷池 あなんたにいけ 奈良県 五條市 西久留野町86番1 自然人 0.4 18 0.9 ○ 令和1年12月27日207-01-061 大隅池 おおすみいけ 奈良県 五條市    近内町89番1ため池近内町89番2堤近内町89番3ため池近内町89番4堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-062 キトラ池 きとらいけ 奈良県 五條市 五條市西河内町379-1,379-4 自然人 2.2 25 0.9 ○ 令和2年12月10日207-01-063 高取池 たかとりいけ 奈良県 五條市  西河内町540-1(池沼)西河内町540-2(堤) 自然人 3.0 40 0.5 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-064 梅ケ谷中池 うめがたになかいけ 奈良県 五條市  西久留野652番1ため池西久留野652番2堤 自然人 4.2 24 0.7 ○ 令和1年12月27日207-01-065 スリコバチ池 すりこばちいけ 奈良県 五條市 岡町3026番1（池沼）、岡町3026番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-069 藤村池 ふじむらいけ 奈良県 五條市  住川町431番1ため池住川町431番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-071 金剛寺池 こんごうじいけ 奈良県 五條市  西河内町534-1(ため池)西河内町534-2(堤) 自然人 3.5 59 0.3 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-073 西本下池 にしもとしもいけ 奈良県 五條市  住川町409番1ため池住川町409番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-074 瓢箪池 ひょうたんいけ 奈良県 五條市 住川町434番1ため池 五條市 住川町共有地 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-077 植田池 うえだいけ 奈良県 五條市 久留野町375番1（池沼）、375番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-078 青貝池 あおがいいけ 奈良県 五條市 岡町3146番1（池沼）、岡町3146番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-079 高谷池 たかたにいけ 奈良県 五條市 岡町3196番1（池沼）、岡町3196番2（堤） 自然人 10 30 6.9 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-080 上風呂池 かみふろいけ 奈良県 五條市 上之町1303番1（ため池）、1303番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元207-01-081 ハジコ池 はじこいけ 奈良県 五條市 上之町1219-1 自然人 4.6 40 5.0 ○ 令和1年12月27日207-01-082 くぼ池 くぼいけ 奈良県 五條市 五條市岡町3128-1 自然人 3.8 58 1.0 ○ 令和2年12月10日207-01-083 越替池 こしがいいけ 奈良県 五條市 岡町2709 官有地 10 60 2.6 ○ 令和2年12月10日207-01-086 とがん谷上池 とがんたにかみいけ 奈良県 五條市 西河内町658-1 自然人 5.8 15 0.9 ○ 令和1年12月27日207-01-088 新池 しんいけ 奈良県 五條市 五條市西河内町174 不明 不明 不明 不明 ×207-01-090 古寺池 ふるでらいけ 奈良県 五條市 三在町525-1 自然人 3.0 19 3.7 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-091 一本松池 いっぽんまついけ 奈良県 五條市 三在町569-1 自然人 3.0 100 1.9 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-092 塚池 つかいけ 奈良県 五條市 三在町507-1 自然人 3.2 43 1.2 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-093 チョッポ谷上池 ちょっぽだにかみいけ 奈良県 五條市 五條市西河内町159-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-094 とがん谷下池 とがんたにしたいけ 奈良県 五條市  西河内町680-1(ため池)西河内町680-2(堤) 自然人 3.3 13 0.1 ○ 令和1年12月27日207-01-096 はさま池 はさまいけ 奈良県 五條市 五條市田園一丁目21 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-097 城池 じょういけ 奈良県 五條市 上之町1259番1（ため池）、1259番2（堤） 自然人 不明 3.0 0.6 ○ 令和1年12月27日207-01-098 下風呂池 しもふろいけ 奈良県 五條市 上之町1290-1 自然人 6.4 55 3.3 ○ 令和1年12月27日207-01-100 丸池 まるいけ 奈良県 五條市 五條市西河内町174-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-101 東池 ひがしのいけ 奈良県 五條市  西河内町493-1（池沼）西河内町493-2(堤) 自然人 1.0 30 1.8 ○ 令和1年12月27日207-01-103 矢谷池 やだにいけ 奈良県 五條市  西河内町1170-1(池沼)西河内町1170-2(堤) 自然人 4.4 45 0.3 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-104 カミヤ池 かみやいけ 奈良県 五條市  西河内町144-1(池沼)西河内町144-2(堤） 自然人 5.7 55 0.3 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-105 大池 おおいけ 奈良県 五條市 岡町1419,1420-1　　　 五條市土地開発公社 2.5 90 61 ○ 令和1年12月27日207-01-107 平木池 ひらきいけ 奈良県 五條市 上之町123-1 上之小学校 2.0 20 0.7 ○ 令和2年12月10日 ○ ○207-01-108 ハサマ池 はさまいけ 奈良県 五條市 上之町195-1 自然人 5.0 34 2.1 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-109 成佛池 じょうぶついけ 奈良県 五條市 上之町18番1（池沼）、18番2（堤） 自然人 10 40 3.1 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-110 坊主池 ぼうずいけ 奈良県 五條市 三在町984-1 自然人 7.1 28 2.6 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-111 上辻池 うえつじいけ 奈良県 五條市 三在町1262番1（ため池）、1262番2（堤） 金久商事株式会社 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-112 大井伝池 おおいでいけ 奈良県 五條市 五條市三在町306-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-113 西谷池 にしたにいけ 奈良県 五條市 五條市三在町441-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-114 矢谷下池 やたにしもいけ 奈良県 五條市 五條市西河内町1169-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日 ○207-01-118 荒坂池(上池) あらさかいけ(かみいけ) 奈良県 五條市 五條市今井町1140-1,1395-5 自然人 4.5 68 11 ○ 令和2年12月10日 ○ ○207-01-119 荒坂池(下池) あらさかいけ(しもいけ) 奈良県 五條市 五條市今井町1139-1 自然人 3.0 102 30 ○ 令和2年12月10日 ○ ○207-01-121 桃ノ木城池 もものきじょういけ 奈良県 五條市 五條市中之町1483-1 講御堂 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-01-122 栗ノ谷池 くりのたにいけ 奈良県 五條市  中之町1423-1(ため池中之町1423-2(堤) 自然人 3.5 25 6.0 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-123 垣内池 かいといけ 奈良県 五條市 五條市中之町1359-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日 ○207-01-124 調整池 ちょうせいいけ 奈良県 五條市 田園五丁目118 五條市 不明 不明 不明 × ○207-01-126 上之第1池 かみのだいいちいけ 奈良県 五條市 上之町984-1 大和ハウス工業株式会社 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-127 フヤ池 ふやいけ 奈良県 五條市 五條市中之町1340-1 自然人 不明 不明 不明 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元207-01-128 小ヤ池 こやいけ 奈良県 五條市  中之町1341番1ため池中之町1341番2堤 自然人 4.0 2.0 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-129 上池 うえいけ 奈良県 五條市 中之町1454番1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-130 九度尾池 くどおいけ 奈良県 五條市 田園四丁目4 五條市 不明 不明 不明 × ○ ○207-01-131 古池 ふるいけ 奈良県 五條市 岡町1396-1,1396-乙 自然人 5.0 60 5.2 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-132 東池 ひがしいけ 奈良県 五條市 五條市西河内町87-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-133 ナベクボ下池 なべくぼしもいけ 奈良県 五條市 三在町402番1（ため池）、402番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-134 小森池（南垣内池） こもりいけ（みなみがいといけ） 奈良県 五條市 三在町1201番1（池沼）、1201番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-135 ナベクボ上池 なべくぼかみいけ 奈良県 五條市 三在町396番1（池沼）、396番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-136 皿池 さらいけ 奈良県 五條市  西河内町1094-1(ため池)西河内町1094-2(堤) 自然人 1.5 60 1.6 ○ 令和1年12月27日207-01-137 聖人池 せいじんいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1144-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-138 下池 したいけ 奈良県 五條市 中之町1453番1 自然人 3.2 38 1.0 ○ 令和1年12月27日207-01-142 調整池 ちょうせいいけ 奈良県 五條市 田園五丁目119 五條市 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-01-143 青楚池 あおそいけ 奈良県 五條市 五條市岡町2463-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日 ○ ○207-01-144 アコウ池上 あこういけかみ 奈良県 五條市 五條市西河内町1104-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-145 アコウ池下 あこういけした 奈良県 五條市 五條市西河内町1073-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-146 柱田下池 はしらだしもいけ 奈良県 五條市 五條市宇野町446-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-147 柱田下池 はしらだしもいけ 奈良県 五條市 五條市宇野町466-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-01-148 三角池 さんかくいけ 奈良県 五條市 五條市西河内町1109-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-149 森本池 もりもといけ 奈良県 五條市 五條市今井町1111-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日 ○ ○207-01-151 池ノ側池 いけのがわいけ 奈良県 五條市 五條市岡町2273-1 自然人 不明 不明 不明 × ○ ○207-01-152 溝尾池 みぞおいけ 奈良県 五條市  中之町1607番1ため池中之町1607番3堤 自然人 3.0 13 2.7 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-153 寺谷池 てらだにいけ 奈良県 五條市 中之町1033-1 五條市 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-01-154 瀧屋谷池 たきやたにいけ 奈良県 五條市 五條市大澤町1083-1 自然人 6.2 27 0.6 ○ 令和2年12月18日 ○207-01-157 元風呂池 もとぶろいけ 奈良県 五條市  中之町1629番1ため池中之町1629番2堤 自然人 不明 20 0.8 ○ 令和1年12月27日207-01-158 東飛ヶ尾池 ひがしとびがおいけ 奈良県 五條市 田園四丁目100 五條市 不明 不明 不明 × ○ ○207-01-159 アンタメ池 あんためいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1110-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月18日 ○ ○207-01-160 隠居池 いんきょいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1181-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-163 柱田上池 はしらだかみいけ 奈良県 五條市 五條市宇野町61,639　　　 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-165 イヤ尾新池 いやおしんいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1180-5,1180-6 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-166 長尾池 ながおいけ 奈良県 五條市 今井町1023-1（池沼）、1023-2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-167 ヲサイ谷池 をさいだにいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1109-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月18日 ○ ○207-01-168 西飛ケ尾池 にしとびがおいけ 奈良県 五條市 五條市田園四丁目17 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月18日 ○207-01-169 大谷大池 おおたにおおいけ 奈良県 五條市 五條市岡町3351-1 自然人 17 140 82 ○ 令和2年12月18日 ○ ○207-01-170 後池 うしろいけ 奈良県 五條市 五條市中之町1664-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月18日 ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元207-01-171 上の池 かみのいけ 奈良県 五條市  中之町963番1ため池中之町963番2堤 自然人 3.2 26 0.3 ○ 令和1年12月27日207-01-172 二又池 ふたまたいけ 奈良県 五條市 五條市大澤町276-1 大和ハウス工業株式会社 5.0 不明 2.0 ○ 令和2年12月10日207-01-175 仲間池 なかまいけ 奈良県 五條市 五條市木ノ原町207-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-179 山の原池（はす池） やまのはらいけ 奈良県 五條市 釜窯町1313-1　 自然人 3.7 42 2.4 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-180 名ヶ谷池 みょうがだにいけ 奈良県 五條市 中之町648-1 五條市釜窪町、五條市中之町　持分1/2 5.1 78 13 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-181 中の池（中池） なかのいけ（なかいけ） 奈良県 五條市  中之町958番1ため池中之町958番2堤 自然人 4.6 32 0.7 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-183 サクライ池 さくらいいけ 奈良県 五條市  中之町1665-1池沼中之町1665-2堤 自然人 3.5 35 0.6 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-184 馬頭池 ばとういけ 奈良県 五條市 今井町1085-1 自然人 3.9 71 1.2 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-185 下池 しもいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1022-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日 ○ ○207-01-186 安生寺池 あんじょうじいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1108-6 不明 不明 不明 不明 ×207-01-187 アコ池 あこいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1182-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-191 上池 かみいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1344-1 自然人 4.6 28 0.4 ○ 令和2年12月10日 ○207-01-192 中池 なかいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1345-1 自然人 不明 不明 不明 × ○207-01-193 上池 うえいけ 奈良県 五條市 五條市今井町 不明 不明 不明 不明 × ○207-01-194 松原共有池 まつばらきょうゆういけ 奈良県 五條市 五條市今井町1156-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日 ○207-01-196 上池 うえいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1021-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月18日 ○ ○207-01-197 三日月池 みかづきいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1034-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-198 コミツ池 こみついけ 奈良県 五條市 五條市今井町1029-1 自然人 6.4 113 2.0 ○ 令和2年12月10日 ○207-01-199 ミヨベ池 みよべいけ 奈良県 五條市 五條市今井町778-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-200 西山池 にしやまいけ 奈良県 五條市 岡町2031-1 自然人 4.0 53 2.3 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-201 大谷池 おおたにいけ 奈良県 五條市 田園三丁目45番ため池 自然人 1.3 46 5.3 ○ 令和1年12月27日207-01-202 ブザ池 ぶざいけ 奈良県 五條市  中之町261番1ため池中之町261番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-203 中之第1池 なかのだいいちいけ 奈良県 五條市 中之町596-1 大和ハウス工業株式会社 4.2 35 1.2 ○ 令和1年12月27日207-01-206 東山池 ひがしやまいけ 奈良県 五條市 五條市大澤町832-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-01-207 大澤第3池 おおさわだいさんいけ 奈良県 五條市 五條市大澤町161-1 大和ハウス工業株式会社 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-01-208 オメン池 おめんいけ 奈良県 五條市 中之町260番1ため池 自然人 2.0 50 1.1 ○ 令和1年12月27日207-01-209 すりばち池 すりばちいけ 奈良県 五條市 五條市岡町2019-1、2025-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-210 油池 あぶらいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1055-1 自然人 不明 不明 不明 × ○207-01-211 山本池 やまもといけ 奈良県 五條市 五條市今井町1041-1 自然人 不明 不明 不明 × ○ ○207-01-212 松原私池 まつばらわたくしいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1151-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日 ○207-01-213 私池 わたくしいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1155-1 奈良開発興業株式会社 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月18日 ○207-01-214 イヤオ寄合池 いやおよりあいいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1175-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-215 上池 かみいけ 奈良県 五條市 今井町1343番1（沼池） 自然人 4.6 28 0.4 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-216 車池 くるまいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1342-1 自然人 4.8 36 2.4 ○ 令和2年12月10日 ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元207-01-218 寄会池 よりあいいけ 奈良県 五條市 今井町1341-1 自然人 3.1 33 1.0 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-219 私池 わたくしいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1178-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-01-220 松原大池 まつばらおおいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1154-1　 自然人 3.8 40 4.8 ○ 令和2年12月10日 ○207-01-221 上ノ池 かみのいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1903-1 自然人 不明 不明 不明 × ○207-01-222 平井池 ひらいいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1012-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-223 小山池 こやまいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1044-1 自然人 不明 不明 不明 × ○ ○207-01-224 弓池 ゆみいけ 奈良県 五條市 今井町1340番1（ため池）、1340番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-225 尺八池 しゃくはちいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1177-1 自然人 4.6 33 0.7 ○ 令和2年12月10日207-01-228 国の木池 こくのぎいけ 奈良県 五條市 五條市今井町992-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日 ○ ○207-01-229 新池 しんいけ 奈良県 五條市 今井町1339-1 自然人 5.2 40 0.5 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-230 私池 わたくしいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1176-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-01-231 宮ノ元池 みやのもといけ 奈良県 五條市 五條市今井町1546-1 自然人 不明 不明 不明 × ○207-01-234 蓮池 はすいけ 奈良県 五條市 五條市今井町740-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-01-236 舟井大池 ふないおおいけ 奈良県 五條市 中之町263番1ため池 自然人 1.5 32 1.8 ○ 令和1年12月27日207-01-237 大谷池　 おおたにいけ 奈良県 五條市 小島町389-1 自然人 3.7 25 0.8 ○ 令和1年12月27日207-01-238 イヤノ私池 わたくしいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1179-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-01-239 久保池 くぼいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1875-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-240 宮ノ谷池 みやのたにいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1547-1 自然人 不明 不明 不明 × ○207-01-241 山添池 やまぞえいけ 奈良県 五條市 今井町929-1（池沼）、929-2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-243 和所池 わしょいけ 奈良県 五條市  中之町190番1ため池中之町190番2堤 自然人 2.3 18 2.0 ○ 令和1年12月27日207-01-244 松ヶ坂池 まつがさかいけ 奈良県 五條市  中之町502番1ため池中之町502番2堤 自然人 1.4 130 2.2 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-245 大澤第2池 おおさわだいにいけ 奈良県 五條市 五條市大澤町93-1 大和ハウス工業株式会社 不明 不明 不明 ×207-01-246 五朗峠池 ごろうとうげいけ 奈良県 五條市 木ノ原町325-1 五條市木ノ原町共有 5.5 35 1.8 ○ 令和1年12月27日207-01-247 湯屋谷池 ゆやだにいけ 奈良県 五條市 木ノ原町413-1,413-2 自然人 6.8 88 19 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-248 池の内下池 いけのうちしもいけ 奈良県 五條市 五條市中之町1808-1 大和ハウス工業株式会社 不明 不明 不明 ×207-01-249 まんりょう池 まんりょういけ 奈良県 五條市 五條市岡町1705-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-253 村長池 そんちょういけ 奈良県 五條市 岡町950番、今井町1837番 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-255 弥三谷池 やそだにいけ 奈良県 五條市 釜窪町273-1（池）、273-2（堤） 自然人 8.0 50 15 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-256 馬場池 ばばいけ 奈良県 五條市 釜窯町248-1 自然人 不明 80 14 ○ 令和1年12月27日207-01-263 大谷池 おおたにいけ 奈良県 五條市 釜窪町248-1 自然人 8.2 66 13 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-264 ひらんじ池 ひらんじいけ 奈良県 五條市 釜窪町759-1 自然人 8.0 50 21 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-265 本陣池 ほんじんいけ 奈良県 五條市 釜窯町408-1 自然人 3.6 50 2.6 ○ 令和1年12月27日207-01-268 石橋池 いしばしいけ 奈良県 五條市 なつみ台一丁目131 五條市 不明 不明 不明 × ○207-01-270 新谷池 しんたにいけ 奈良県 五條市 なつみ台一丁目130 五條市 不明 不明 不明 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元207-01-271 古垣内池 ふるがいといけ 奈良県 五條市 釜窪町943-1,943-2 大蔵省 3.0 55 1.5 ○ 令和2年12月10日207-01-272 中川池 なかがわいけ 奈良県 五條市 釜窪町510-1（ため池）、510-2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-273 菱池 ひしいけ 奈良県 五條市  牧町1114-1(ため池)牧町1114-2（堤) 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-274 地蔵谷下池 じぞうだにしもいけ 奈良県 五條市  牧町1116番1ため池牧町1116番2堤 自然人 6.0 30 1.5 ○ 令和1年12月27日207-01-275 小中代中池 こなかだいなかいけ 奈良県 五條市  牧町292番1池沼牧町292番2堤 自然人 6.0 110 2.2 ○ 令和1年12月27日207-01-276 石橋池 いしばしいけ 奈良県 五條市 木ノ原町986番1（ため池）、986番2（堤） 自然人 5.0 20 不明 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-278 花坂池 はなさかいけ 奈良県 五條市 なつみ台一丁目132 五條市 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日 ○207-01-279 呉ケ谷池 くれがたにいけ 奈良県 五條市 二見七丁目601-1,601-2 大蔵省 15 74 不明 ○ 令和2年12月10日 ○ ○207-01-280 コモヤ池 こもやいけ 奈良県 五條市  下之町357番1池沼下之町357番2 提 自然人 2.5 85 0.8 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-281 ハス池 はすいけ 奈良県 五條市 釜窪町1026-1 自然人 3.2 34 0.6 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-285 地蔵谷上池 じぞうだにかみいけ 奈良県 五條市  牧町1117番1ため池牧町1117番2堤 自然人 10 25 1.9 ○ 令和1年12月27日207-01-286 森ヶ谷池 もりがたにいけ 奈良県 五條市  牧町1160-1(池沼)牧町1160-2(井溝) 自然人 9.2 53 0.7 ○ 令和1年12月27日207-01-292 天王池 てんのういけ 奈良県 五條市  下之町368番1 池沼下之町368番2 提 自然人 6.0 30 4.7 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-293 犬飼大池 いぬかいおおいけ 奈良県 五條市 釜窯町1153-1 五條市犬飼町共有 5.8 72 71 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-294 篭池 かごいけ 奈良県 五條市 釜窯町1120-1 自然人 5.1 60 12 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-295 権六池 ごんろくいけ 奈良県 五條市  野原東5丁目481-1(ため池)野原東5丁目481-2(堤) 自然人 8.0 35 4.9 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-297 小中代上池 こなかだいかみいけ 奈良県 五條市  牧町959番1ため池牧町959番2堤 阿弥陀寺 9.0 55 2.6 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-298 畑ノ垣内上池 はたのかいとかみいけ 奈良県 五條市 牧町928番1池沼  牧町928番2堤 自然人 2.3 33 1.5 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-299 宮ノ前池 みやのまえいけ 奈良県 五條市 五條市牧町2215-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-301 鉢池 はちいけ 奈良県 五條市 牧町920-1(ため池)  牧町920-2(堤) 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-302 小中代下池 こなかだいしもいけ 奈良県 五條市 五條市牧町958-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日 ○207-01-303 生蓮寺池 しょうれんじいけ 奈良県 五條市  二見七丁目602番池沼  二見七丁目1392番1池沼二見七丁目1392番2堤  二見七丁目1392番3堤 大蔵省 8.3 56 4.1 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-304 栢ヶ谷池 かやがたにいけ 奈良県 五條市 二見七丁目578 大蔵省 6.4 59 3.0 ○ 令和2年12月10日 ○ ○207-01-305 畑田新池 はたけだしんいけ 奈良県 五條市 なつみ台3丁目4番 畑田区 2.2 62 4.4 ○ 令和1年12月27日207-01-308 畑田下池 はたけだしたいけ 奈良県 五條市  野原中2丁目　2244番1池沼、2244番2堤、2245番池沼、2268番池沼、2246番池沼、2255番池沼、2256番1堤、2269番池沼、2256番2池沼、2256番3堤、2267番池沼、2270番池沼、2271番池沼、2272番池沼、2285番2堤 御霊神社 4.0 50 12 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-309 畑田上池 はたけだうえいけ 奈良県 五條市  野原中二丁目2257番1堤野原中二丁目2257番2池沼 御霊神社 6.0 69 18 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-310 畑ノ垣内下池 はたのかいとしたいけ 奈良県 五條市  牧町929番1ため池  牧町929番2堤牧町930番1ため池  牧町930番2堤 自然人 5.0 40 1.1 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-311 西辻一雄池 にしつじかずおいけ 奈良県 五條市 五條市牧町894-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-313 新池 しんいけ 奈良県 五條市  牧町687番1ため池牧町687番2堤 自然人 3.0 32 6.5 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-314 新池 しんいけ 奈良県 五條市   牧町798番1ため池牧町798番2堤牧町801番1堤塘 自然人 10 67 9.5 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-317 西ヶ谷池 にしがたにいけ 奈良県 五條市  二見三丁目368番3池沼  二見三丁目368番4池沼 二見三丁目368番5堤  二見三丁目370番  二見三丁目368番1  奈良県五條市 4.0 30 6.5 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-318 東池 ひがしいけ 奈良県 五條市 釜窯町1176,1178,1179,1180,1181 自然人 6.3 57 17 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-320 大池 おおいけ 奈良県 五條市  畑田町228番1池沼畑田町228番2堤 畑田区 7.0 72 1.1 ○ 令和1年12月27日207-01-322 中村惣次池 なかむらそうじいけ 奈良県 五條市  野原東六丁目1560番1ため池野原東六丁目1560-2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元207-01-323 ひょうたん池 ひょうたんいけ 奈良県 五條市 五條市野原東六丁目1718-1,1525-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-324 牧どじょう池 まきどじょういけ 奈良県 五條市  牧町701番1ため池牧町702番2堤 自然人 8.8 35 1.0 ○ 令和1年12月27日207-01-325 ヨノフ池 よのふいけ 奈良県 五條市 五條市牧町不明 不明 不明 不明 不明 × ○207-01-326 辻亦治池 つじじょうじいけ 奈良県 五條市 五條市牧町669-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-327 菖蒲谷池 しょうぶたにいけ 奈良県 五條市  牧町652番1ため池牧町652番2堤 自然人 10 50 16 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-328 西新池 にししんいけ 奈良県 五條市 釜窯町1307-1,1307-6 自然人 4.6 48 4.3 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-329 4号調整池 よんごうちょうせいいけ 奈良県 五條市 なつみ台三丁目120 五條市 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-01-333 茶阪池 ちゃさかいけ 奈良県 五條市 上野町36番1（ため池）、36番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-335 さら池 さらいけ 奈良県 五條市 五條市牧町687-1 自然人 不明 不明 不明 × ○207-01-336 横池 よこいけ 奈良県 五條市 五條市牧町671-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-338 森の上池 もりのかみいけ 奈良県 五條市  畑田町261番1ため池畑田町261番2堤 自然人 2.5 25 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-339 釜窪第１池 かまくぼだいいちいけ 奈良県 五條市 釜窪町1348-1 大和ハウス工業株式会社 9.4 34 1.1 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-340 森ノ谷池 もりのたにいけ 奈良県 五條市 釜窪町1346番1（ため池）、1346番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-342 槙野池 まきのいけ 奈良県 五條市 釜窪町1345-1 自然人 6.4 64 9.8 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-344 小池 こいけ 奈良県 五條市  野原町1031番1ため池野原町1031-2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-345 上田新池 うえだしんいけ 奈良県 五條市  野原町1124番1ため池野原町1124番2堤 五條市野原町共有 6.9 95 38 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-346 芦ヶ谷池 あしがだにいけ 奈良県 五條市  野原町1157番1ため池野原町1157番2堤 五條市野原町共有地 6.8 55 1.4 ○ 令和1年12月27日207-01-347 檜谷池 ひのきだにいけ 奈良県 五條市  畑田町267番1ため池畑田町267番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-348 墓の上池 はかのうえいけ 奈良県 五條市 釜窪町1375番1（ため池）、1375番2（堤） 自然人 2.0 20 0.1 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-349 上田上池 うえだかみいけ 奈良県 五條市 五條市野原町1060-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-350 上田古池 うえだふるいけ 奈良県 五條市  野原町1107番1ため池野原町1107番2堤 五條市野原町共有 4.8 85 50 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-351 不動池 ふどういけ 奈良県 五條市  御山町263番1(ため池)御山町263番2(堤) 五條市御山町 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-352 西畑池 にしばたいけ 奈良県 五條市  御山町223番1池沼御山町223番2堤 御山区 5.0 35 0.5 ○ 令和1年12月27日207-01-353 井藤池 いとういけ 奈良県 五條市 黒駒町463番1（ため池）、463番2（堤） 自然人 6.0 25 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-356 国道の上池 こくどうのうえいけ 奈良県 五條市 釜窪町1434番1（ため池）、1434番2（堤）、1434番3（堤） 自然人 3.0 20 0.2 ○ 令和1年12月27日207-01-358 蓮池（御山池） はすいけ（みやまいけ） 奈良県 五條市 上野町383-1 自然人 6.1 46 0.7 ○ 令和1年12月27日207-01-359 西ノ芝池 にしのしばいけ 奈良県 五條市 上野町359番1（ため池）、359番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-360 浄ヶ谷池 じょうがたにいけ 奈良県 五條市 相谷町32-1 自然人 9.7 30 11 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-361 横谷池 よこたにいけ 奈良県 五條市  霊安寺町679番1池沼霊安寺町679番2堤 自然人 4.0 30 4.2 ○ 令和1年12月27日207-01-367 中池 なかいけ 奈良県 五條市 相谷町88-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-370 北池 きたいけ 奈良県 五條市 相谷町82-1 自然人 8.2 44 1.5 ○ 令和1年12月27日207-01-371 中池 なかいけ 奈良県 五條市 五條市相谷町86-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-378 畑田池（畠田池） はたけだいけ 奈良県 五條市  霊安寺町897番1ため池霊安寺町897番2堤 霊安寺区 4.0 40 1.2 ○ 令和1年12月27日207-01-380 川口池 かわぐちいけ 奈良県 五條市  霊安寺町264番1ため池霊安寺町264番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元207-01-381 北田池 きただいけ 奈良県 五條市  御山町213番1御山町213番2 自然人 4.8 42 0.4 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-382 長池 ながいけ 奈良県 五條市  中町265番1(池沼)　中町265番2(堤)中町266番1(池沼)　中町266番2(堤) 自然人 5.0 120 4.4 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-383 坊主ケ谷池 ぼうずがだにいけ 奈良県 五條市 五條市相谷町102-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-384 かんご池 かんごいけ 奈良県 五條市 五條市相谷町92 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日 ○207-01-385 新池 しんいけ 奈良県 五條市 相谷町81番1、81番2 自然人 6.2 41 0.5 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-386 新田池 しんでんいけ 奈良県 五條市 相谷町412-1 自然人 5.5 60 3.7 ○ 令和1年12月27日207-01-387 コウジ池 こうじいけ 奈良県 五條市 相谷町414-1 自然人 6.0 52 3.8 ○ 令和1年12月27日207-01-388 羽根池 はねいけ 奈良県 五條市 相谷町431-1 自然人 3.8 29 1.0 ○ 令和1年12月27日207-01-389 山本池 やまもといけ 奈良県 五條市 黒駒町580-1 自然人 6.0 47 2.1 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-390 カメ池 かめいけ 奈良県 五條市  御山町619番1御山町619番2 御山区 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-391 和井元下池 わいもとしもいけ 奈良県 五條市  霊安寺町231番1池沼霊安寺町231番2堤 自然人 4.5 33 3.1 ○ 令和1年12月27日207-01-392 山田上池 やまだかみいけ 奈良県 五條市  霊安寺町606番1池沼霊安寺町606番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-393 古池 ふるいけ 奈良県 五條市  霊安寺町898番1ため池霊安寺町898番2堤 霊安寺区 5.0 45 5.6 ○ 令和1年12月27日207-01-395 小泉の池 こいずみのいけ 奈良県 五條市  霊安寺町1113番1ため池霊安寺町1113番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-396 姫谷下池 ひめだにしたいけ 奈良県 五條市  霊安寺町2 2 1 3番1ため池　霊安寺町2 2 1 3番2堤西吉野町湯塩1 1 6 6番ため池・堤　 霊安寺区 6.1 39 10 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-397 和井元上池 わいもとかみいけ 奈良県 五條市  霊安寺町230番1池沼霊安寺町230番2堤 自然人 4.7 30 2.4 ○ 令和1年12月27日207-01-398 ドジョウ池 どじょういけ 奈良県 五條市  御山町444番1ため池御山町444番2堤 五條市御山町共有 10 50 8.8 ○ 令和1年12月27日207-01-399 大池 おおいけ 奈良県 五條市  御山町8 0 2番1ため池　御山町8 0 2番2堤御山町8 0 3番1ため池　御山町8 0 3番2堤  五條市御山町共有(802)1　五條市御山町(802)2宇智郡南宇智村大字御山(803)1　宇智郡南宇智村大字御山(803)2 13 120 40 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-401 小池 こいけ 奈良県 五條市  中町282番1池沼中町282番2堤 自然人 7.0 70 1.6 ○ 令和1年12月27日207-01-402 徳池 とくいけ 奈良県 五條市  中町419番1池沼中町419番2堤 自然人 5.0 38 2.8 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-403 中池 なかいけ 奈良県 五條市 相谷町416-1 自然人 13 50 2.2 ○ 令和1年12月27日207-01-404 アミダ池 あみだいけ 奈良県 五條市 相谷町364-1 自然人 13 80 3.5 ○ 令和1年12月27日207-01-405 中町新池 なかちょうしんいけ 奈良県 五條市  中町433番1(池沼)　中町433番2(堤)中町434番(池沼)　中町435番(池沼) 自然人 10 45 2.3 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-407 長池 ながいけ 奈良県 五條市  御山町798番1池沼御山町798番2堤 御山区 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-409 二又池 ふたまたいけ 奈良県 五條市  中町440番1ため池中町440番2堤 自然人 4.0 27 0.4 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-411 横谷池 よこだにいけ 奈良県 五條市 相谷町647番1、647番2 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-412 中西池 なかにしいけ 奈良県 五條市 相谷町513-1 自然人 5.6 34 1.4 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-413 中池 なかいけ 奈良県 五條市  中町439番1池沼中町439番2堤 自然人 7.2 18 1.3 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-414 大池 おいけ 奈良県 五條市  中町438番1(池沼)・438番2(堤) 自然人 3.3 25 7.0 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-415 庄利池 しょりいけ 奈良県 五條市 五條市大野町254-1 五條市大野町共有地 4.2 42 1.9 ○ 令和2年12月10日 ○207-01-416 北田池 きただいけ 奈良県 五條市  御山町810番1ため池御山町810番2堤 自然人 1.2 70 1.0 ○ 令和1年12月27日207-01-417 双又池 ふたまたいけ 奈良県 五條市  御山町839番地1ため池御山町839番地2堤  五條市御山町共有 ため池五條市御山町 堤 9.4 52 8.4 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-420 姫谷上池 ひめだにかみいけ 奈良県 五條市  霊安寺町2 2 1 2番1ため池　霊安寺町2 2 1 2番2堤西吉野町湯塩1 1 6 8番ため池・堤　 霊安寺区 3.3 50 8.8 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-421 岡本池 おかもといけ 奈良県 五條市  丹原町365番1池沼丹原町365番2堤 吉祥寺 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元207-01-422 ひょうたん池 ひょうたんいけ 奈良県 五條市  丹原町333番1ため池丹原町333番2堤 自然人 2.5 30 0.5 ○ 令和1年12月27日207-01-423 辻本池 つじもといけ 奈良県 五條市  御山町446番1池沼御山町446番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-425 カゴ池 かごいけ 奈良県 五條市  御山町832番1ため池御山町832番2堤 自然人 5.0 30 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-427 筏谷池 いかだやいけ 奈良県 五條市 相谷町518番1、518番2 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-428 横谷下池 よこたにしもいけ 奈良県 五條市 相谷町644番1、644番2 自然人 8.0 20 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-430 小屋谷池 こやたにいけ 奈良県 五條市 相谷町612番1、612番2 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-431 小池 こいけ 奈良県 五條市  山陰町355番1池沼山陰町355番2堤 自然人 2.3 18 0.2 ○ 令和1年12月27日207-01-432 広喜池 こうきいけ 奈良県 五條市  御山町847番地1ため池御山町847番地2堤  五條市御山町共有 ため池五條市御山町 堤 10 42 4.4 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-433 上芝池 うえしばいけ 奈良県 五條市  御山町405番1池沼御山町405番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-436 大池 おおいけ 奈良県 五條市  丹原町935番1ため池丹原町935番2堤 五條市丹原町共有地 8.0 110 6.9 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-438 新池 しんいけ 奈良県 五條市  御山町836番1ため池御山町836番2堤 五條市御山町共有 10 25 28 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-01-439 ヤオロシ池 やおろしいけ 奈良県 五條市  山陰町353番1池沼山陰町353番2堤 自然人 4.4 38 1.0 ○ 令和1年12月27日207-01-440 田中池 たなかいけ 奈良県 五條市  山陰町385番1池沼山陰町385番2堤 自然人 3.2 46 1.1 ○ 令和1年12月27日207-01-441 中谷上池 なかたにかみいけ 奈良県 五條市 黒駒町699番1（ため池）、699番2（堤） 自然人 5.0 10 0.1 ○ 令和1年12月27日207-01-442 平池 ひらいけ 奈良県 五條市 五條市大野町471-1 五條市大野町外1名 6.0 130 70 ○ 令和2年12月10日 ○207-01-443 ハス池 はすいけ 奈良県 五條市  御山町846番1ため池御山町846番2堤 自然人 2.5 35 0.5 ○ 令和1年12月27日207-01-445 アセボ池 あせぼいけ 奈良県 五條市  丹原町962番1ため池丹原町962番24堤 五條市丹原町共有地 10 80 21 ○ 令和2年12月10日 ○207-01-447 新池 しんいけ 奈良県 五條市  丹原町986番1ため池丹原町986番2堤 五條市丹原町共有地 10 20 4.3 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-452 青池 あおいけ 奈良県 五條市  阪合部新田町442番1（池沼）阪合部新田町442番2（堤） 自然人 7.3 90 8.1 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-453 大池 おいけ 奈良県 五條市  山陰町487番1ため池　山陰町487番2堤山陰町486池沼 五條市山陰町共有 8.0 62 24 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-455 さんだ池 さんだいけ 奈良県 五條市 西久留野町260番1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-456 畑田池 はたけだいけ 奈良県 五條市  丹原町1033番1ため池丹原町1033番2堤 五條市丹原町共有地 4.0 25 2.0 ○ 令和1年12月27日207-01-458 皿池 さらいけ 奈良県 五條市  丹原町1039番1ため池丹原町1039番2堤 五條市丹原町共有地 5.0 30 2.9 ○ 令和1年12月27日207-01-459 毘沙門池 びしゃもんいけ 奈良県 五條市  表野町561番1池沼表野町561番2堤 自然人 10 40 4.8 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-460 平池 ひらいけ 奈良県 五條市  表野町523番1池沼表野町523番2堤 自然人 3.7 67 2.2 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-461 庚甲池 こうしんいけ 奈良県 五條市  表野町254番1池沼表野町254番 2堤 自然人 5.0 60 1.6 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-462 菱池 ひしいけ 奈良県 五條市  表野町524番1池沼表野町524番 2堤 自然人 3.0 28 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-466 真名脇池 まなわきいけ 奈良県 五條市  出屋敷町612番1ため池出屋敷町612番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-470 第三調整池 だいさんちょうせいいけ 奈良県 五條市 出屋敷町361-9 五條市 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日 ○207-01-472 福岡池 ふくおかいけ 奈良県 五條市 小和町812番1（ため池）、812番2（堤）、812番3（堤） 自然人 10 50 0.08 ○ 令和1年12月27日207-01-473 ふろもと池 ふろもといけ 奈良県 五條市 小和町821番1（ため池）、821番2（堤） 自然人 0.4 30 0.5 ○ 令和1年12月27日207-01-474 宮池 みやいけ 奈良県 五條市 五條市小和町1141-1 五條市小和町共有地 不明 不明 不明 ×207-01-475 大谷池 おおたにいけ 奈良県 五條市 小和町1261-1,1261-2 五條市 5.6 40 1.2 ○ 令和2年12月10日207-01-476 クミ田池 くみたいけ 奈良県 五條市 小和町1247番1（ため池）、1247番2（堤）、1247番3（ため池）、1247番4（堤）、 自然人 5.0 30 0.03 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元207-01-477 明ヶ谷池 みょうがだにいけ 奈良県 五條市 近内町1104-16,出屋敷町145-9 五條市 不明 不明 不明 ×207-01-479 市谷池 いちたにいけ 奈良県 五條市 居伝町98-1 自然人 3.5 21 0.4 ○ 令和1年12月27日207-01-480 浅池 あさいけ 奈良県 五條市 居傳町27番 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-484 八木池 やきいけ 奈良県 五條市  西河内町558番1ため池西阿内町558番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-486 中山池 なかやまいけ 奈良県 五條市 五條市中之町1739-1,1740-1 自然人 不明 不明 不明 × ○207-01-487 大住池 おおすみいけ 奈良県 五條市 五條市大澤町8-1,9-16,10-1,1372-2,1376-2 大和ハウス工業株式会社 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-01-488 小池 こいけ 奈良県 五條市 大澤町1371,269 五條市 不明 不明 不明 ×207-01-489 枇杷池 びわいけ 奈良県 五條市 相谷町59番1、59番2 自然人 3.0 150 1.4 ○ 令和1年12月27日207-01-500 市ノ木池 いちのきいけ 奈良県 五條市 五條市大澤町1022-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-502 梅ケ谷尻池 うめがたにしりいけ 奈良県 五條市  西久留野町421番1ため池西久留野町421番2堤 自然人 3.2 24 0.4 ○ 令和1年12月27日207-01-503 大澤第1池 おおさわだいいちいけ 奈良県 五條市 五條市大澤町79-1 大和ハウス工業株式会社 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-01-511 堂谷池 どうたにいけ 奈良県 五條市 小島町409番1（池沼）、409番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-512 長池 ながいけ 奈良県 五條市  牧町466-1池沼牧町466-2堤 自然人 4.2 111 0.8 ○ 令和1年12月27日207-01-513 雫谷池 しずくたにいけ 奈良県 五條市 釜窪町1233番1（ため池）、1233番2（堤） 自然人 14 24 0.7 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-514 犬飼池 いぬかいいけ 奈良県 五條市 相谷町89-1 自然人 1.6 16 0.4 ○ 令和1年12月27日207-01-517 赤井池 あかいいけ 奈良県 五條市  表野町437番1ため池表野町437番 2堤 自然人 4.0 11 0.1 ○ 令和1年12月27日207-01-518 橋本池 はしもといけ 奈良県 五條市  表野町143番1池沼表野町143番 2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-520 上の垣内池 かみのかいといけ 奈良県 五條市 五條市大野町396-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-01-525 白池 しらいけ 奈良県 五條市  丹原町970番1ため池丹原町970番2堤 自然人 4.0 10 0.5 ○ 令和1年12月27日207-01-526 弥次平池 やじへいいけ 奈良県 五條市 相谷町652番1、652番2 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-527 新池 しんいけ 奈良県 五條市 相谷町451番1、451番2 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-535 平尾池 ひらおいけ 奈良県 五條市 五條市牧町808-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-536 峯ノ原池 みねのはらいけ 奈良県 五條市 五條市牧町817-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-01-538 北山田池 きたやまだいけ 奈良県 五條市  牧町846番1ため池牧町846番2堤 自然人 1.8 17 0.2 ○ 令和1年12月27日207-01-539 小池 こいけ 奈良県 五條市 牧町913番1ため池  牧町913番2堤　牧町913番3堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-548 峠坂池 とうげざかいけ 奈良県 五條市 上野町389番1（ため池）、389番2（堤） 自然人 4.0 160 2.0 ○ 令和1年12月27日207-01-551 櫻井池 さくらいいけ 奈良県 五條市  中之町90-1(池沼)中之町90-2(堤) 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-01-552 常願坊池 じょうがんぼういけ 奈良県 五條市  御山町332番1ため池御山町332番2堤 五條市御山町共有地 4.8 20 0.6 ○ 令和1年12月27日 ○207-01-553 長池 ながいけ 奈良県 五條市  牧町1173番1ため池 牧町1173番2堤 自然人 不明 不明 0.2 ○ 令和1年12月27日207-02-003 新池 しんいけ 奈良県 五條市  東阿田町227番1ため池東阿田町227番2堤 大字東阿田町共有地 8.0 50 8.1 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-02-006 大池 おおいけ 奈良県 五條市  東阿田町180番1ため池東阿田町180番2堤 大字東阿田共有地 6.5 83 5.0 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-02-010 切ケ谷池 きりがたにいけ 奈良県 五條市  西阿田町644番1ため池西阿田町644番2堤 西阿田町共有地 4.0 22 0.2 ○ 令和1年12月27日207-02-012 用心池 ようじんいけ 奈良県 五條市  西阿田町645番1ため池西阿田町645番2堤 西阿田町共有地 4.0 21 0.3 ○ 令和1年12月27日207-02-014 下池 しもいけ 奈良県 五條市  東阿田町263番1ため池東阿田町263番2堤 五條市東阿田町共有地 5.0 116 5.0 ○ 令和1年12月27日 ○ ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元207-02-015 寺谷池 てらだにいけ 奈良県 五條市  東阿田町481番1ため池東阿田町481番2堤 大字東阿田共有地 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-02-017 琵琶谷池 びあんたにいけ 奈良県 五條市  西阿田町715番1ため池西阿田町715番2堤 西阿田町共有 7.0 40 3.2 ○ 令和1年12月27日 ○207-02-018 切ケ谷池 きりがだにいけ 奈良県 五條市 五條市西阿田町1044-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-02-019 泥ミキ池 どろみきいけ 奈良県 五條市  西阿田町511番1ため池西阿田町511番2堤 西阿田町共有 3.8 39 1.0 ○ 令和1年12月27日207-02-020 長尾池 ながおいけ 奈良県 五條市 三在町912-1 三在区自治会連合会 7.5 72 12 ○ 令和1年12月27日 ○207-02-021 ミドタ池 みどたいけ 奈良県 五條市 五條市八田町328 自然人 不明 不明 不明 ×207-02-024 鎌谷池 かまだにいけ 奈良県 五條市  八田町398番1ため池八田町398番2堤 自然人 6.5 36 3.5 ○ 令和1年12月27日207-02-026 音池 おといけ 奈良県 五條市  原町6 4 2番1ため池、6 4 2番2堤、6 4 2番3堤山田町3 3 5番1ため池、3 3 5番2堤、3 3 5番3堤 大字原共有地、山田共有地 5.0 25 7.8 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-02-028 山伏谷池 やまふしたにいけ 奈良県 五條市 西阿田町334番1 西阿田町共有 3.5 75 12 ○ 令和1年12月27日 ○207-02-029 村山谷池 むらやまたにいけ 奈良県 五條市 三在町1379-1 自然人 2.2 25 1.0 ○ 令和1年12月27日207-02-031 大池 おおいけ 奈良県 五條市  原町640番1ため池、640番2堤山田町400番1ため池、400番2堤 原町共有地、山田共有地 10 60 37 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-02-032 中池 なかいけ 奈良県 五條市  山田町364番1ため池、364番2堤原町461番1ため池、461番2堤 原町共有地、山田共有地 12 40 6.1 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-02-036 新池 しんいけ 奈良県 五條市  南阿田町678番1・ 6 7 8番3  合併 池沼南阿田町678番2  池沼 自然人 11 33 9.0 ○ 令和1年12月27日 ○207-02-037 平田池 ひらたいけ 奈良県 五條市 南阿田町703番 南阿田町共有 1.4 11 9.0 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-02-040 佐竹池 さたけいけ 奈良県 五條市  滝町706番1ため池滝町706番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-02-044 西池 にしいけ 奈良県 五條市  島野町187番1ため池島野町187番2 提 自然人 1.0 8.0 0.08 ○ 令和1年12月27日207-02-046 堂阪池 どうさかいけ 奈良県 五條市  島野町220番1ため池島野町220番2 提 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-02-047 辻本池 つじもといけ 奈良県 五條市 島野町469-1 五條市島野町共有 1.9 16 1.0 ○ 令和1年12月27日207-02-048 島池 しまいけ 奈良県 五條市 島野町460番1（池沼）、460番2（堤） 自然人 2.9 15 1.5 ○ 令和1年12月27日207-02-049 今西池 いまにしいけ 奈良県 五條市 島野町471番1（池沼）、471番2（堤） 自然人 7.0 27 1.0 ○ 令和1年12月27日207-02-050 円坊下池 えんぼうしもいけ 奈良県 五條市  滝町162番1ため池滝町162番2堤 自然人 10 30 5.0 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-02-051 古池 ふるいけ 奈良県 五條市 島野町472-1 自然人 7.0 30 1.9 ○ 令和1年12月27日 ○207-02-052 髙嶋池 たかしまいけ 奈良県 五條市 島野町597番1（ため池）、597番2（堤） 自然人 不明 30 不明 ○ 令和1年12月27日207-02-053 新池 しんいけ 奈良県 五條市 島野町480-1 自然人 7.0 28 2.7 ○ 令和1年12月27日 ○207-02-055 円坊池 えんぼういけ 奈良県 五條市  滝町164番1ため池滝町164番2堤 自然人 8.0 24 17 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-02-056 玉木池 たまきいけ 奈良県 五條市 島野町835-1 自然人 3.8 22 2.0 ○ 令和1年12月27日207-02-057 森井池 もりいいけ 奈良県 五條市  島野町924番1ため池島野町924番2 提 自然人 2.0 10 不明 ○ 令和1年12月27日207-02-061 峠池 とうげいけ 奈良県 五條市  滝町1097番1ため池滝町1097番2堤 大字滝共有地 12 30 25 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-02-065 樋の口池 ひのくちいけ 奈良県 五條市 牧町1334番1ため池  牧町1334番2堤 自然人 12 65 64 ○ 令和1年12月27日 ○ ○207-02-066 奥の谷池 おくのたにいけ 奈良県 五條市  野原町1164番1ため池野原町1164-2堤 五條市野原町共有 8.0 105 45 ○ 令和1年12月27日 ○207-02-068 鯛崎池 たいざきいけ 奈良県 五條市  原町582番1池沼原町582番2堤 自然人 3.4 68 1.0 ○ 令和1年12月27日207-02-070 藤井池 ふじいいけ 奈良県 五條市  東阿田町405番ため池、東阿田町407番 堤、東阿田町408番2 自然人 3.0 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-02-072 ヒウラ池 ひうらいけ 奈良県 五條市 五條市島野町1072-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-02-076 鯛崎上池 たいざきかみいけ 奈良県 五條市  原町587番1ため池原町587番2堤 自然人 5.0 27 不明 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元207-02-084 宮池 みやいけ 奈良県 五條市 六倉町221番 自然人 10 15 不明 ○ 令和1年12月27日207-02-085 猿山池 さるやまいけ 奈良県 五條市  牧町1210-1(ため池)牧町1210-2（堤) 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-03-001 池谷池 いけたにいけ 奈良県 五條市 五條市火打町531-2 自然人 不明 不明 不明 ×207-03-003 下之池 しものいけ 奈良県 五條市  表野町527番1池沼  表野町527番4堤阪合部新田町483番1ため池　阪合部新田町483番2堤 自然人、財団法人阪合部自治会 3.7 23 1.8 ○ 令和1年12月27日207-03-004 中之池 なかのいけ 奈良県 五條市  表野町528番1池沼  表野町528番2堤阪合部新田町482番1ため池　阪合部新田町482番2堤　 自然人、財団法人阪合部自治会 3.5 19 0.5 ○ 令和1年12月27日207-03-006 新池 しんいけ 奈良県 五條市 五條市大野町547-1 自然人 6.0 42 7.7 ○ 令和2年12月10日207-03-008 玉矢の上池 たまやのうえいけ 奈良県 五條市 生子町235-2 自然人 2.5 18 0.2 ○ 令和1年12月27日207-03-009 倉の峰池 くらのみねいけ 奈良県 五條市  生子町271番1（池沼）生子町271番2（堤） 自然人 2.9 28 0.2 ○ 令和1年12月27日207-03-011 久保山池 くぼやまいけ 奈良県 五條市  阪合部新田町5番1（池沼）阪合部新田町5番2（堤） 財団法人阪合部自治会 10 3.3 2.4 ○ 令和1年12月27日 ○207-03-012 新池 しんいけ 奈良県 五條市 阪合部新田町4-１,4-2 財団法人阪合部自治会 8.0 34 1.9 ○ 令和1年12月27日207-03-014 柳谷下池 やなぎたにしもいけ 奈良県 五條市 阪合部新田町418-1、418-2 財団法人阪合部自治会 10 45 27 ○ 令和1年12月27日 ○207-03-015 柳谷上池 やなぎたにかみいけ 奈良県 五條市 阪合部新田町426番1 財団法人阪合部自治会 5.0 40 15 ○ 令和1年12月27日 ○207-03-016 釜の中池 かまのなかいけ 奈良県 五條市 生子町86-1 自然人 5.0 54 0.7 ○ 令和1年12月27日 ○207-03-025 上之池 かみのいけ 奈良県 五條市  表野町529番1池沼表野町529番2堤 自然人 8.0 34 2.5 ○ 令和1年12月27日207-03-028 三つ池（上） みついけ（うえ） 奈良県 五條市  霊安寺町1134番1ため池霊安寺町1134番3堤 霊安寺区 4.0 不明 6.5 ○ 令和1年12月27日207-03-029 三つ池(中) みついけなか 奈良県 五條市 五條市霊安寺町5-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-03-030 三つ池(下) みついけしも 奈良県 五條市 五條市霊安寺町4-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-05-004 アサ池 あさいけ 奈良県 五條市  近内町1213番1ため池近内町1213番2堤 五條市近内町共有 2.0 50 0.03 ○ 令和1年12月27日207-05-005 小池 こいけ 奈良県 五條市 近内町1352番ため池 櫻井寺 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-05-006 大池 おおいけ 奈良県 五條市  近内町1209番1ため池近内町1209番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-05-007 ひょうたん池 ひょうたんいけ 奈良県 五條市 居傳町31番1、31番2 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-05-011 かぐらしばの池 かぐらしばのいけ 奈良県 五條市  西河内町905-1(ため池)西河内町905-2(堤) 自然人 4.5 5.0 0.2 ○ 令和1年12月27日207-05-012 かぐらしばの池 かぐらしばのいけ 奈良県 五條市  西河内町899番1ため池西河内町899番2堤 自然人 4.5 5.0 0.2 ○ 令和1年12月27日207-05-013 かぐらしばの池 かぐらしばのいけ 奈良県 五條市  西河内町898番1ため池西河内町898番2堤 自然人 4.5 5.0 0.2 ○ 令和1年12月27日207-05-014 長池 ながいけ 奈良県 五條市  西河内町154-1(ため池)西河内町154-2(堤） 自然人 2.0 47 0.3 ○ 令和1年12月27日207-05-018 森本池 もりもといけ 奈良県 五條市 八田町146 自然人 3.0 40 0.7 ○ 令和1年12月27日207-05-021 刀谷池 かたなやいけ 奈良県 五條市 中之町262番1 自然人 1.6 38 1.1 ○ 令和1年12月27日207-05-022 小池 こいけ 奈良県 五條市 中之町95 官有地 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-05-023 木ノ原第3池 きのはらだいさんいけ 奈良県 五條市 木ノ原町843-1、843-2 大和ハウス工業株式会社 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-05-024 木ノ原第2池 きのはらだいにいけ 奈良県 五條市 木ノ原町832-1、832-2 大和ハウス工業株式会社 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-05-035 山田下池 やまだしもいけ 奈良県 五條市  霊安寺町604番1池沼霊安寺町604番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-05-036 惣谷下池 そうやしもいけ 奈良県 五條市 五條市野原町1061-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-05-044 木ノ尾池 きのおいけ 奈良県 五條市 出屋敷町186-4,186-32 五條市 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日 ○ ○207-05-045 第1調整池 だいいちちょうせいいけ 奈良県 五條市 近内町1104-19,出屋敷町145-16,162-5 五條市 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元207-05-049 小池 こいけ 奈良県 五條市 生子町126番1（ため池）、126番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-001 円満寺池 えんまんじいけ 奈良県 五條市 小和町198番1（ため池）、198番2（堤） 自然人 不明 30 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-002 増田池 ますだいけ 奈良県 五條市 小和町154番 自然人 不明 25 0.03 ○ 令和1年12月27日207-11-003 茶木原池 ちゃのきばらいけ 奈良県 五條市 小和町141番1（ため池）、141番2（堤） 自然人 1.2 15 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-004 茶の木原池 ちゃのきはらいけ 奈良県 五條市 小和町139番1（ため池）、139番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-010 蓮池 はすいけ 奈良県 五條市 久留野町1114番1（ため池）、1114番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-012 調整池 ちょうせいいけ 奈良県 五條市 住川町1434 五條市 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-11-016 櫻本池 さくらもといけ 奈良県 五條市 上之町103番1（ため池）、103番2（堤） 自然人 不明 不明 0.1 ○ 令和1年12月27日207-11-023 なが池 ながいけ 奈良県 五條市  西河内町850-1(ため池)西河内町850-2(堤) 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-032 かど池 かどいけ 奈良県 五條市   八田町88番八田町90番八田町91番 自然人、吉野銘木製造販売株式会社 1.0 53 0.5 ○ 令和1年12月27日207-11-035 大谷小池 おおたにこいけ 奈良県 五條市  中之町238番1ため池中之町238番堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-039 長池 ながいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1315-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-11-044 小池 こいけ 奈良県 五條市 今井町680-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-047 マンゴ池 まんごいけ 奈良県 五條市 小島町102 官有地 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-11-049 小池 こいけ 奈良県 五條市 小島町371番1（ため池）、371番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-066 蓮池 はすいけ 奈良県 五條市  牧町1247-1(ため池)牧町1247-2（堤) 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-067 玉木池 たまきいけ 奈良県 五條市  島野町926番1 池沼島野町926番2 提 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-084 牧Ⅱ団地3号沈砂池 まきにだんちさんごうちんしゃいけ 奈良県 五條市 五條市西吉野町百谷2097 五條市吉野土地改良区 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-11-093 小池 こいけ 奈良県 五條市 黒駒町231番1（ため池）、231番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-094 浦辻池 うらつじいけ 奈良県 五條市 五條市大野町226-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-11-095 馬場池 ばばいけ 奈良県 五條市 五條市大野町225 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-11-102 上窪池 うえくぼいけ 奈良県 五條市  霊安寺町1444番1ため池霊安寺町1444番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-116 釜中の池 かまなかのいけ 奈良県 五條市 生子町288番1（ため池）、288番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-117 辰巳池 たつみいけ 奈良県 五條市 西吉野町老野213番ため池 堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-132 本田池 ほんだいけ 奈良県 五條市 南阿田町48番地 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-135 ハス池 はすいけ 奈良県 五條市 五條市今井町1281-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-11-147 道場谷池 みちばたにいけ 奈良県 五條市 島野町598番1（ため池）、598番2（堤） 五條市島野町共有地 5.0 20 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-161 長田横池 ながたよこいけ 奈良県 五條市 黒駒町230番 自然人 1.0 15 0.03 ○ 令和1年12月27日207-11-169 中谷下池 なかたにしもいけ 奈良県 五條市 黒駒町698（田） 自然人 5.0 5.0 0.04 ○ 令和1年12月27日207-11-173 おし谷池 おしたにいけ 奈良県 五條市 五條市丹原町641-1,642-1 自然人 不明 不明 不明 ×207-11-176 幸田池 こうだいけ 奈良県 五條市  出屋敷町97番1ため池出屋敷町97番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-181 新池 しんいけ 奈良県 五條市 西吉野町滝444番1ため池 奈良県吉野郡西吉野村大字滝 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日 ○207-11-182 御池 おいけ 奈良県 五條市  西吉野町滝481番1ため池西吉野町滝481番5ため池 奈良県西吉野村大字滝、自然人 3.0 27 1.0 ○ 令和1年12月27日 ○207-11-195 新城池 しんじょういけ 奈良県 五條市 五條市今井町1389-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元207-11-196 西んど池 にもんどいけ 奈良県 五條市 岡町2575-1（ため池）、岡町2575-2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-197 ナカヤシキ池 なかやしきいけ 奈良県 五條市 小和町847番1（ため池）、847番2（堤） 自然人 3.0 10 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-198 小股池 こまたいけ 奈良県 五條市 小和町426番1（ため池）、426番2（堤） 自然人 不明 30 0.02 ○ 令和1年12月27日207-11-199 ガマのホ池 がまのほいけ 奈良県 五條市 小和町745番 自然人 1.0 40 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-200 長池 ながいけ 奈良県 五條市 久留野町1252番1（ため池）、1252番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-201 おかめ池 おかめいけ 奈良県 五條市  滝町259番1ため池滝町259番2堤 自然人 2.0 12 0.07 ○ 令和1年12月27日207-11-202 ひょうたん池 ひょうたんいけ 奈良県 五條市 丹原町339番 自然人 2.5 30 0.5 ○ 令和1年12月27日207-11-203 門前の池 もんまえのいけ 奈良県 五條市 近内町565の一部 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-204 5号調整池 ごごうちょうせいいけ 奈良県 五條市 なつみ台三丁目119 五條市 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-11-205 西本池 にしもといけ 奈良県 五條市 西阿田町1039番1ため池 堤 自然人 1.5 10 0.1 ○ 令和1年12月27日207-11-206 梅ケ谷下池 うめがたにしもいけ 奈良県 五條市  西久留野町424番1池沼西久留野町424番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-207 垣内池 かいといけ 奈良県 五條市 西久留野町547番1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-208 上垣内池 うえがいといけ 奈良県 五條市  滝町378番2ため池滝町378番3堤 自然人 5.0 10 0.07 ○ 令和1年12月27日207-11-209 木ノ原第1池 きのはらだいいちいけ 奈良県 五條市 木ノ原町764-1、764-2 大和ハウス工業株式会社 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-210 大澤第4池 おおさわだいよんいけ 奈良県 五條市 五條市大澤町170-1 大和ハウス工業株式会社 不明 不明 不明 ○ 令和2年12月10日207-11-211 古墳池 こふんいけ 奈良県 五條市 三在町1376番1（池沼）、1376番2（堤） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-212 小池 こいけ 奈良県 五條市 牧町745番1ため池  牧町745番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-213 小池 こいけ 奈良県 五條市 牧町898番1ため池  牧町898番2堤 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-214 蛇の久保の池 じゃのくぼのいけ 奈良県 五條市 西吉野町大日川234-1（山林） 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日207-11-215 中井池 なかいいけ 奈良県 五條市 野原町671-1(ため池)、671-2(堤) 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日445-01-010 前岡ノ池 まえおかのいけ 奈良県 五條市 五條市西吉野町奥谷1852 自然人 不明 不明 不明 ×445-02-003 正明池 しょうみょういけ 奈良県 五條市 西吉野町滝431-2(ため池) 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日445-02-004 空の池 そらのいけ 奈良県 五條市 五條市西吉野町老野246 自然人 不明 不明 不明 ×208-01-003 今城池 いまんじょういけ 奈良県 御所市 今城129-1 自然人 1.9 336 3.9 ○ 令和1年11月13日208-01-023 東松本中池 ひがしまつもとなかいけ 奈良県 御所市 櫛羅193 御所市東松本 3.2 82 5.5 ○ 令和1年10月31日 ○208-01-024 上田池 じょうでんいけ 奈良県 御所市 櫛羅148～151 自然人 2.3 58 1.8 ○ 令和1年11月23日208-01-031 木寅池 きとらいけ 奈良県 御所市 櫛羅1144 櫛羅一村共有地 3.8 150 4.4 ○ 令和1年10月31日 ○208-01-032 池田池 いけだいけ 奈良県 御所市 櫛羅2130 櫛羅一村共有地 5.0 36 4.6 ○ 令和1年11月23日208-01-033 大正池 たいしょういけ 奈良県 御所市 櫛羅1535-1 自然人 9.0 150 7.2 ○ 令和1年10月31日 ○208-01-034 新池 しんいけ 奈良県 御所市 櫛羅1628 櫛羅一村共有地 10 106 44 ○ 令和1年11月4日 ○208-01-038 楢原新池 ならばらしんいけ 奈良県 御所市 楢原2298、2299 新池井郷水利組合 3.6 131 55 ○ 令和1年11月20日208-01-040 はんば池 はんばいけ 奈良県 御所市 楢原2295 新池井郷水利組合 3.2 40 2.6 ○ 令和1年11月20日208-01-061 下中島池 したなかじまいけ 奈良県 御所市 大字楢原461番 自然人 3.5 55 5.5 ○ 令和1年11月26日 ○208-01-074 新堀添池 しんほりそえいけ 奈良県 御所市 楢原1488 南川井郷水利組合 5.5 43 4.3 ○ 令和1年11月14日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元208-01-075 堀添池 ほりそえいけ 奈良県 御所市 楢原1485 南川井郷水利組合 7.3 100 4.6 ○ 令和1年11月14日208-01-101 杉谷池 すぎたにいけ 奈良県 御所市 楢原1034、1035 南川井郷水利組合 7.0 42 5.6 ○ 令和1年11月14日208-01-079 カタヤマ池 かたやまいけ 奈良県 御所市 楢原990、1006 南川井郷水利組合 3.7 34 1.5 ○ 令和1年11月14日208-01-080 柏原池 かしはらいけ 奈良県 御所市 柏原585 柏原共有地 3.5 77 8.5 ○ 令和1年12月5日208-01-084 廻の柳池 まわりのやなぎいけ 奈良県 御所市 池之内679-1 池之内共有地 4.4 354 7.1 ○ 令和1年12月2日 ○208-01-093 ヤリタ池 やりたいけ 奈良県 御所市 池之内５４４ 池之内共有地 3.9 200 9.9 ○ 令和1年12月2日208-01-095 池田池 いけだいけ 奈良県 御所市 大字楢原591番 自然人 4.1 60 3.0 ○ 令和1年11月13日208-01-097 上池（下池） うわいけ（したいけ） 奈良県 御所市 楢原667 自然人 5.0 70 4.6 ○ 令和1年12月18日208-01-076 大師池 だいしいけ 奈良県 御所市 楢原925 南川井郷水利組合 4.0 65 0.9 ○ 令和1年10月25日 ○208-01-107 鴨谷池 かもだにいけ 奈良県 御所市 柏原1631 柏原共有地 4.4 210 11 ○ 令和1年11月10日 ○208-01-110 天海池 てんがいいけ 奈良県 御所市 池之内(小字天海)1182 池之内共有地 4.9 90 16 ○ 令和1年12月2日208-01-115 神城池 じんじょういけ 奈良県 御所市 森脇462 御所市 4.7 284 6.7 ○ 令和2年1月16日208-01-121 宮戸池 みやどいけ 奈良県 御所市 宮戸484 御所市 1.4 100 2.1 ○ 令和1年12月24日208-01-122 城池 しろいけ 奈良県 御所市 豊田406 吐田神社 1.8 24 0.4 ○ 令和1年12月23日208-01-123 中池 なかいけ 奈良県 御所市 豊田408 吐田神社 0.6 2.0 0.1 ○ 令和1年12月23日208-01-124 上池 かみいけ 奈良県 御所市 豊田424 吐田神社 1.0 8.0 0.5 ○ 令和1年12月23日208-01-131 高間池 たかまいけ 奈良県 御所市 冨田383-1 冨田共有地 5.0 55 6.1 ○ 令和1年12月23日208-01-132 大池 おおいけ 奈良県 御所市 富田(宮奥)230－1 冨田共有地 4.9 170 15 ○ 令和1年12月23日208-01-133 出走池 ではしりいけ 奈良県 御所市 池之内112 池之内共有地 6.3 83 17 ○ 令和1年12月2日 ○208-01-136 桜田（中）池 さくらだ（なか）いけ 奈良県 御所市 室133-1 室共有地 3.4 71 3.2 ○ 令和1年11月28日208-01-145 ウル神池 うるがみいけ 奈良県 御所市 池之内180 池之内共有地 5.0 51 4.2 ○ 令和1年11月28日208-01-148 條大池 じょうおおいけ 奈良県 御所市 條473 自然人 6.3 233 17 ○ 令和1年12月20日 ○208-01-150 室新池 むろしんいけ 奈良県 御所市 室1206 室共有地 6.5 65 12 ○ 令和1年11月28日 ○208-01-151 石橋池 いしばしいけ 奈良県 御所市 豊田31 吐田神社 2.8 24 2.5 ○ 令和1年12月23日208-01-185 田口池（上池） たぐちいけ（うわいけ） 奈良県 御所市 楢原666 自然人 5.0 40 3.0 ○ 令和1年12月11日208-02-016 園の池上池 そののいけかみいけ 奈良県 御所市 戸毛中井谷1306 自然人 3.0 29 0.5 ○ 令和1年12月23日208-02-047 持田池 もったいけ 奈良県 御所市 持田西持田18 自然人 3.5 80 1.1 ○ 令和1年12月27日208-02-095 江の窪池 えのくぼいけ 奈良県 御所市 伏見11 自然人 5.8 40 1.4 ○ 令和1年12月26日208-02-079 室池 むろいけ 奈良県 御所市 朝妻168番地 自然人 4.5 88 4.7 ○ 令和2年2月4日208-02-094 葛城池 かつらぎいけ 奈良県 御所市 朝妻301 自然人 6.3 40 6.6 ○ 令和2年1月23日208-02-125 村池 むらいけ 奈良県 御所市 奉膳658番地 自然人 3.2 29 0.8 ○ 令和1年12月23日208-02-127 釜中（下）池 かまなか（しも）いけ 奈良県 御所市 古瀬933 自然人 5.5 16 3.3 ○ 令和2年2月4日208-02-128 釜中（上）池 かまなか（かみ）いけ 奈良県 御所市 古瀬939 自然人 4.5 22 2.4 ○ 令和2年2月4日208-02-147 宮池 みやいけ 奈良県 御所市 鴨神1110番地 高鴨神社 5.0 22 7.5 ○ 令和1年11月25日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元208-02-160 大西池 おおにしいけ 奈良県 御所市 鴨神1698 自然人 2.7 87 1.3 ○ 令和1年10月7日208-02-168 スゲ原村池 すげはらむらいけ 奈良県 御所市 東佐味658 御所市東佐味区 2.8 23 0.5 ○ 令和1年11月25日208-02-184 大事古瀬池 だいじごせいけ 奈良県 御所市 東佐味495 御所市東佐味区 2.5 80 1.2 ○ 令和1年11月12日208-02-187 新池 しんいけ 奈良県 御所市 東佐味133 御所市東佐味区 1.4 53 0.5 ○ 令和1年11月16日208-02-188 古城池 こじょういけ 奈良県 御所市 東佐味91 自然人 2.4 40 0.3 ○ 令和2年1月21日208-02-219 ニョショウ谷池 にょしょうだにいけ 奈良県 御所市 重阪602番地 自然人 5.5 32 2.8 ○ 令和1年12月22日208-02-058 大池 おおいけ 奈良県 御所市 林７０ 自然人 6.6 38 10 ○ 令和2年1月15日208-02-069 原六池 げんろくいけ 奈良県 御所市 林４５２ 自然人 3.1 120 1.7 ○ 令和2年1月16日208-02-084 三又池 みつまたいけ 奈良県 御所市 （西）北窪67 自然人 2.6 74 1.0 ○ 令和1年11月25日208-02-100 狭間池 はざまいけ 奈良県 御所市 伏見425 自然人 5.0 43 2.3 ○ 令和1年12月26日208-01-090 上前柏池 かみまえがしいけ 奈良県 御所市 柏原1000番地 自然人 4.5 42 1.6 ○ 令和1年12月21日208-01-085 松井池 まついいけ 奈良県 御所市 柏原１１６０ 自然人 2.8 68 3.9 ○ 令和1年11月12日208-01-088 柏原小谷池 かしはらこたにいけ 奈良県 御所市 大字柏原９７９番地 自然人 2.7 67 3.3 ○ 令和1年12月25日208-01-066 立石池 たていしいけ 奈良県 御所市 楢原1657 自然人 3.0 41 0.9 ○ 令和1年11月8日208-01-099 みずあき（迎畑ため池） むかいばたけためいけ 奈良県 御所市 楢原749、1085 自然人 4.4 112 1.8 ○ 令和1年11月15日208-01-062 上中島池 うえなかじまいけ 奈良県 御所市 大字楢原４６３番 自然人 4.8 55 6.1 ○ 令和1年12月27日208-01-067 西村下池 にしむらしもいけ 奈良県 御所市 楢原1660 自然人 2.9 60 0.9 ○ 令和1年11月14日208-01-073 松本池 まつもといけ 奈良県 御所市 楢原1491 自然人 3.2 59 1.0 ○ 令和2年1月29日208-01-100 砂田池（片山池） すなだいけ（かたやまいけ） 奈良県 御所市 楢原９５６－２ 自然人 6.2 58 12 ○ 令和1年12月18日208-02-090 竹鼻池 たけのはないけ 奈良県 御所市 朝妻210 自然人 3.2 65 1.2 ○ 令和2年1月23日208-02-093 新池 しんいけ 奈良県 御所市 北窪100 自然人 5.2 77 5.4 ○ 令和2年1月21日208-02-088 キトラ池 きとらいけ 奈良県 御所市 僧堂45番地 自然人 2.4 84 1.6 ○ 令和2年2月4日208-02-060 桐無池 きりなしいけ 奈良県 御所市 西北窪5 自然人 2.6 78 1.1 ○ 令和1年12月26日208-02-085 山鍋池 やまなべいけ 奈良県 御所市 西北窪294番地 自然人 3.5 15 1.1 ○ 令和1年11月25日208-02-198 片岸池 かたぎしいけ 奈良県 御所市 西佐味767 自然人 9.0 72 6.0 ○ 令和2年1月20日208-02-202 水野新池 みずのしんいけ 奈良県 御所市 西佐味（郷ノ田）９４４ 自然人 3.6 42 2.4 ○ 令和1年12月25日208-01-120 キトラ池 きとらいけ 奈良県 御所市 室２７２ 室共有地 4.1 180 7.5 ○ 令和1年11月28日208-01-162 名柄池 ながらいけ 奈良県 御所市 室1071-1 自然人 4.9 15 3.4 ○ 令和1年11月28日208-01-002 今城新池 いまんじょうしんいけ 奈良県 御所市 今城7 柳原　共有地 1.0 25 1.4 ○ 令和1年11月13日208-01-128 西谷池 にしたにいけ 奈良県 御所市 今住438(小字西ノ谷416) 自然人 2.4 17 1.0 ○ 令和1年12月4日208-01-138 野口池 のぐちいけ 奈良県 御所市 今住３５２ 自然人 3.8 39 1.3 ○ 令和1年12月23日208-02-013 コニチ池 こにちいけ 奈良県 御所市 戸毛１３４８ 自然人 3.5 53 1.2 ○ 令和1年12月23日208-02-001 新池 しんいけ 奈良県 御所市 戸毛63 自然人 2.8 146 4.3 ○ 令和1年12月25日 ○208-02-002 大乗池 だいじょういけ 奈良県 御所市 戸毛12 自然人 6.4 26 8.3 ○ 令和1年12月25日 ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元208-02-026 大池 おおいけ 奈良県 御所市 古瀬131 自然人 8.2 36 14 ○ 令和1年11月25日 ○208-02-101 新池 しんいけ 奈良県 御所市 古瀬289 自然人 3.9 70 2.0 ○ 令和1年11月25日 ○208-01-037 大月池 おおつきいけ 奈良県 御所市 玉手２６８－３他 玉手区 2.8 408 12 ○ 令和1年11月28日208-01-036 新池 しんいけ 奈良県 御所市 玉手１６６－６他 自然人 1.8 315 2.9 ○ 令和1年11月28日 ○208-02-154 前ノ下池 まえのしたいけ 奈良県 御所市 鴨神890 自然人 2.2 112 1.3 ○ 令和1年11月16日208-02-149 別所池 べっしょいけ 奈良県 御所市 鴨神1349 鴨神上共有地 5.7 36 16 ○ 令和1年11月25日208-02-151 フスマ池 ふすまいけ 奈良県 御所市 鴨神上馬田９９４ 自然人 4.3 52 0.8 ○ 令和1年12月19日208-02-158 新池 しんいけ 奈良県 御所市 鴨神1634-1 自然人 4.4 75 3.1 ○ 令和1年12月25日208-02-169 鴨神下新池 かもがみしもしんいけ 奈良県 御所市 鴨神（下中羽子）703 自然人 1.9 67 0.5 ○ 令和1年12月23日208-02-171 マエ池 まえいけ 奈良県 御所市 鴨神759 自然人 3.4 47 1.1 ○ 令和1年12月20日208-01-169 込田池 ごみだいけ 奈良県 御所市 御所市（稲宿小字ゴミダ83）戸毛337 自然人 2.4 41 1.7 ○ 令和1年12月20日208-01-001 井戸田池 いどたいけ 奈良県 御所市 出屋敷60 自然人 0.5 20 0.1 ○ 令和2年1月21日208-01-008 おおだぶ池 おおだぶいけ 奈良県 御所市 大字北十三274番地 自然人 0.5 11 0.5 ○ 令和1年12月20日208-01-010 矢倉池 やぐらいけ 奈良県 御所市 北十三139 北十三共有地 0.4 87 0.3 ○ 令和1年12月26日208-01-016 新池 しんいけ 奈良県 御所市 北十三12 北十三共有地 0.4 90 0.1 ○ 令和1年12月26日208-01-064 大西池 おおにしいけ 奈良県 御所市 楢原1656 自然人 1.8 39 0.3 ○ 令和1年12月19日208-01-104 竹谷池 たけたにいけ 奈良県 御所市 森脇645 自然人 4.2 23 0.6 ○ 令和2年2月19日208-01-126 一丁田池 いっちょだいけ 奈良県 御所市 豊田24 吐田神社 2.2 10 0.3 ○ 令和1年12月23日208-02-042 千部池 せんぶいけ 奈良県 御所市 南郷209 自然人 1.8 28 0.3 ○ 令和2年1月6日208-02-043 不明 ふめい 奈良県 御所市 井戸753 自然人 3.2 18 0.4 ○ 令和1年12月23日208-02-046 新池 しんいけ 奈良県 御所市 極楽寺293 自然人 2.2 44 0.2 ○ 令和1年12月26日208-02-053 極楽寺池 ごくらくじいけ 奈良県 御所市 極楽寺103 自然人 7.9 43 2.6 ○ 令和1年12月26日208-02-055 治平池 じへいいけ 奈良県 御所市 西北窪67番 自然人 6.8 40 1.8 ○ 令和2年1月9日208-02-056 門の池 かどのいけ 奈良県 御所市 西北窪41 自然人 3.4 41 0.5 ○ 令和1年11月10日208-02-057 円池 まるいけ 奈良県 御所市 南郷1344 自然人 1.2 40 0.1 ○ 令和1年12月23日208-02-065 三宅池 みやけいけ 奈良県 御所市 大字北窪久字三宅130 自然人 3.2 49 0.2 ○ 令和1年12月26日208-02-072 新池 しんいけ 奈良県 御所市 五百家（西岡）69 自然人 2.4 64 0.6 ○ 令和1年12月20日208-02-073 前池 まえいけ 奈良県 御所市 五百家（前田）151 自然人 2.0 28 0.4 ○ 令和1年12月24日208-02-075 神谷池 かみたにいけ 奈良県 御所市 五百家136番地 自然人 2.3 37 0.5 ○ 令和2年2月4日208-02-076 森本池 もりもといけ 奈良県 御所市 朝妻183 自然人 1.8 32 0.1 ○ 令和2年2月5日208-02-082 猪の本池 いのもといけ 奈良県 御所市 北窪77 自然人 3.5 28 0.3 ○ 令和2年1月22日208-02-089 江ノ窪池 えのくぼいけ 奈良県 御所市 朝妻338 自然人 2.3 46 0.2 ○ 令和1年12月26日208-02-097 フチ池 ふちいけ 奈良県 御所市 伏見858 自然人 1.2 33 0.2 ○ 令和1年10月11日208-02-143 幸田池 こうだいけ 奈良県 御所市 鴨神（下堂ノ前）854 自然人 2.5 49 0.5 ○ 令和1年12月20日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元208-02-144 コモ池 こもいけ 奈良県 御所市 鴨神（下堂ノ前）918 自然人 1.3 19 0.2 ○ 令和1年12月23日208-02-148 神嘉池 じんかいけ 奈良県 御所市 鴨神（下宮谷）1142 自然人 0.8 37 0.8 ○ 令和1年12月19日208-02-153 センザイ池 せんざいいけ 奈良県 御所市 鴨神（上中垣内）1464 自然人 2.4 55 0.8 ○ 令和1年12月19日208-02-155 水落北池 みずおちきたいけ 奈良県 御所市 鴨神1499 自然人 1.3 31 0.1 ○ 令和1年12月25日208-02-165 伊勢講池 いせこういけ 奈良県 御所市 東佐味678 自然人 2.0 44 0.2 ○ 令和1年12月20日208-02-172 米田池 こめだいけ 奈良県 御所市 鴨神756 自然人 2.8 63 0.5 ○ 令和2年2月12日208-02-190 荒張の池 あらはりのいけ 奈良県 御所市 西佐味341-2 自然人 2.2 29 0.4 ○ 令和1年12月20日208-02-191 上ノ城池 かみのじょういけ 奈良県 御所市 西佐味1200 自然人 4.2 49 0.7 ○ 令和1年12月22日208-02-192 さか池 さかいけ 奈良県 御所市 西佐味611 自然人 2.8 44 0.5 ○ 令和1年11月4日208-02-193 新池 しんいけ 奈良県 御所市 西佐味631 自然人 2.4 49 0.7 ○ 令和1年11月6日208-02-194 かんぴょう池 かんぴょういけ 奈良県 御所市 西佐味468番 自然人 1.8 65 0.2 ○ 令和1年11月10日208-02-201 高トバ池 たかとばいけ 奈良県 御所市 西佐味717 自然人 3.9 27 0.5 ○ 令和1年12月22日208-02-206 西ノ上池 にしのかみいけ 奈良県 御所市 西佐味903 自然人 3.4 52 0.3 ○ 令和2年9月23日208-02-217 ヒラタ（上）池 ひらたいけ 奈良県 御所市 重阪（ヒラタ85）432 自然人 1.4 20 0.1 ○ 令和1年12月24日208-02-220 上の池 かみのいけ 奈良県 御所市 僧堂56番地 自然人 2.0 12 0.1 ○ 令和2年2月4日208-02-222 墓ノ谷池 はかのたにいけ 奈良県 御所市 重阪1024 自然人 2.5 13 0.2 ○ 令和2年2月13日208-02-078 江ノ窪池 えのくぼいけ 奈良県 御所市 朝妻401 自然人 5.8 40 1.4 ○ 令和2年2月5日208-01-035 大池 おおいけ 奈良県 御所市 玉手628番地 自然人 1.4 67 0.4 ○ 令和1年12月20日208-01-050 長池 ながいけ 奈良県 御所市 玉手553 自然人 1.0 67 0.1 ○ 令和1年12月19日208-01-106 前田池（小坂池） （まえだいけ）こさかいけ 奈良県 御所市 原谷21番 自然人 2.1 37 0.2 ○ 令和1年12月23日208-01-109 門池 かどいけ 奈良県 御所市 原谷(小字室口)78 自然人 4.2 34 1.2 ○ 令和1年12月20日208-01-129 上谷池 かみたにいけ 奈良県 御所市 今住上谷371 自然人 2.4 24 0.3 ○ 令和1年12月4日208-01-159 下村池 しもむらいけ 奈良県 御所市 條423 自然人 1.8 15 0.3 ○ 令和1年12月24日208-01-019 新堀池 しんぼりいけ 奈良県 御所市 櫛羅248-1、251-1、252-1 自然人 3.0 152 3.7 ○ 令和1年11月9日 ○208-02-025 小池 こいけ 奈良県 御所市 古瀬127 自然人 2.0 38 0.2 ○ 令和1年11月25日 ○208-01-006 カマダ池 かまだいけ 奈良県 御所市 小林112 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月23日208-01-011 東辻池 ひがしつじいけ 奈良県 御所市 東辻9-1 東辻共有地 2.2 95 4.2 ○ 令和1年11月5日208-01-015 ナグサワ池 なぐさわいけ 奈良県 御所市 小林754 自然人 5.3 36 8.6 ○ 令和1年12月23日208-01-026 日置上池 ひおきかみいけ 奈良県 御所市 櫛羅607 櫛羅一村共有地 3.5 152 3.3 ○ 令和1年11月9日208-01-028 上田上池 じょうでんかみいけ 奈良県 御所市 櫛羅2357 櫛羅一村共有地 3.0 55 1.9 ○ 令和1年11月23日208-01-030 中田池 なかたいけ 奈良県 御所市 櫛羅1145-2 自然人 2.0 29 0.4 ○ 令和1年10月31日208-01-041 無名池 むめいいけ 奈良県 御所市 楢原2076 自然人 不明 23 0.5 ○ 令和2年1月6日208-01-042 南側池 みながわいけ 奈良県 御所市 櫛羅1692 櫛羅一村共有地 2.3 54 0.6 ○ 令和1年10月31日208-01-049 天満坂池 てんまざかいけ 奈良県 御所市 玉手581(天満坂508） 自然人 6.9 15 0.7 ○ 令和1年12月22日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元208-01-054 東垣内池 ひがしがいしいけ 奈良県 御所市 玉手641 自然人 2.0 10 0.2 ○ 令和1年12月25日208-01-056 サル池 さるいけ 奈良県 御所市 玉手536 自然人 2.0 18 0.1 ○ 令和1年12月22日208-01-058 ヒョウタン池 ひょうたんいけ 奈良県 御所市 玉手523 自然人 2.5 28 0.2 ○ 令和1年12月23日208-01-070 瓜阪池 うりさかいけ 奈良県 御所市 楢原（小字西室）1489 自然人 2.0 63 0.3 ○ 令和1年11月19日208-01-096 八幡池 はちまんいけ 奈良県 御所市 楢原577-1 自然人 3.0 80 3.3 ○ 令和1年12月18日208-01-146 山田池 やまだいけ 奈良県 御所市 條（小字スルガ谷）313 自然人 1.1 20 0.007 ○ 令和1年12月23日208-01-161 吉野谷池 よしのたにいけ 奈良県 御所市 大字室807,808,829,830番地 自然人 3.0 25 0.5 ○ 令和1年11月18日208-01-166 当谷池 とうだにいけ 奈良県 御所市 戸毛当谷795 自然人 10 1.0 3.4 ○ 令和1年12月22日208-01-175 永長池 えいながいけ 奈良県 御所市 稲宿（字北谷）228 自然人 1.0 16 不明 ○ 令和1年12月23日208-02-010 米田池 こめだいけ 奈良県 御所市 戸毛（上見1388）1360 自然人 1.9 40 0.2 ○ 令和1年11月12日208-02-011 上見上池 あげみかみいけ 奈良県 御所市 戸毛（上見）1362 自然人 1.4 18 0.1 ○ 令和1年11月12日208-02-015 辻池 つじいけ 奈良県 御所市 戸毛中井谷1304 自然人 2.0 24 0.2 ○ 令和1年12月23日208-02-033 村池（栗阪区ため池） むらいけ 奈良県 御所市 栗阪292 栗阪区 不明 不明 不明 ○ 令和2年1月24日208-02-037 沖田池 おきたいけ 奈良県 御所市 佐田203 自然人 1.1 20 0.02 ○ 令和2年1月26日208-02-038 北村池 きたむらいけ 奈良県 御所市 佐田202 自然人 1.2 20 0.04 ○ 令和2年1月24日208-02-045 谷河池 たにかわいけ 奈良県 御所市 極楽寺295 自然人 2.4 22 0.5 ○ 令和1年12月26日208-02-049 不明 ふめい 奈良県 御所市 大字鳥井戸252 自然人 2.2 65 1.0 ○ 令和1年10月25日208-02-052 釜池 かまいけ 奈良県 御所市 南郷（松山1704）1074 南郷共有地 2.3 70 1.1 ○ 令和1年12月23日208-02-054 天満池 てんまいけ 奈良県 御所市 西北窪320 自然人 6.2 22 7.8 ○ 令和1年11月5日208-02-066 明瓦池 あけかわらいけ 奈良県 御所市 林（明瓦）255 自然人 1.8 22 0.1 ○ 令和1年12月23日208-02-074 小池 こいけ 奈良県 御所市 五百家141 自然人 1.0 19 不明 ○ 令和2年1月22日208-02-077 片吹下池 かたぶきしもいけ 奈良県 御所市 林404番地 自然人 1.7 40 0.2 ○ 令和1年12月22日208-02-080 ラス垣内池 らすがいといけ 奈良県 御所市 朝妻47 自然人 2.0 23 0.1 ○ 令和2年1月23日208-02-083 中井池 なかいいけ 奈良県 御所市 大字西北窪（久字道ヌケ）68番 自然人 0.9 13 不明 ○ 令和1年11月25日208-02-091 米田池 こめだいけ 奈良県 御所市 北窪（孫）88 自然人 3.0 28 0.7 ○ 令和2年1月26日208-02-092 フケノ上池 ふけのかみいけ 奈良県 御所市 北窪89 自然人 2.9 28 0.6 ○ 令和2年1月21日208-02-159 猪阪田池 いさかだいけ 奈良県 御所市 鴨神1690 自然人 1.6 25 0.1 ○ 令和1年12月25日208-02-161 山神池 やまがみいけ 奈良県 御所市 鴨神1756 自然人 1.6 25 0.2 ○ 令和2年1月23日208-02-170 友池 ともいけ 奈良県 御所市 鴨神(下和所760)849 自然人 1.5 25 0.1 ○ 令和1年12月23日208-02-175 坊の峯池 ぼうのみねいけ 奈良県 御所市 東佐味628-1 自然人 2.4 24 不明 ○ 令和1年11月19日208-02-176 坊垣内上池 ぼうがいとかみいけ 奈良県 御所市 東佐味552-2　現況空地 自然人 3.4 28 0.3 ○ 令和1年11月12日208-02-180 坊垣内下池 ぼうがいとしもいけ 奈良県 御所市 東佐味553　現況空池 自然人 1.8 25 0.2 ○ 令和1年11月12日208-02-186 中垣内池 なかがいといけ 奈良県 御所市 東佐味490 自然人 1.0 5.0 不明 ○ 令和1年11月14日208-02-195 長池 ながいけ 奈良県 御所市 西佐味654 自然人 1.2 38 0.04 ○ 令和1年11月12日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元208-02-197 谷井池 たにいいけ 奈良県 御所市 西佐味770 自然人 3.5 38 0.7 ○ 令和2年1月23日208-02-200 西ノ垣内池 にしのがいといけ 奈良県 御所市 西佐味（西ノ垣内）711（と713） 自然人 3.0 36 0.4 ○ 令和1年12月22日208-02-203 森さんの下の池 もりさんのしたのいけ 奈良県 御所市 西佐味919 自然人 1.8 26 0.2 ○ 令和1年12月2日208-02-204 新池 しんいけ 奈良県 御所市 西佐味918-2 自然人 2.5 40 0.4 ○ 令和1年12月25日208-02-218 アブラカイト池 あぶらかいといけ 奈良県 御所市 重阪609番地 自然人 2.2 20 0.2 ○ 令和1年12月24日208-02-223 中室院池 なかむろいんいけ 奈良県 御所市 伏見458 自然人 2.0 12 0.036 ○ 令和1年12月26日208-02-224 南垣内池 みなみがいといけ 奈良県 御所市 東佐味447-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年11月12日208-02-225 不明 ふめい 奈良県 御所市 鴨神760 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月25日208-02-226 隠居池 いんきょいけ 奈良県 御所市 鴨神1648 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月25日208-02-227 中池 なかいけ 奈良県 御所市 鴨神1640-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月25日208-02-228 不沢池 ふざわいけ 奈良県 御所市 櫛羅2343 櫛羅共有地 不明 不明 不明 ○ 令和1年11月10日208-02-229 一丁度の池 いっちょうどのいけ 奈良県 御所市 楢原1997 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年10月25日208-02-230 二子池 ふたごいけ 奈良県 御所市 西佐味竹ヶ花301～1番地 自然人 2.5 53 不明 ○ 令和1年10月8日208-02-231 ふたご池（南側） ふたごいけ 奈良県 御所市 西佐味302-2 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年11月4日208-02-232 不明 ふめい 奈良県 御所市 林435 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年10月28日208-02-233 不明 ふめい 奈良県 御所市 楢原1799 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年11月1日208-02-035 下茶屋ため池 しものちゃやためいけ 奈良県 御所市 南郷297 下茶屋自治会 1.7 42 0.8 ○ 令和2年3月8日208-02-036 丸山池 まるやまいけ 奈良県 御所市 西持田153 自然人 1.5 34 0.1 ○ 令和2年2月15日208-02-039 井柄下池 いがらしもいけ 奈良県 御所市 南郷194-1 自然人 1.0 18 不明 ○ 令和2年1月29日208-02-067 マス池 ますいけ 奈良県 御所市 林368番 自然人 1.7 42 0.2 ○ 令和2年2月10日208-02-068 長池 ながいけ 奈良県 御所市 林369番 自然人 0.7 41 不明 ○ 令和2年2月10日208-02-071 土井池 どいいけ 奈良県 御所市 五百家61 自然人 2.0 45 0.3 ○ 令和2年2月4日208-02-098 林添池 りんぞえいけ 奈良県 御所市 伏見528 自然人 2.1 29 0.2 ○ 令和2年3月13日208-02-122 大日池 だいにちいけ 奈良県 御所市 古瀬871 自然人 3.5 25 1.8 ○ 令和1年12月22日208-02-129 唐笠池 とうさかいけ 奈良県 御所市 古瀬1186-2 自然人 1.6 15 0.2 ○ 令和2年2月4日208-02-130 柏尾池 かしおいけ 奈良県 御所市 古瀬979 自然人 1.3 18 0.1 ○ 令和1年12月26日208-02-131 じょうぶ池 じょうぶいけ 奈良県 御所市 古瀬1183-2 自然人 2.5 31 0.8 ○ 令和2年2月4日208-02-135 寺池 てらいけ 奈良県 御所市 五百家484 船宿寺 3.5 10 不明 ○ 令和2年2月5日208-02-138 伊一郎池 いいちろういけ 奈良県 御所市 鴨神1175 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月24日208-02-139 中池 なかいけ 奈良県 御所市 鴨神1216番地 自然人 2.4 24 0.8 ○ 令和1年12月25日208-02-141 小池 こいけ 奈良県 御所市 鴨神1229 自然人 1.5 16 0.033 ○ 令和2年2月10日208-02-142 ゲジバナ池 げじばないけ 奈良県 御所市 鴨神1208 自然人 2.0 30 0.2 ○ 令和1年12月26日208-02-152 地蔵寺池 じぞうじいけ 奈良県 御所市 鴨神1468 自然人 2.7 52 0.7 ○ 令和2年1月28日208-02-177 春日池 かすがいけ 奈良県 御所市 東佐味604 自然人 0.8 25 不明 ○ 令和2年1月29日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元208-02-183 屋敷内池 やしきないいけ 奈良県 御所市 東佐味527 自然人 0.5 10 不明 ○ 令和2年2月6日208-02-189 井ノ本池 いのもといけ 奈良県 御所市 西佐味(井ノ本349-1)354-1 自然人 1.8 39 0.1 ○ 令和2年3月19日208-02-199 和田池 わだいけ 奈良県 御所市 西佐味740 自然人 3.0 47 0.4 ○ 令和2年2月12日208-02-215 アベ谷中池 あべたになかいけ 奈良県 御所市 重阪187 自然人 1.7 22 0.1 ○ 令和2年2月13日208-02-216 アベ谷上池 あべたにかみいけ 奈良県 御所市 重阪188 自然人 2.0 22 0.3 ○ 令和2年2月13日208-02-234 無名池 むめいいけ 奈良県 御所市 櫛羅1732 自然人 3.0 29 0.1 ○ 令和2年1月26日208-02-235 無名池 むめいいけ 奈良県 御所市 僧堂88番地 自然人 不明 23 0.1 ○ 令和2年2月4日208-02-236 無名池 むめいいけ 奈良県 御所市 僧堂48 自然人 0.5 28 0.1 ○ 令和2年2月5日208-02-237 無名池 むめいいけ 奈良県 御所市 僧堂132番地 自然人 0.5 33 0.1 ○ 令和2年2月4日208-02-238 無名池 むめいいけ 奈良県 御所市 僧堂144番地 自然人 3.2 76 1.4 ○ 令和2年2月4日208-02-110 堤池 つつみいけ 奈良県 御所市 樋野384 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年10月7日208-02-239 ウル神ため池 うるがみためいけ 奈良県 御所市 條340 自然人 3.0 15 0.2 ○ 令和2年3月27日208-01-007 柿湧池 かきわきいけ 奈良県 御所市 北十三小字柿湧365 自然人 1.0 不明 0.1 ×208-01-033 大正池 たいしょういけ 奈良県 御所市 櫛羅1535-1 自然人 9.0 不明 7.2 ×208-01-040 はんば池 はんばいけ 奈良県 御所市 楢原2295 新池伊郷水利組合 3.2 不明 2.6 ×208-01-053 イヤガ谷池 いやがたにいけ 奈良県 御所市 玉手小字東垣内637 不明 2.0 不明 0.1 ×208-01-055 上ノ寺池 かみのてらいけ 奈良県 御所市 玉手小字上ノ寺581 不明 1.3 不明 0.1 ×208-01-060 山谷池 やまたにいけ 奈良県 御所市 玉手小字天満坂523 不明 2.2 不明 0.1 ×208-01-095 池田池 いけだいけ 奈良県 御所市 楢原591 自然人 4.1 不明 3.0 ×208-01-098 向畑池 むかいはたけいけ 奈良県 御所市 楢原小字南浦749 自然人 1.4 不明 0.2 ×208-01-105 尾崎池 おざきいけ 奈良県 御所市 森脇小字竹谷 不明 2.2 不明 0.6 ×208-01-112 花戸池 はなといけ 奈良県 御所市 冨田花戸535 自然人 1.2 不明 0.1 ×208-01-116 室口下池 むろぐちしもいけ 奈良県 御所市 原谷 自然人 1.0 不明 0.1 ×208-01-127 杉ノ本池 すぎのもといけ 奈良県 御所市 今住小字杉ノ本404 自然人 1.4 不明 0.1 ×208-01-141 城山池 しろやまいけ 奈良県 御所市 戸毛シロヤマ 不明 2.2 不明 0.3 ×208-01-147 永原池 ながはらいけ 奈良県 御所市 條小字スルガ谷 不明 1.1 不明 0.1 ×208-01-153 大西池 おおにしいけ 奈良県 御所市 戸毛小字大西 不明 3.2 不明 0.4 ×208-01-157 後の山池 うしろやまいけ 奈良県 御所市 條小字ウシロヤマ 不明 2.0 不明 0.3 ×208-01-158 米田池 こめだいけ 奈良県 御所市 條小字スルガ谷 不明 1.8 不明 0.1 ×208-01-160 永原池 ながはらいけ 奈良県 御所市 條小字スルガ谷 不明 1.5 不明 0.2 ×208-01-164 谷池 たにいけ 奈良県 御所市 戸毛当谷776 不明 1.7 不明 0.1 ×208-01-171 神塚池 かみづかいけ 奈良県 御所市 戸毛小字カミツカ1504 不明 1.6 不明 0.2 ×208-01-174 大ケ谷池 おおがたにいけ 奈良県 御所市 稲宿小字オガタニ 不明 1.5 不明 0.1 ×208-01-176 野竹池 のだけいけ 奈良県 御所市 稲宿小字ノダケ 不明 2.5 不明 0.4 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元208-01-181 吉丁田池 きっちょうだいけ 奈良県 御所市 稲宿小字吉丁田514-1 不明 1.5 不明 0.1 ×208-01-183 椋谷池 むくだにいけ 奈良県 御所市 稲宿小字ムクダニ479 不明 1.6 不明 0.1 ×208-02-004 塔の奥池 とんのおくいけ 奈良県 御所市 稲宿塔の奥1024 不明 1.5 不明 0.1 ×208-02-005 岩蔵池 いわくらいけ 奈良県 御所市 稲宿イワクラ866 不明 1.8 不明 0.1 ×208-02-006 宮奥池 みやおくいけ 奈良県 御所市 稲宿宮ノ奥1029,1030 不明 1.3 不明 0.1 ×208-02-007 井上池 いのうえいけ 奈良県 御所市 稲宿1025 自然人 1.2 不明 0.1 ×208-02-008 五反田池 ごたんだいけ 奈良県 御所市 稲宿五反田1012 自然人 1.6 不明 0.1 ×208-02-009 稲宿大池 いなやどおおいけ 奈良県 御所市 稲宿高塚738 不明 7.1 不明 9.4 ×208-02-017 中井谷池 なかいだにいけ 奈良県 御所市 戸毛中井谷1337 不明 3.8 不明 1.1 ×208-02-021 榎木谷池 えのきだにいけ 奈良県 御所市 戸毛榎木谷1115 自然人 3.7 不明 0.5 ×208-02-051 南郷新池 なんごうしんいけ 奈良県 御所市 南郷ヌカタ1040 自然人 3.2 不明 0.9 ×208-02-059 安川池 やすかわいけ 奈良県 御所市 西北窪17 自然人 2.5 不明 0.8 ×208-02-063 極楽寺池 ごくらくじいけ 奈良県 御所市 極楽寺 不明 1.8 不明 0.6 ×208-02-064 中池 なかいけ 奈良県 御所市 北窪久之門115 自然人 1.5 不明 0.5 ×208-02-102 すりばち池 すりばちいけ 奈良県 御所市 古瀬宮ノ谷322 自然人 2.0 不明 0.5 ×208-02-104 長池 ながいけ 奈良県 御所市 古瀬宮ノ谷 不明 3.6 不明 0.3 ×208-02-105 菊井上池 きくいかみいけ 奈良県 御所市 樋野三ノ谷259 不明 0.9 不明 0.1 ×208-02-109 堤池 つつみいけ 奈良県 御所市 樋野384 不明 7.2 不明 8.0 ×208-02-121 谷山池 たにやまいけ 奈良県 御所市 朝町谷山58 不明 1.8 不明 0.1 ×208-02-123 針谷奥の池 はりたにおくのいけ 奈良県 御所市 奉膳針谷670-1 自然人 3.1 不明 0.1 ×208-02-124 崩谷池 くえだにいけ 奈良県 御所市 奉膳崩谷720 自然人 3.2 不明 0.1 ×208-02-140 鴨上神池 かもがみかみいけ 奈良県 御所市 鴨神下トノハラ1219 不明 3.4 不明 2.5 ×208-02-150 常一池 つねいちいけ 奈良県 御所市 鴨神下ハリウヂ957 自然人 1.8 不明 0.3 ×208-02-156 小池 こいけ 奈良県 御所市 鴨神上1594 自然人 1.8 不明 0.1 ×208-02-157 福田池 ふくだいけ 奈良県 御所市 鴨神上黒原1615 自然人 3.0 不明 1.0 ×208-02-162 山の神池 やまのかみいけ 奈良県 御所市 鴨神新ぜやしき1823 不明 3.8 不明 1.5 ×208-02-164 坊坂上池 ぼうさかみいけ 奈良県 御所市 東佐味坊坂633 自然人 1.6 不明 0.1 ×208-02-166 坊坂下池 ぼうさかしもいけ 奈良県 御所市 東佐味坊坂634-2 不明 3.1 不明 0.7 ×208-02-167 山本定長池 やまもとさだながいけ 奈良県 御所市 東佐味入道639 不明 2.0 不明 0.1 ×208-02-171 マエ池 まえいけ 奈良県 御所市 鴨神759 自然人 3.4 不明 1.1 ×208-02-173 ウラ池 うらいけ 奈良県 御所市 西佐味谷后565 自然人 3.5 不明 0.5 ×208-02-208 城矢池 しろやいけ 奈良県 御所市 西佐味西町1016 自然人 2.1 不明 0.3 ×208-02-209 西増池 にしぞういけ 奈良県 御所市 西佐味西ノ上1847 自然人 3.9 不明 1.1 ×208-02-210 水本の池 みずもとのいけ 奈良県 御所市 西佐味垣内982-2 自然人 3.1 不明 0.6 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元208-02-211 城天池 じょうてんいけ 奈良県 御所市 西佐味西垣内980 自然人 6.9 不明 1.0 ×209-01-019 林　池 はやしいけ 奈良県 生駒市 高山町１１６２－１・２ 農林水産省 1 18 0.02 －209-01-061 古田池 ふるたいけ 奈良県 生駒市 高山町４２７－１・２ 自然人 1 17 0.04 ×209-01-074 春　池 はるいけ 奈良県 生駒市 高山町１５３４－１・２ 自然人 1 11 0.02 ×209-01-075 利　池 としいけ 奈良県 生駒市 高山町１５２９－１・２ 自然人 2.2 16 0.10 ×209-02-014 奥川池 おくがわいけ 奈良県 生駒市 高山町１６６２－１ 自然人 2.1 18 0.2 ×209-02-025 成尾中谷池 なりおなかたにいけ 奈良県 生駒市 高山町１７２３－１・２ 自然人 1.2 18 0.10 ×209-02-030 芳太池 よしたいけ 奈良県 生駒市 高山町１６３８－１・２ 自然人 2 15 0.09 ×209-02-033 忠　池 ただいけ 奈良県 生駒市 高山町１７３６－１・２ 自然人 2.2 22 0.08 ×209-02-044 上影池 かみかげいけ 奈良県 生駒市 高山町１８３５－１・２ 自然人 1.2 20 0.07 ×209-02-046 青　池 あおいけ 奈良県 生駒市 高山町１８３１－１・２ 自然人 1 11 0.02 ×209-02-054 庄造大池 しょうぞうおおいけ 奈良県 生駒市 高山町２２３３－１・２ 自然人 3.7 31 0.4 ×209-04-001 高山溜池 たかやまためいけ 奈良県 生駒市 高山町　１　　　　　外 奈良県 23 139 580 － ○ ○ ○209-04-006 下一池 しもいちいけ 奈良県 生駒市 高山町４９９０－１・２ 自然人 2 135 0.10 ×209-04-007 中一池 なかいちいけ 奈良県 生駒市 高山町４９９１－４ 自然人 1 22 0.06 ×209-04-008 上一池 かみいちいけ 奈良県 生駒市 高山町４９８７－１・２ 自然人 2 16 0.1 ×209-04-018 よこ池 よこいけ 奈良県 生駒市 高山町３７ 奈良県 2 13 0.09 －209-04-019 はら池 はらいけ 奈良県 生駒市 高山町４９８６－１・２ 自然人 2 13 0.1 ×209-04-020 守　池 まもるいけ 奈良県 生駒市 高山町４９８４－１・２ 自然人 3 27 0.8 ×209-04-027 桑　池 くわいけ 奈良県 生駒市 高山町４９９６－１・２ 自然人 2 16 0.1 ×209-04-049 日々池 にちにちいけ 奈良県 生駒市 高山町４４８２－１・２ ㈱奈良日日新聞 2 13 0.09 ×209-04-059 奈　池 ないけ 奈良県 生駒市 高山町１３４０１ 奈良県 2 12 0.09 －209-04-065 吉　池 きちいけ 奈良県 生駒市 高山町４０６８－１・２ 自然人 2 18 0.1 ×209-04-069 山平池 さんぺいいけ 奈良県 生駒市 高山町４１０８－１・２ 自然人 1 8 0.01 ×209-04-070 恭平池 きょうへいいけ 奈良県 生駒市 高山町４１１０－１・２ 自然人 1 9 0.02 ×209-04-073 横　池 よこいけ 奈良県 生駒市 高山町４１１７－１ 自然人 2 13 0.09 ×209-04-081 くわばら池 くわばらいけ 奈良県 生駒市 高山町１３４３６－１・２ 自然人 1 10 0.03 ×209-04-095 好郎池 こうろういけ 奈良県 生駒市 高山町３８２２－１ 自然人 1 13 0.02 ×209-04-098 好　池 よしいけ 奈良県 生駒市 高山町３３６９－１・２ 生駒市 1 16 0.06 －209-04-099 武男池 たけおいけ 奈良県 生駒市 高山町３７８４－１・２ 自然人 1 7 0.01 ×209-04-100 直　池 なおいけ 奈良県 生駒市 高山町３７７５－１・２ 自然人 1 13 0.03 ×209-04-102 克己池 かつみいけ 奈良県 生駒市 高山町３４２２－１・２ 自然人 1 8 0.02 ×209-04-106 秋夫池 あきおいけ 奈良県 生駒市 高山町３６７０－１・２ 自然人 1 11 0.02 ×209-04-118 影林池 かげばやしいけ 奈良県 生駒市 高山町５４２０－１・２ 自然人 2 16 0.2 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-04-122 昭夫池 あきおいけ 奈良県 生駒市 高山町３３９７－１・２ 自然人 2.5 36 0.7 ×209-04-123 細　池 ほそいいけ 奈良県 生駒市 高山町３４３１－１・２ 生駒市 2.2 26 0.09 －209-04-124 横道池 よこみちいけ 奈良県 生駒市 高山町３４２５－１・２ 生駒市 1.6 41 0.08 －209-04-125 北田池 きただいけ 奈良県 生駒市 高山町３４２７－１・２ 自然人 1.8 20 0.07 ×209-04-233 北義池 きたよしいけ 奈良県 生駒市 高山町３４３５－１・２ 自然人 2.1 43 0.2 ×209-04-129 ひし池 ひしいけ 奈良県 生駒市 高山町３４５５－１・２ 生駒市 2.2 22 0.2 －209-04-138 竹林隣池 ちくりんとなりいけ 奈良県 生駒市 高山町３４８７－１・２（３４８１に合筆） 生駒市 2 13 0.1 －209-04-139 竹林下池 ちくりんしもいけ 奈良県 生駒市 高山町３４８６－１・２（３４８１に合筆） 生駒市 2 23 0.1 －209-04-141 竹林下四池 ちくりんしもよんいけ 奈良県 生駒市 高山町３４９０－１・２（３４８１に合筆） 生駒市 1 16 0.02 －209-04-142 竹林下三池 ちくりんしもさんいけ 奈良県 生駒市 高山町３５６４－１・２（３４８１に合筆） 生駒市 1 10 0.02 －209-04-143 竹林下一池 ちくりんしもいちいけ 奈良県 生駒市 高山町１３１９０－１・２（３４８１に合筆） 生駒市 1 10 0.01 －209-04-144 竹林下二池 ちくりんしもにいけ 奈良県 生駒市 高山町１３１８９－１・２（３４８１に合筆） 生駒市 2.2 16 0.10 －209-04-145 竹林下五池 ちくりんしもごいけ 奈良県 生駒市 高山町３５６３－１・２ 生駒市 2.2 22 0.1 －209-04-147 竹林下六池 ちくりんしもろくいけ 奈良県 生駒市 高山町３４９１－１・２（３４８１に合筆） 生駒市 2.2 21 0.1 －209-04-165 点　池 てんいけ 奈良県 生駒市 高山町５８０６ ㈱生駒ｺﾞﾙﾌ　倶楽部　　　　　外2名 1 8 0.01 ×209-04-167 典　池 のりいけ 奈良県 生駒市 高山町５８０９－１・２ 自然人 2 19 0.1 ×209-04-168 たまご池 たまごいけ 奈良県 生駒市 高山町５７９８－１・２ ㈱私市　外2名 2.5 不明 0.3 ×209-04-170 勘　池 かんいけ 奈良県 生駒市 高山町５７８６－１・２ ㈱生駒ゴルフ倶楽部 2.2 31 0.3 ×209-04-174 高上池 たかがみいけ 奈良県 生駒市 高山町５８３９－１・２ ㈱私市 2.5 30 0.5 ×209-04-175 高中池 たかなかいけ 奈良県 生駒市 高山町１３５００－１・２ ㈱生駒ｺﾞﾙﾌ　倶楽部　　　　　 1 9 0.01 ×209-04-177 高山左池 たかやまさいけ 奈良県 生駒市 高山町５８４４－１・２ ㈱私市 2 18 0.2 ×209-04-179 高山左上池 たかやま　　　　ひだりうえ　　　　　いけ 奈良県 生駒市 高山町５４５０－１・２ ㈱生駒ｺﾞﾙﾌ　倶楽部　　　　　 1 11 0.03 ×209-04-204 藤田弘池 ふじたひろしいけ 奈良県 生駒市 高山町１４０６１－１ 自然人 1 12 0.01 ×209-04-212 長　池 ながいけ 奈良県 生駒市 高山町５９８１－１・２ 自然人 2 25 0.07 ×209-04-213 藤田長池 ふじたながいけ 奈良県 生駒市 高山町５９９０－１・２ 自然人 2 17 0.1 ×209-04-215 藤　池 ふじいけ 奈良県 生駒市 高山町５９８９－１・２ 自然人 1 14 0.03 ×209-04-225 入江池 いりえいけ 奈良県 生駒市 高山町６２３９－１ 自然人 1 11 0.03 ×209-05-003 向井池 むかいいけ 奈良県 生駒市 高山町２２７７－１・２ 自然人 1 15 0.02 ×209-05-005 造　池 つくりいけ 奈良県 生駒市 高山町２２８６－１・２ 自然人 2 27 0.1 ×209-05-006 南保池 みなみたもついけ 奈良県 生駒市 高山町２１９８－１・２ 自然人 1.2 30 0.3 ×209-05-009 有井山池 ありいやまいけ 奈良県 生駒市 高山町２１９２ 自然人 2.8 31 0.7 ×209-05-011 喜代治中池 きよじなかいけ 奈良県 生駒市 高山町２３２６－１ 自然人 3.6 31 0.1 ×209-05-014 隆吏池 たかしいけ 奈良県 生駒市 高山町２３３１－１・２ 自然人 2.2 18 0.2 ×209-05-015 喜代治大池 きよじおおいけ 奈良県 生駒市 高山町２３３３－１・２ 自然人 4.5 33 0.5 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-05-016 喜代治小池 きよじこいけ 奈良県 生駒市 高山町２３５３－１・２ 自然人 3 31 0.2 ×209-05-019 長　池 ながいけ 奈良県 生駒市 高山町２１６６－１・２ 自然人 1.4 15 0.1 ×209-05-028 喜代治上池 きよじうわいけ 奈良県 生駒市 高山町２３２５－１・２ 自然人 4.8 14 0.5 ×209-05-033 一夫池 かずおいけ 奈良県 生駒市 高山町２４４５－１・２ 自然人 2 35 0.2 ×209-05-035 九一池 きゅういちいけ 奈良県 生駒市 高山町１３０６３－１・２ 自然人 1 16 0.03 ×209-05-050 恭平池 きょうへいいけ 奈良県 生駒市 高山町２５５５－１・２ 自然人 2.3 34 0.10 ×209-05-053 尾山平池 おやまたいらいけ 奈良県 生駒市 高山町２５５０－１・２ 自然人 2.2 20 0.3 ×209-05-055 平尾池 ひらおいけ 奈良県 生駒市 高山町２５４５－１・２ 自然人 1 13 0.03 ×209-05-066 辻　池 つじいけ 奈良県 生駒市 高山町１３０７８－１・２ 自然人 1 12 0.02 ×209-05-067 水野池 みずのいけ 奈良県 生駒市 高山町１３０７９－１・２ 自然人 2 20 0.2 ×209-05-288 細川芳池 ほそかわよしいけ 奈良県 生駒市 高山町２５８４－１・２ 自然人 2.8 38 0.9 ×209-05-070 保　池 たもついけ 奈良県 生駒市 高山町２５８７－１・２ 自然人 3 27 0.1 ×209-05-071 軍　池 ぐんいけ 奈良県 生駒市 高山町１３０８０－１・２ 自然人 1.2 8 0.02 ×209-05-073 鳩谷池 はとたにいけ 奈良県 生駒市 高山町２５６３－１ 生駒市 1 9 0.02 －209-05-080 喜久池 きくいけ 奈良県 生駒市 高山町２６８１－１ 自然人 1 12 0.01 ×209-05-081 谷　池 たにいけ 奈良県 生駒市 高山町２７０１－１ 生駒市 1 10 0.01 －209-05-089 小峠大池 ことうげおおいけ 奈良県 生駒市 高山町２９０７－１ 生駒市 4.0 32 1.3 －209-05-090 政幸上池 まさゆきうわいけ 奈良県 生駒市 高山町２９１７－１ 生駒市 4.4 25 0.2 －209-05-093 吉雄小池 よしおこいけ 奈良県 生駒市 高山町２９２１－１ 生駒市 3 17 0.3 －209-05-094 谷　池 たにいけ 奈良県 生駒市 高山町２９２４－１・２ 生駒市 1.5 30 0.1 －209-05-095 山の中の池 やまのなかのいけ 奈良県 生駒市 高山町２９０１－１・２ 生駒市 1 9 0.02 －209-05-096 三　池 みいけ 奈良県 生駒市 高山町２９０２－１・２ 生駒市 1 9 0.02 －209-05-099 合　池 あいいけ 奈良県 生駒市 高山町３０２７－１・２ 生駒市 2.2 20 0.3 －209-05-102 ちえ池 ちえいけ 奈良県 生駒市 高山町２９９９－１・２ 生駒市 4 30 0.6 －209-05-104 茂二池 しげじいけ 奈良県 生駒市 高山町２９７６－１．２ 自然人 3.8 29 0.6 ×209-05-107 三二池 さんじいけ 奈良県 生駒市 高山町２８８８－１・２ 生駒市 2.1 16 0.07 －209-05-108 村中池 むらなかいけ 奈良県 生駒市 高山町２９２７－１・２ 生駒市 2.2 14 0.04 －209-05-111 木下池 きのしたいけ 奈良県 生駒市 高山町２７１２－１・２ 生駒市 1.7 11 0.08 －209-05-114 鳩尾池 はとおいけ 奈良県 生駒市 高山町２７２７－１・２ 生駒市 1.4 31 0.10 －209-05-115 中吉池 なかよしいけ 奈良県 生駒市 高山町２７１８－１・２ 生駒市 1.5 49 0.2 －209-05-116 辻本池 つじもといけ 奈良県 生駒市 高山町２７４３－１・２ 自然人 1 16 0.03 ×209-05-291 たてなが池 たてながいけ 奈良県 生駒市 高山町２９５６－１・２ 生駒市 不明 38 0.02 －209-05-120 おうちゃん池 おうちゃんいけ 奈良県 生駒市 高山町２８６６ 生駒市 1 18 0.03 －209-05-124 忠　池 ただしいけ 奈良県 生駒市 高山町２８４７－１・２ 生駒市 0.5 16 0.02 －



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-05-125 文与池 ぶんよいけ 奈良県 生駒市 高山町３９３０－１・２ 生駒市 3 40 0.6 －209-05-128 正信池 まさのぶいけ 奈良県 生駒市 高山町３１６２－１・２ 自然人 3.4 25 0.6 ×209-05-129 滝本池 たきもといけ 奈良県 生駒市 高山町３１９４－１・２ 自然人 1 12 0.02 ×209-05-130 尾　池 おいけ 奈良県 生駒市 高山町３９２８ 生駒市 0.7 5 0.02 －209-05-132 稲　池 いねいけ 奈良県 生駒市 高山町３８９５－１・２ 自然人 1 6 0.01 ×209-05-138 浦　池 うらいけ 奈良県 生駒市 高山町３２９３－１・２ 自然人 1 10 0.02 ×209-05-139 誠一池 せいいちいけ 奈良県 生駒市 高山町３２９５－１・２ 自然人 1 10 0.02 ×209-05-141 晴敏池 はるとしいけ 奈良県 生駒市 高山町３２９７－１・２ 自然人 2 13 0.1 ×209-05-147 俊一池 としかずいけ 奈良県 生駒市 高山町１３２２４－１・２ 自然人 1 10 0.02 ×209-05-148 俊ちゃん池 としちゃんいけ 奈良県 生駒市 高山町３８０１－１・２ 自然人 1 15 0.03 ×209-05-151 境　池 さかえいけ 奈良県 生駒市 高山町３０７１－１・２ 生駒市 1 12 0.03 －209-05-152 川辺池 かわべいけ 奈良県 生駒市 高山町３０３７－１・２ 生駒市 1.5 17 0.2 －209-05-153 採　池 さいいけ 奈良県 生駒市 高山町３０５１－１・２ 生駒市 2 20 0.1 －209-05-154 細川池 ほそかわいけ 奈良県 生駒市 高山町３０４６ 生駒市 2 30 0.2 －209-05-156 敏行下池 としゆきしもいけ 奈良県 生駒市 高山町３１０１－１・２ 生駒市 3.2 28 0.3 －209-05-159 花　池 はないけ 奈良県 生駒市 高山町３１０７－１・２ 生駒市 1 11 0.2 －209-05-160 米　池 こめいけ 奈良県 生駒市 高山町３１１３－１・２ 生駒市 1 11 0.02 －209-05-161 谷の中池 たにのなかいけ 奈良県 生駒市 高山町３１１７－１・２ 生駒市 2 12 0.09 －209-05-162 矢の池 やのいけ 奈良県 生駒市 高山町３１１８－１・２ 生駒市 1 9 0.02 －209-05-163 都　池 みやこいけ 奈良県 生駒市 高山町３１２４－１・２ 生駒市 1 12 0.03 －209-05-164 都古の池 みやこのいけ 奈良県 生駒市 高山町３１２８－１・２ 生駒市 1 8 0.03 －209-05-165 船　池 ふねいけ 奈良県 生駒市 高山町３１２７－１・２ 生駒市 2 13 0.09 －209-05-166 岡吉池 おかきちいけ 奈良県 生駒市 高山町３１２６－１・２ 自然人 2 13 0.1 ×209-05-167 恒治池 つねじいけ 奈良県 生駒市 高山町３１２１－１・２ 生駒市 3 16 0.3 －209-05-168 末吉池 すえきちいけ 奈良県 生駒市 高山町１３１４０－１・２ 自然人 1 10 0.02 ×209-05-171 文　池 ふみいけ 奈良県 生駒市 高山町３１４１－１・２ 生駒市 2 18 0.1 －209-05-172 和　池 なごみいけ 奈良県 生駒市 高山町３１４０－１・２ 生駒市 2.2 25 0.3 －209-05-173 岡吉池 おかよしいけ 奈良県 生駒市 高山町３１３７－１ 自然人 1 9 0.02 ×209-05-174 木村池 きむらいけ 奈良県 生駒市 高山町３１３４－１ 生駒市 2 4.0 0.08 －209-05-175 桜　池 さくらいけ 奈良県 生駒市 高山町３１３１－１・２ 生駒市 2.2 20 不明 －209-05-176 國雄下池 くにおしもいけ 奈良県 生駒市 高山町３１５５－１・２ 生駒市 3 23 0.2 －209-05-177 國雄大池 くにおおおいけ 奈良県 生駒市 高山町３１５４－１ 生駒市 3 18 0.6 －209-05-179 池ノ内池 いけのうちいけ 奈良県 生駒市 高山町３１７５－１ 生駒市 2.1 43 1.3 －209-05-184 橋本池 はしもといけ 奈良県 生駒市 高山町３２２９－１・２ 生駒市 1 12 0.02 －



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-05-185 剛　池 つよしいけ 奈良県 生駒市 高山町３２２８－１・２ 生駒市 1 14 0.02 －209-05-188 浦谷池 うらたにいけ 奈良県 生駒市 高山町３３０１－１・２ 自然人 0.8 18 0.01 ×209-05-191 十護寺大池 じゅうごじおおいけ 奈良県 生駒市 高山町３３２３－１・２ 生駒市 4.1 36 1.5 ×209-05-192 知榮池 ちえいけ 奈良県 生駒市 高山町１１８９８－１・２ 自然人 1 16 0.02 ×209-05-193 榮　池 さかえいけ 奈良県 生駒市 高山町１１８９６－１・２ 自然人 2 16 0.1 ×209-05-195 佐々木池 ささきいけ 奈良県 生駒市 高山町１１９０４－１ 佐々木不動産㈱ 2 16 0.1 ×209-05-205 中嶋池 なかじまいけ 奈良県 生駒市 高山町１２１０３－１ 生駒市 1.7 16 0.2 －209-05-206 宅　池 たくいけ 奈良県 生駒市 高山町１２１１１－１・２ 生駒市 2 15 0.1 －209-05-207 敏　池 としいけ 奈良県 生駒市 高山町１２１１０－１ 自然人 2.5 25 0.4 ×209-05-208 松ちゃん池 まっちゃんいけ 奈良県 生駒市 高山町１４０２０－１・２ 自然人 1 13 0.04 ×209-05-209 千　池 せんいけ 奈良県 生駒市 高山町１２０９８－１・２ 生駒市 1 40 0.04 －209-05-211 庄　池 しょういけ 奈良県 生駒市 高山町１２１６９－１・２ 生駒市 2.6 19 0.1 －209-05-212 清田池 きよたいけ 奈良県 生駒市 高山町１２１９２－１・２ 生駒市 1 21 0.02 －209-05-213 庄作池 しょうさくいけ 奈良県 生駒市 高山町１２１９１－１・２ 生駒市 2.8 35 0.03 －209-05-214 奥田池 おくだいけ 奈良県 生駒市 高山町１２１８６－１・２ 生駒市 1.6 13 0.03 －209-05-216 中弘池 なかひろいけ 奈良県 生駒市 高山町１２８６０－６ 自然人 1 7 0.01 ×209-05-220 興産池 こうさんいけ 奈良県 生駒市 高山町１４１４５－１・２ キョウエイ興産㈱ 2 20 0.1 ×209-05-221 きょうえい池 ぎょうえいいけ 奈良県 生駒市 高山町１２８５９－１・２ キョウエイ興産㈱ 2 16 0.1 ×209-05-224 成　池 なりいけ 奈良県 生駒市 高山町３２５９－１ 生駒市 1 9 0.03 －209-05-227 弘　池 ひろしいけ 奈良県 生駒市 高山町３２６３－１・２ 自然人 2.2 28 0.1 ×209-05-228 げんごろう池 げんごろういけ 奈良県 生駒市 高山町３２６４－１・２ 住宅都市整備公団 2.5 24 0.5 －209-05-238 長友池 ながともいけ 奈良県 生駒市 高山町１２１９８－１ 生駒市 1 8 0.0002 －209-05-240 守山池 もりやまいけ 奈良県 生駒市 高山町１１７８２－１・２ 自然人 2.2 20 0.1 ×209-05-248 緑　池 みどりいけ 奈良県 生駒市 高山町１１８２２－１・２ 生駒市 1 17 0.0002 －209-05-252 巖　池 いわおいけ 奈良県 生駒市 高山町１１８７６－１ 生駒市 2.2 21 0.2 －209-05-253 いのしし池 いのししいけ 奈良県 生駒市 高山町１３９９４－１ 生駒市 1 23 0.03 －209-05-254 土木塚池 どぼくつかいけ 奈良県 生駒市 高山町１１８８６－１・２ 自然人 4.1 63 2.5 ×209-05-256 美貴池 みきいけ 奈良県 生駒市 高山町１１９８２－１ 自然人 1 8 0.02 ×209-05-257 多美池 たみいけ 奈良県 生駒市 高山町１１９７８－１・２ 自然人 1.9 32 0.6 ×209-05-263 命　池 めいいけ 奈良県 生駒市 高山町１２２２１－１・２ 生駒市 1.3 19 0.09 －209-05-264 庄作小池 しょうさくこいけ 奈良県 生駒市 高山町１２２１３－１ 生駒市 1.5 22 0.09 －209-05-265 庄作大池 しょうさくおおいけ 奈良県 生駒市 高山町１２２０２－１・２ 生駒市 3.2 30 0.4 －209-05-266 浦　池 うらいけ 奈良県 生駒市 高山町１２２２７－１・２ 自然人 1 15 0.03 ×209-05-269 ひろ池 ひろいけ 奈良県 生駒市 高山町１２２３４－１・２ 自然人 2.2 21 0.2 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-06-001 おさむ池 おさむいけ 奈良県 生駒市 高山町１１７２３－３・４ 生駒市 2.2 23 0.2 －209-08-003 八幡宮池 はちまんぐういけ 奈良県 生駒市 高山町１２６８２－１・２ 自然人 2.2 21 0.08 ×209-08-010 保　池 たもついけ 奈良県 生駒市 高山町６３７４－１・２ 自然人 4.2 33.0 0.6 ×209-08-011 保新池 たもつしんいけ 奈良県 生駒市 高山町６３６８－１・２ 自然人 2 22 0.02 ×209-08-013 清　池 きよいけ 奈良県 生駒市 北田原町９８３－４ 自然人 1 10 0.03 ×209-08-026 たかこ池 たかこいけ 奈良県 生駒市 高山町６７１３－１・２ 自然人 3.4 65 0.2 ×209-08-027 美　池 うつくしいけ 奈良県 生駒市 高山町６７１１ 自然人 3 34 0.9 ×209-08-046 良行池 よしゆきいけ 奈良県 生駒市 高山町６９０６－１・２ 自然人 1.3 36 0.08 ×209-08-049 和男池 かずおいけ 奈良県 生駒市 北田原町１７５６－２・３ 自然人 2.2 28 不明 ×209-08-050 利春池 としはるいけ 奈良県 生駒市 北田原町１７６０－１・２ 自然人 2.9 47 1.0 ×209-08-056 葉路池 ようじいけ 奈良県 生駒市 高山町６９８５－１・２ 自然人 1.4 29 0.09 ×209-08-063 しば池 しばいけ 奈良県 生駒市 高山町６９１４－１・２ 自然人 3 27 0.09 ×209-08-066 高　池 たかいけ 奈良県 生駒市 高山町６９５７－１・２ 自然人 3 35 0.3 ×209-08-071 林　池 はやしいけ 奈良県 生駒市 高山町６９４４－１・２ 自然人 1.6 23 0.05 ×209-08-072 唐　池 とおいけ 奈良県 生駒市 高山町６９３６－１・２ 自然人 3 16 0.1 ×209-08-074 西山大池 にしやまおおいけ 奈良県 生駒市 高山町６９３１－１・２ 自然人 2.6 40 0.8 ×209-08-075 稲垣池 いながきいけ 奈良県 生駒市 高山町６９３３－１・２ 自然人 2.2 6 0.08 ×209-08-076 稲　池 いないけ 奈良県 生駒市 高山町６９１１－１・２ 自然人 2.8 15 0.2 ×209-08-078 孝　池 たかしいけ 奈良県 生駒市 北田原町１７９３－１・２ 自然人 4.2 24 0.6 ×209-08-104 西　池 にしいけ 奈良県 生駒市 高山町２４３５－３・４ 奈良交通㈱ 1 8 0.01 ×209-08-106 純司池 じゅんじいけ 奈良県 生駒市 北田原町２４４６－２・５ 自然人 2.8 54 0.9 ×209-08-107 菊治池 きくはるいけ 奈良県 生駒市 高山町７３７２－１ 農林水産省 0.2 23 0.01 －209-08-134 正二郎池 まさじろういけ 奈良県 生駒市 上町３２３１－２・３ 自然人 2.2 15 0.1 ×209-08-171 尾　池 おいけ 奈良県 生駒市 上町３４５６－１・２ 近鉄不動産㈱ 2.5 21 0.06 ×209-09-003 徳　池 とくいけ 奈良県 生駒市 高山町１１６０８－１（ １１６０８- ２、１１８４５，１１８４６、１１８４７、１１８４９を合筆） 生駒市 2.2 20 0.1 －209-09-005 中根池 なかねいけ 奈良県 生駒市 高山町１０２８７－１・２ 生駒市 4.6 30.0 0.9 －209-09-006 笹本池 ささもといけ 奈良県 生駒市 高山町１１６０３－１ 生駒市 2.2 13 0.1 －209-09-007 とうろう池 とうろういけ 奈良県 生駒市 高山町１１６０１－１・２（１１５９８－１に合筆） 生駒市 2.2 25 0.09 －209-09-012 養老池 ようろういけ 奈良県 生駒市 高山町１１５６３－１・２ 生駒市 2.2 12 0.1 －209-09-017 長谷池 はせいけ 奈良県 生駒市 高山町１１５３２－１・２ ㈱東平 0.9 14 0.02 ×209-09-019 辞本池 いやもといけ 奈良県 生駒市 高山町１１５３０ 生駒市 1.9 13 0.06 －209-09-021 前坂池 まえさかいけ 奈良県 生駒市 高山町１１４９０－１・２ 生駒市 1.9 20 0.04 －209-09-023 永井池 ながいいけ 奈良県 生駒市 高山町１１２８０－１ 自然人 3.2 16 0.3 ×209-09-024 肇　池 はじめいけ 奈良県 生駒市 高山町１１３１９－１ 生駒市 3 20 0.07 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-09-034 かご池 かごいけ 奈良県 生駒市 高山町１１３６２ 生駒市 0.5 13 0.01 －209-09-035 修二池 しゅうじいけ 奈良県 生駒市 高山町１１３５９－１・２ 自然人 2.2 13 0.1 －209-09-036 ニ　池 にいけ 奈良県 生駒市 高山町１１３５２－１・２ 自然人 2.2 18 0.1 ×209-09-039 奥　池 おくいけ 奈良県 生駒市 高山町１１３６９－１ 生駒市 3 17 0.1 －209-09-040 奥　池 おくいけ 奈良県 生駒市 高山町１１３６７ 生駒市 1.2 31 0.06 －209-09-041 尚道池 なおみちいけ 奈良県 生駒市 高山町１１４６５－１・２ 自然人 2.2 16 0.2 ×209-09-043 芦谷池 あしだにいけ 奈良県 生駒市 高山町１１３８１－１ 生駒市 3 16 0.2 －209-09-045 栄一池 えいいちいけ 奈良県 生駒市 高山町１１１３６－１・２ 自然人 1.3 40 0.1 ×209-09-051 中尾池 なかおいけ 奈良県 生駒市 高山町１１３８８ 自然人 3 16 0.02 ×209-09-060 こも池 こもいけ 奈良県 生駒市 高山町１０２６３－２ 自然人 3.6 32 0.2 ×209-09-064 池田池 いけだいけ 奈良県 生駒市 高山町１０３３０－１ 生駒市 4.8 34.0 0.2 －209-09-068 ヨソ江池 よそえいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町１８８８－３・４ 生駒市 2.2 30 0.2 －209-09-070 熊　池 くまいけ 奈良県 生駒市 高山町１１２４５－１・２ 生駒市 2.1 61 0.4 －209-09-073 彰　池 あきらいけ 奈良県 生駒市 高山町１１２８１－１・２ ㈱進弘開発 1.5 14 0.06 ×209-09-079 安　池 やすいけ 奈良県 生駒市 高山町１１１４９－１・２ 生駒市 3 18 0.1 －209-09-085 増下池 ますしたいけ 奈良県 生駒市 高山町１０４６８ 生駒市 1.9 16 0.07 －209-09-089 切池實池 きりいけみのるいけ 奈良県 生駒市 高山町１０４７３－１・２ 生駒市 3 32 0.4 －209-09-091 泉　池 いずみいけ 奈良県 生駒市 高山町１０４４３－１・２ 生駒市 2.1 15 0.06 －209-09-092 槇塚池 まきづかいけ 奈良県 生駒市 高山町１０４４４－１・２ 生駒市 2 12 0.06 －209-09-094 山久池 やまひさいけ 奈良県 生駒市 高山町１０４３９－１・２ 生駒市 2 14 0.06 －209-09-097 川上池 かわかみいけ 奈良県 生駒市 高山町１０４８３－１・２ 生駒市 2.2 18 0.2 －209-09-122 文化池 ぶんかいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町１９３３－２ 生駒市 2.2 16 0.1 －209-09-124 倭夫池 しずおいけ 奈良県 生駒市 高山町１００６６－１ 生駒市 1.8 19 0.05 －209-09-125 勉　池 つとむいけ 奈良県 生駒市 高山町９８３５－１ 生駒市 2 12 0.06 －209-09-126 八尾池 やおいけ 奈良県 生駒市 高山町９７５９－１ 生駒市 2 11 0.05 －209-09-127 政市池 まさいちいけ 奈良県 生駒市 高山町９７７０ 生駒市 1.8 10 0.03 －209-09-128 中政池 なかまさいけ 奈良県 生駒市 高山町９７６８－１・２ 生駒市 1 10 0.03 －209-09-129 柴　池 しばいけ 奈良県 生駒市 高山町９７９２－１ 生駒市 1.4 15 0.03 －209-09-130 成山池 なるやまいけ 奈良県 生駒市 高山町９８２７－１・２ 生駒市 1 9 0.02 －209-09-131 北山池 きたやまいけ 奈良県 生駒市 高山町９８７３－１・２ 生駒市 1.8 12 0.06 －209-09-132 道里池 みちさといけ 奈良県 生駒市 高山町９８０８－１ 生駒市 2 12 0.06 －209-09-137 蛍谷池 ほたるたにいけ 奈良県 生駒市 高山町１０５５４－１・２ 生駒市 0.8 20 0.04 －209-09-138 山本岩池 やまもといわいけ 奈良県 生駒市 高山町９７５２－１・２ 自然人 1.7 29 0.1 ×209-09-153 桜木池 さくらぎいけ 奈良県 生駒市 高山町８７５９－１・２ 生駒市 1 10 0.05 －



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-09-154 典子池 てんこいけ 奈良県 生駒市 高山町８７２８－１・２ 生駒市 1 18 0.1 －209-09-155 田　池 たいけ 奈良県 生駒市 高山町８７２９－１・２ 生駒市 2 13 0.01 －209-09-156 瞳　池 ひとみいけ 奈良県 生駒市 高山町８７７４－１・２ 生駒市 2.2 15 0.1 －209-09-157 春野池 はるのいけ 奈良県 生駒市 高山町８７７６－２ 生駒市 1.4 8 0.05 －209-09-160 今谷大池 いまだにおおいけ 奈良県 生駒市 高山町８８２３－１・２ 生駒市 1.2 26 0.2 －209-09-165 霜　池 しもいけ 奈良県 生駒市 高山町８９３０－１・２ 生駒市 2.2 23 0.2 －209-09-166 秋田池 あきたいけ 奈良県 生駒市 高山町８９１０－１・２ 生駒市 1 11 不明 －209-09-168 福田池 ふくだいけ 奈良県 生駒市 高山町８９４２－１・２ 生駒市 0.8 22 0.06 －209-09-169 やまたか池 やまたかいけ 奈良県 生駒市 高山町８８９６－１・２ 生駒市 2.2 18 0.09 －209-09-198 吉　池 よしいけ 奈良県 生駒市 上町５３８１－１・２ 自然人 2.4 27 0.3 ×209-10-008 鹿畑中池 しかはたなかいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町１２３－２ 自然人 2.2 22 0.2 ×209-10-009 峯山池 みねやまいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町１２２－１・２ 自然人 2.2 17 0.1 ×209-10-010 峯山新池 みねやましんいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町１０４－１・２ 自然人 2.5 28 0.4 ×209-10-011 おさむ池 おさむいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町９８－１・２ 自然人 2.5 27 0.2 ×209-10-012 森　池 もりいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町８７７－１・２ 近鉄不動産 1 10 0.02 ×209-13-014 ながはま池 ながはまいけ 奈良県 生駒市 南田原町４８２－１・２ 自然人 2.8 28 0.4 ×209-13-018 池の田池 いけのたいけ 奈良県 生駒市 南田原町７６４－１・２ 自然人 2.2 20 0.2 ×209-14-003 山本池 やまもといけ 奈良県 生駒市 上町４７２１－１・２ 自然人 3 36 0.6 ×209-14-006 あすか台池 あすかだいいけ 奈良県 生駒市 あすか台５０－１・２ 自然人 3.2 33 0.5 ×209-16-012 川の端池 かわのはしいけ 奈良県 生駒市 西菜畑町２１４７－２ 自然人 2 32 0.4 ×209-17-012 たか池 たかいけ 奈良県 生駒市 辻町１０４５－１・２ ㈲八重垣商事 2 17 2.3 ×209-17-030 谷山池 たにやまいけ 奈良県 生駒市 東生駒２丁目３９０－１・２ 自然人 2.5 21 0.3 ×209-17-031 生ま池 いくまいけ 奈良県 生駒市 東生駒２丁目２０７－７８ 生駒市 2.5 31 0.6 －209-17-036 西浦池 にしうらいけ 奈良県 生駒市 東生駒４丁目３９８－３９ 自然人 2.8 32 0.8 ×209-18-017 木村池 きむらいけ 奈良県 生駒市 小平尾町１２５９－１  キンキ新生建設 2.2 20 0.1 ×209-19-003 さかえ池 さかえいけ 奈良県 生駒市 西菜畑町２９５０－１・２ 学校法人　近畿大学 2.5 20 0.3 ×209-19-004 みつや池 みつやいけ 奈良県 生駒市 西菜畑町１８１２－１・２ 自然人 2.5 23 0.5 ×209-19-005 小林池 こばやしいけ 奈良県 生駒市 西菜畑町１８２０－１・２ 自然人 7.6 37 2.9 ×209-19-009 小倉池 おぐらいけ 奈良県 生駒市 小倉寺町６２３－１・２ 自然人 2.2 14 0.1 ×209-19-015 ふろの谷池 ふろのたにいけ 奈良県 生駒市 小倉寺町１６４－１ 自然人 3.4 23 0.4 ×209-20-041 駒　池 こまいけ 奈良県 生駒市 乙田町８８４－２ 生駒市 2.2 14 0.1 －209-04-038 磯八池 いそはちいけ 奈良県 生駒市 高山町2097-1 自然人 9.5 44 1.4 ×209-09-181 庄内池 しょうないいけ 奈良県 生駒市 高山町９０２０－１ 生駒市 2.5 35 0.5 －209-05-242 九里池 くりいけ 奈良県 生駒市 高山町１１７６７－１ 生駒市 6.3 15 0.4 －



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-05-101 長太郎池 ちょうたろういけ 奈良県 生駒市 高山町３０２２－１ 生駒市 2.2 27 0.3 －209-05-091 政幸下池 まさゆきしもいけ 奈良県 生駒市 高山町２９１８－１ 生駒市 4 21 0.3 －209-05-092 長　池 ながいけ 奈良県 生駒市 高山町２９２０－１ 生駒市 2.3 15 0.3 －209-05-158 敏行長池 としゆきながいけ 奈良県 生駒市 高山町３１０６－１ 生駒市 3.7 48 0.3 －209-05-155 敏行上池 としゆきうわいけ 奈良県 生駒市 高山町３１０２－１ 生駒市 3.4 13 0.2 －209-09-046 正照池 まさてるいけ 奈良県 生駒市 高山町１１１２９－１ 生駒市 2.2 21 0.2 －209-09-161 扇島池 おおぎしまいけ 奈良県 生駒市 高山町８８２６－１ 生駒市 2.2 31 0.2 －209-09-001 荿　池 しげるいけ 奈良県 生駒市 高山町１１８０７－１ 生駒市 1.6 25 0.2 －209-05-121 道下池 みちしたいけ 奈良県 生駒市 高山町２８７１－１ 生駒市 1.8 20 0.1 －209-09-009 白　池 はくいけ 奈良県 生駒市 高山町１１５９５－１ 生駒市 2.2 24 0.1 －209-09-088 守　池 まもるいけ 奈良県 生駒市 高山町１０４５３－１ 生駒市 2.2 11 0.10 －209-09-090 和代池 かずよいけ 奈良県 生駒市 高山町１０４２９－１ 生駒市 1.2 7 0.09 －209-09-059 三ツ雄池 みつおいけ 奈良県 生駒市 高山町１０２４６－１ 生駒市 2 15 0.07 －209-09-026 杏子池 あんずいけ 奈良県 生駒市 高山町１１３２４－１ 生駒市 1.7 27 0.06 －209-09-016 国境池 くにさかいいけ 奈良県 生駒市 高山町１３９５３－１・２ 生駒市 2 11 0.05 －209-09-158 松　池 まついけ 奈良県 生駒市 高山町８７７７－１（８７７７－２，８７７９，８７８０－１，２を合筆） 生駒市 1.4 9 0.05 －209-09-031 神社池 かみしろいけ 奈良県 生駒市 高山町１１４７５－１ 生駒市 1.4 16 0.05 －209-09-075 衛　池 まもるいけ 奈良県 生駒市 高山町１１２２５－１ 生駒市 2 19 0.05 －209-05-109 村上池 むらかみいけ 奈良県 生駒市 高山町２７０８－１ 生駒市 1 10 0.04 －209-09-014 拓也池 たくやいけ 奈良県 生駒市 高山町１１２８３－１（ １１２８３－２，１１２８４－１，１１２８５，１１２８６，１１３１６－１） 生駒市 2 10 0.04 －209-09-028 孫一池 まごかずいけ 奈良県 生駒市 高山町１１１６９－１ 生駒市 1 23 0.04 －209-09-173 實　池 みのるいけ 奈良県 生駒市 高山町８９４６－１ 生駒市 1.1 19 0.04 －209-05-136 美の原池 みのはらいけ 奈良県 生駒市 不明 生駒市 1.2 16 0.03 －209-09-086 増　池 ますいけ 奈良県 生駒市 高山町１０４６５－１ 生駒市 1.8 9 0.03 －209-09-179 辻田池 つじたいけ 奈良県 生駒市 高山町９２７２－１ 生駒市 2 7 0.03 －209-05-098 道の上の池 みちのうえのいけ 奈良県 生駒市 高山町２８９２－１ 生駒市 1 13 0.03 －209-05-106 中西池 なかにしいけ 奈良県 生駒市 高山町２８８７－１・２ 生駒市 1.5 12 0.03 －209-05-126 団　池 だんいけ 奈良県 生駒市 高山町３００１－１ 生駒市 1.5 29 0.03 －209-05-196 園道池 そのみちいけ 奈良県 生駒市 高山町１１９０７－１ 生駒市 1 10 0.03 －209-09-044 江戸池 えどいけ 奈良県 生駒市 高山町１１１４６－１ 生駒市 0.7 24 0.03 －209-05-217 花田池 はなだいけ 奈良県 生駒市 高山町１３０５８－１ 生駒市 1 12 0.02 －209-05-226 ひばり池 ひばりいけ 奈良県 生駒市 高山町３２４２－１ 生駒市 1 11 0.02 －209-05-137 谷一池 たにいちいけ 奈良県 生駒市 高山町３２８６－１ 生駒市 1 11 0.02 －209-05-251 博司池 ひろしいけ 奈良県 生駒市 高山町１１８７０－１ 生駒市 1 10 0.02 －



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-09-182 根室池 ねむろいけ 奈良県 生駒市 高山町９０１５－１ 生駒市 1 12 0.02 －209-04-130 しかく池 しかくいけ 奈良県 生駒市 高山町３４５３－１ 生駒市 1 8 0.01 －209-05-112 横道池 よこみちいけ 奈良県 生駒市 高山町２８３０－１・２ 生駒市 1 9 0.01 －209-05-200 星田池 ほしたいけ 奈良県 生駒市 高山町１１９１５－１ 生駒市 1 9 0.01 －209-01-013 長谷大池 はせおおいけ 奈良県 生駒市 高山町1262-1.2 自然人 2.9 23 0.6 ○ 令和1年8月18日209-01-070 傍示池 ほうじいけ 奈良県 生駒市 高山町486-1・2 自然人 2.9 26 0.3 ○ 令和1年8月25日209-03-002 岩井谷池 いわいだにいけ 奈良県 生駒市 北田原町424-1 自然人 8.6 54 12 ○ 令和1年12月19日 ○ ○ ○209-04-045 あみじょ池 あみじょいけ 奈良県 生駒市 高山町13413-1 自然人 6.0 28 2.5 ○ 令和1年8月20日209-04-046 黒添西池 くろんどにしいけ 奈良県 生駒市 高山町5036-1 自然人 5.2 72 8.0 ○ 令和1年8月26日 ○209-04-047 黒添池 くろんどいけ 奈良県 生駒市 高山町5019-1・2 自然人 5.6 139 50 ○ 令和1年8月20日 ○209-04-113 大八丁池 おおばっちょういけ 奈良県 生駒市 高山町5410-1 自然人 2.8 32 14 ○ 令和1年8月20日 ○209-04-182 新池 しんいけ 奈良県 生駒市 高山町5437-1・2 自然人 8.0 36 10.0 ○ 令和1年8月4日209-04-183 生駒市 きんいけ 奈良県 生駒市 高山町5439-1・2 自然人 3.3 17 0.9 ○ 令和1年8月4日209-07-001 奥の新池 おくのしんいけ 奈良県 生駒市 北田原町244-1・2 自然人 4.1 18 1.9 ○ 令和1年12月18日209-07-003 はんど池 はんどいけ 奈良県 生駒市 北田原町354-1 自然人 5.3 29 1.4 ○ 令和1年12月18日209-07-006 大池 おおいけ 奈良県 生駒市 北田原町696-1・2 自然人 5.5 47 4.4 ○ 令和1年12月18日209-07-030 甚池 じんいけ 奈良県 生駒市 西白庭台2丁目1-3 自然人 2.9 48 9.1 ○ 令和1年8月11日 ○209-08-018 だらけ池 だらけいけ 奈良県 生駒市 北田原町952-1・2 自然人 8.6 46 18 ○ 令和1年12月19日 ○209-08-120 二ツ池上池 ふたついけうわいけ 奈良県 生駒市 北田原町2347-1 自然人 2.8 58 2.6 ○ 令和1年11月22日 ○209-08-121 二ツいけ下池 ふたついけしもいけ 奈良県 生駒市 北田原町2351-1・2 自然人 8.1 66 5.2 ○ 令和1年11月22日 ○209-08-182 庭池 かどいけ 奈良県 生駒市 南田原町2380 自然人 2.8 43 0.8 ○ 令和1年8月11日 ○209-11-003 新池 しんいけ 奈良県 生駒市 南田原町2144-61-2 自然人 16 34 13 ○ 令和1年8月27日 ○ ○ ○209-11-004 動々池 どうどういけ 奈良県 生駒市 俵口町2105-1・2 自然人 9.5 84 50 ○ 令和1年8月19日 ○209-12-001 大池 おおいけ 奈良県 生駒市 南田原町470-1・2 自然人 8.6 73 54 ○ 令和1年8月11日 ○209-12-005 ドノ池 どのいけ 奈良県 生駒市 南田原町1100-1 自然人 4.8 51 2.2 ○ 令和1年8月29日 ○209-12-015 中山池 なかやまいけ 奈良県 生駒市 小明町260-1・2 自然人 1.4 85 3.3 ○ 令和1年8月30日 ○209-12-017 喜里池 きりいけ 奈良県 生駒市 南田原町2063-1、2063-2 自然人 20 290 120 ○ 令和1年8月27日 ○ ○ ○209-12-027 錫丈池 しゃくじょういけ 奈良県 生駒市 俵口町949-1・5 自然人 4.4 23 0.4 ○ 令和1年8月19日209-13-027 疋田上池 ひきだうわいけ 奈良県 生駒市 南田原町871-1,-2 自然人 7.6 52 12 ○ 令和1年8月29日 ○ ○ ○209-13-028 疋田中池 ひきだなかいけ 奈良県 生駒市 南田原町882-1,-2 自然人 11 48 15 ○ 令和1年8月29日 ○ ○ ○209-13-034 疋田喜地池 ひきだきちいけ 奈良県 生駒市 南田原町847-1,-2 自然人 4.8 35 4.4 ○ 令和1年8月29日209-13-036 たな池 たないけ 奈良県 生駒市 上町1036-1・2 自然人 4.5 42 0.5 ○ 令和1年8月25日209-13-037 疋田新池 ひきだしんいけ 奈良県 生駒市 南田原町966-1,-2 自然人 11 43 11 ○ 令和1年8月29日 ○ ○ ○209-13-040 疋田南谷池 ひきだみなみだにいけ 奈良県 生駒市 南田原町1001-1,-2 自然人 7.0 64 1.5 ○ 令和1年8月29日 ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-13-056 武池 たけしいけ 奈良県 生駒市 小明町349-1・2 自然人 3.0 34 0.4 ○ 令和1年8月30日209-13-066 畑前池（ハタモリ） はたまえいけ 奈良県 生駒市 小明町1756-1・2 自然人 6.6 38 3.0 ○ 令和1年8月30日 ○209-13-072 どんでん池（カクロ池） どんでんいけ 奈良県 生駒市 小明町1742-1・2 自然人 7.0 43 16 ○ 令和1年8月30日 ○209-13-073 どんでん北新池 どんでんきたしんいけ 奈良県 生駒市 小明町1743-1・2 自然人 10 27 2.5 ○ 令和1年8月30日209-13-074 充満池（十万池） じゅうまんいけ 奈良県 生駒市 あすか野南2丁目280-1・2 自然人 6.8 52 0.8 ○ 令和1年8月26日 ○209-15-005 馬池 うまいけ 奈良県 生駒市 俵口町2110 自然人 6.9 75 26 ○ 令和1年8月19日 ○209-15-006 俵口新池 たわらぐちしんいけ 奈良県 生駒市 俵口町2109 自然人 3.9 35 0.8 ○ 令和1年8月19日209-15-007 横峯池 よこみねいけ 奈良県 生駒市 俵口町2107-1 自然人 3.5 32 1.0 ○ 令和1年8月19日209-17-001 どんでん大池 どんでんおおいけ 奈良県 生駒市 辻町920-1・2 自然人 1.6 23 2.1 ○ 令和1年8月13日209-17-002 どんでん立合池 どんでんたちあいいけ 奈良県 生駒市 辻町921-1・2 自然人 3.8 29 2.2 ○ 令和1年8月13日 ○209-17-003 どんでん南新池 どんでんみなみしんいけ 奈良県 生駒市 小明町1737-1・2 自然人 4.6 29 1.3 ○ 令和1年8月30日 ○209-17-004 庄六池 しょうろくいけ 奈良県 生駒市 辻町898-1・2 自然人 5.3 25 2.3 ○ 令和1年8月13日 ○209-17-008 むの峯上池 むのみねうえいけ 奈良県 生駒市 辻町552-1・2 自然人 2.8 28 2.2 ○ 令和1年8月13日209-17-009 むの峯下池 むのみねしもいけ 奈良県 生駒市 辻町551-1・2 自然人 4.5 34 2.5 ○ 令和1年8月13日 ○209-17-010 矢野池 やのいけ 奈良県 生駒市 辻町550-1・2 自然人 3.3 28 0.6 ○ 令和1年8月9日 ○209-17-038 後谷奥池 ごだにおくいけ 奈良県 生駒市 壱分町1054-1・2 自然人 5.3 49 7.4 ○ 令和1年8月28日 ○209-18-004 新池 しんいけ 奈良県 生駒市 鬼取町466 自然人 6.5 68 0.7 ○ 令和1年8月13日 ○209-19-002 大谷池 おおたにいけ 奈良県 生駒市 壱分町1498-1・2 自然人 2.5 27 5.3 ○ 令和1年8月28日 ○209-19-012 池原池 いけはらいけ 奈良県 生駒市 壱分町1346-1・2 自然人 6.2 94 21 ○ 令和1年8月28日 ○209-19-013 新池 しんいけ 奈良県 生駒市 有里町355-1・2 自然人 4.9 29 1.6 ○ 令和1年8月26日 ○209-19-019 墓尾池 はかおいけ 奈良県 生駒市 小倉寺町338-1・2 自然人 7.1 64 4.2 ○ 令和1年8月26日209-19-024 大池 おおいけ 奈良県 生駒市 有里町344-1・2 自然人 7.2 68 7.7 ○ 令和1年8月26日 ○209-19-025 今池 いまいけ 奈良県 生駒市 有里町446-1 自然人 3.4 106 3.7 ○ 令和1年8月26日 ○209-19-027 土井池 どいいけ 奈良県 生駒市 大門町539-1・2 自然人 4.2 59 1.0 ○ 令和1年8月20日209-19-029 新池 しんいけ 奈良県 生駒市 大門町324-2・3 自然人 5.6 34 1.7 ○ 令和1年8月20日209-19-031 西池 にしいけ 奈良県 生駒市 大門町316-1・2 自然人 5.4 61 3.5 ○ 令和1年8月20日209-19-034 西池 にしいけ 奈良県 生駒市 萩原町178 自然人 9.3 109 12 ○ 令和1年8月27日 ○209-19-036 塔本池 とうもといけ 奈良県 生駒市 小平尾町264-1 共有地 4.7 87 1.7 ○ 令和1年12月17日 ○209-19-043 袋谷池 ふくろだにいけ 奈良県 生駒市 小平尾町521-1 共有地 6.7 80 3.6 ○ 令和1年12月17日 ○209-19-048 新池 しんいけ 奈良県 生駒市 小平尾町659 共有地 11 94 26 ○ 令和1年12月17日 ○ ○ ○209-19-049 長谷池 はせいけ 奈良県 生駒市 小平尾町1390-1・2 自然人 7.6 71 9.1 ○ 令和1年10月23日 ○209-19-050 大磐城池 だいはんじょういけ 奈良県 生駒市 小平尾町1280-1 自然人 8.2 50 5.8 ○ 令和1年12月17日 ○ ○ ○209-20-010 すがた池 すがたいけ 奈良県 生駒市 壱分町521-1・2 自然人 不明 85 9.9 ○ 令和1年10月29日 ○209-21-003 藤城池 ふじしろいけ 奈良県 生駒市 小平尾町1808-1 自然人 9.9 64 9.1 ○ 令和1年12月17日 ○ ○ ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-22-001 ツキトバタ池 つきとばたいけ 奈良県 生駒市 乙田町571-1 自然人 7.7 47 5.0 ○ 令和1年12月20日 ○209-01-087 瓜生総池 うりゅうそういけ 奈良県 生駒市 高山町169-1,2 自然人 1.2 35 1.3 ○ 令和1年8月19日 ○209-04-023 栄下池 さかえしもいけ 奈良県 生駒市 高山町4993-1,2 自然人 2.5 26 1.2 ○ 令和1年8月23日209-04-063 三ツ割池 みつわりいけ 奈良県 生駒市 高山町5145-1,2 自然人 12 30 9.6 ○ 令和1年8月28日 ○ ○ ○209-04-086 御座ケ谷池 がざがだににけ 奈良県 生駒市 高山町5226-1 自然人 3.4 46 2.3 ○ 令和1年8月4日209-05-023 かねせ池 かねせいけ 奈良県 生駒市 高山町2147-1,2 自然人 2.1 25 1.1 ○ 令和1年8月17日209-05-027 清律大池 きよのぶ 奈良県 生駒市 高山町2376-1,2 自然人 4.3 56 1.4 ○ 令和1年8月16日209-05-036 岩松大池 いわまつおいけ 奈良県 生駒市 高山町2458-1,2 自然人 5.3 50 1.9 ○ 令和1年8月11日209-05-052 砂子谷総池 すなごだにそういけ 奈良県 生駒市 高山町2552-1,2 自然人 6.4 34 3.0 ○ 令和1年12月26日209-07-002 中の新池 なかのしんいけ 奈良県 生駒市 北田原町378-1,2 自然人 3.0 24 1.0 ○ 令和1年12月18日209-07-023 お池 おいけ 奈良県 生駒市 北田原町2011-1,2 自然人 4.4 64 2.9 ○ 令和1年11月22日209-09-147 上池 かみいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町1269-1,2 自然人 5.4 42 3.2 ○ 令和1年8月31日 ○209-09-187 下池 しもいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町1289-1,2 自然人 4.4 44 4.0 ○ 令和1年8月31日 ○209-12-006 南堂野池 みなみどうのいけ 奈良県 生駒市 南田原町1071-1,2 自然人 4.5 40 1.8 ○ 令和1年8月12日 ○209-12-016 別所池 べっしょいけ 奈良県 生駒市 俵口町195-1,2,4 自然人 不明 不明 8.4 ○ 令和1年8月19日 ○209-13-033 西川大池 にしかわおおいけ 奈良県 生駒市 南田原町752-1,2 自然人 6.0 26 1.5 ○ 令和1年8月5日 ○209-13-053 稲倉中池 いなくらなかいけ 奈良県 生駒市 小明町1790-1,2 自然人 6.9 25 1.8 ○ 令和1年8月16日209-13-054 稲倉下池 いなくらしもいけ 奈良県 生駒市 小明町1793-2・9 自然人 6.0 32 1.3 ○ 令和1年8月16日 ○209-14-002 北村池 きたむらいけ 奈良県 生駒市 上町4691-1,2 自然人 2.9 71 1.5 ○ 令和1年9月5日209-15-001 休場池 やすんばいけ 奈良県 生駒市 俵口町2115-1,2 自然人 9.9 48 19 ○ 令和1年8月19日 ○209-15-002 膳所池 ぜんしょいけ 奈良県 生駒市 俵口町2114 自然人 6.2 20 1.4 ○ 令和1年8月19日209-15-004 辷谷池 すえんだにいけ 奈良県 生駒市 俵口町2111-1 自然人 5.4 30 2.3 ○ 令和1年8月19日209-15-009 大藤切池 おおふじきりいけ 奈良県 生駒市 俵口町2112-1,2 自然人 6.5 55 11 ○ 令和1年8月19日 ○209-19-023 向池 むかいいけ 奈良県 生駒市 有里町241-1,2 自然人 4.5 63 3.9 ○ 令和1年8月26日 ○209-19-040 向池 むかいいけ 奈良県 生駒市 萩原町690-1,2 自然人 4.5 66 1.1 ○ 令和1年8月27日209-07-005 仁左衛門池 にざえもんいけ 奈良県 生駒市 北田原町826-1、2 自然人 1.3 19 0.4 ○ 令和1年12月18日 ○209-07-022 通池 とおりいけ 奈良県 生駒市 北田原町2002-1、2 自然人 2.3 22 0.4 ○ 令和1年11月22日209-07-021 すりばち池 すりばちいけ 奈良県 生駒市 北田原町2001-1、2 自然人 3.0 22 0.7 ○ 令和1年11月22日209-07-019 又六池 またろくいけ 奈良県 生駒市 北田原町1896-1、2 自然人 3.0 20 0.4 ○ 令和1年11月22日209-07-016 天上池 てんじょういけ 奈良県 生駒市 北田原町1893-1、2 自然人 4.8 22 1.6 ○ 令和1年11月22日209-19-041 向上池 むかいうえいけ 奈良県 生駒市 萩原町687-1、2 自然人 3.3 68 1.2 ○ 令和1年8月27日209-13-030 西川中池 にしかわなかいけ 奈良県 生駒市 南田原町493-1、2（3ツ目の池） 自然人 4.0 18 0.4 ○ 令和1年8月5日209-13-029 西川上池 にしかわうえいけ 奈良県 生駒市 南田原町492-1、2（4ツ目の池） 自然人 4.5 17 1.1 ○ 令和1年8月5日209-17-006 赤坂池 あかさかいけ 奈良県 生駒市 辻町15-1、2 自然人 3.5 43 0.9 ○ 令和1年8月13日 ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-19-017 丸尾谷池 まるおだにいけ 奈良県 生駒市 大門町82-1、2 自然人 2.1 22 0.7 ○ 令和1年8月20日209-08-173 東池　蓮池 ひがしいけ　はすいけ 奈良県 生駒市 上町2804 自然人 3.7 43 0.4 ○ 令和1年8月25日 ○209-08-174 前の池 まえのいけ 奈良県 生駒市 上町2750-1、2 自然人 1.5 38 0.9 ○ 令和1年8月25日209-12-007 浦池 うらいけ 奈良県 生駒市 小明町1825-1、2 自然人 2.8 46 0.7 ○ 令和1年8月28日209-13-052 稲倉上池 いなくらうわいけ 奈良県 生駒市 小明町1791-1、2 自然人 4.3 37 1.2 ○ 令和1年8月16日209-12-011 芦池新池 あしいけしんいけ 奈良県 生駒市 小明町120-1、2 自然人 2.4 38 0.4 ○ 令和1年8月28日209-12-010 芦池 あしいけ 奈良県 生駒市 小明町115-1、2 自然人 1.7 44 0.6 ○ 令和1年8月28日209-18-001 古池 ふるいけ 奈良県 生駒市 小倉寺町486-1、2 自然人 5.0 21 0.5 ○ 令和1年8月26日209-20-024 こんぴら池 こんぴらいけ 奈良県 生駒市 小瀬町888-1、2 自然人 2.0 29 0.9 ○ 令和1年8月12日 ○209-20-023 末谷池 すえだにいけ 奈良県 生駒市 小瀬町879-1、2 自然人 3.1 28 0.6 ○ 令和1年8月12日 ○209-08-093 精治池 せいじいけ 奈良県 生駒市 高山町8416-1、2 自然人 1.0 33 0.6 ○ 令和1年8月20日 ○209-01-081 重箱池 じゅうばこいけ 奈良県 生駒市 高山町82-1、2 自然人 1.7 42 0.4 ○ 令和1年8月27日209-04-227 山駒池 やまこまいけ 奈良県 生駒市 高山町6267-1、2 自然人 2.7 56 0.4 ○ 令和1年8月25日209-04-228 総池 そういけ 奈良県 生駒市 高山町6264-1 自然人 3.0 48 1.1 ○ 令和1年8月25日209-04-231 お池 おいけ 奈良県 生駒市 高山町6253-1、2 自然人 8.5 26 2.0 ○ 令和1年8月26日209-04-229 影子池 かげこいけ 奈良県 生駒市 高山町6252-1、2 自然人 3.8 26 1.1 ○ 令和1年8月25日209-04-024 栄中池 さかえなかいけ 奈良県 生駒市 高山町4994-1、2 自然人 1.8 15 0.5 ○ 令和1年8月23日209-04-022 観音さんの所池 かんのんさんのところいけ 奈良県 生駒市 高山町4982-1、2 自然人 2.7 34 1.1 ○ 令和1年8月23日209-09-108 芦古大池 あしふるおおいけ 奈良県 生駒市 高山町11062-1、2 自然人 2.3 27 0.4 ○ 令和1年8月26日209-05-187 明盤池 みょうばんいけ 奈良県 生駒市 高山町3284-1、2 自然人 2.3 43 0.6 ○ 令和1年8月12日209-05-044 一洋池 かずみいけ 奈良県 生駒市 高山町2470-1、2 自然人 5.0 30 0.9 ○ 令和1年8月16日209-05-026 清津小池 きよつぐこいけ 奈良県 生駒市 高山町2378-1、2 自然人 4.0 29 0.7 ○ 令和1年8月16日209-05-046 三代中池 みつよなかいけ 奈良県 生駒市 高山町2324-1、2 自然人 3.0 27 0.4 ○ 令和1年8月20日209-05-008 利春池 としはるいけ 奈良県 生駒市 高山町2292-1、2 自然人 3.0 27 0.4 ○ 令和1年8月11日209-05-022 ブラシ屋池 ぶらしやいけ 奈良県 生駒市 高山町2150-1、2 自然人 2.0 50 0.7 ○ 令和1年8月16日209-04-002 長兵衛大池 ちょうべいおおいけ 奈良県 生駒市 高山町2019-1・-2 自然人 4.1 52 4.7 ○ 令和1年8月23日209-02-052 成尾池 なるおいけ 奈良県 生駒市 高山町1802-1、2 自然人 3.8 23 0.7 ○ 令和1年8月20日209-02-035 信一下池 しんいちしもいけ 奈良県 生駒市 高山町1669-1、2 自然人 1.9 21 0.3 ○ 令和1年8月25日209-01-073 正彦池 まさひこいけ 奈良県 生駒市 高山町1617-1・2 自然人 3.0 24 0.3 ○ 令和1年8月18日209-02-005 照夫池 てるおいけ 奈良県 生駒市 高山町1648-1、2 自然人 2.2 15 0.3 ○ 令和1年8月23日209-02-001 治男池 はるおいけ 奈良県 生駒市 高山町1647-1、2 自然人 1.5 12 0.5 ○ 令和1年8月27日209-01-034 ひょうたん池 ひょうたんいけ 奈良県 生駒市 高山町1460-1、2 自然人 2.2 49 0.7 ○ 令和1年8月27日209-01-041 弥助大池 やすけおおいけ 奈良県 生駒市 高山町1448-1、2 自然人 2.5 38 1.1 ○ 令和1年8月20日209-01-045 およんぼ池 およんぼいけ 奈良県 生駒市 高山町1357-1、2 自然人 2.6 36 1.1 ○ 令和1年8月20日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-05-270 どんだん池 どんだんいけ 奈良県 生駒市 高山町12249-1、2 自然人 2.5 25 0.5 ○ 令和1年8月24日209-01-024 久夫池 ひさおいけ 奈良県 生駒市 高山町1196-1、2 自然人 2.4 29 0.4 ○ 令和1年8月20日209-01-026 長谷大池 ながたにおおいけ 奈良県 生駒市 高山町1181-1、2 自然人 3.4 21 0.7 ○ 令和1年8月27日209-09-072 治池 おさむいけ 奈良県 生駒市 高山町11275-1、2 自然人 3.0 16 0.4 ○ 令和1年12月1日209-17-039 後谷下池 ごだにしもいけ 奈良県 生駒市 壱分町1046-1 自然人 2.7 32 1.2 ○ 令和1年8月28日209-01-001 保池 やすいけ 奈良県 生駒市 高山町779-1・2 自然人 1.8 15 0.09 ○ 令和1年8月18日209-01-003 源池 げんじいけ 奈良県 生駒市 高山町722-1・2 自然人 1.0 15 0.02 ○ 令和1年8月27日209-01-005 昌池 まさいけ 奈良県 生駒市 高山町1248-1 自然人 不明 13 不明 ○ 令和1年8月18日209-01-006 文池 ふみいけ 奈良県 生駒市 高山町1245-1・2 自然人 2.5 15 0.06 ○ 令和1年8月27日209-01-007 昌文池 まさふみいけ 奈良県 生駒市 高山町1243-1・2 自然人 不明 12 不明 ○ 令和1年8月27日209-01-008 圭佑池 けいすけいけ 奈良県 生駒市 高山町1238-1・2 自然人 1.0 21 0.08 ○ 令和1年10月20日209-01-088 文夫池 ふみおいけ 奈良県 生駒市 高山町877-1・2 自然人 3.0 29 0.06 ○ 令和1年8月18日209-01-009 上武池 かみたけいけ 奈良県 生駒市 高山町1233-1・2 自然人 1.0 22 0.07 ○ 令和1年8月27日209-01-010 善池 ぜんいけ 奈良県 生駒市 高山町1134-1 自然人 0.6 18 0.02 ○ 令和1年8月18日209-01-089 上繁池 かみしげいけ 奈良県 生駒市 高山町1083-1・2 自然人 1.0 11 0.3 ○ 令和1年8月27日209-01-014 長谷の上池 はせのうわいけ 奈良県 生駒市 高山町1211-1・2 自然人 2.1 25 0.1 ○ 令和1年8月18日209-01-015 久池 ひさしいけ 奈良県 生駒市 高山町1280-1・2 自然人 2.8 30 0.2 ○ 令和1年8月23日209-01-017 治水池 はるみいけ 奈良県 生駒市 高山町1287-1・2 自然人 1.7 25 0.06 ○ 令和1年8月27日209-01-090 重池 かさねいけ 奈良県 生駒市 高山町1124-1・2 自然人 1.4 10 0.08 ○ 令和1年8月27日209-01-020 裕池 ゆたかいけ 奈良県 生駒市 高山町1157-1・2 自然人 1.0 10 0.02 ○ 令和1年8月22日209-01-091 榮司宮池 えいじみやいけ 奈良県 生駒市 高山町1115-1・2 自然人 1.1 12 0.01 ○ 令和1年8月22日209-01-021 中池 なかいけ 奈良県 生駒市 高山町1173-1・2 自然人 1.0 11 0.02 ○ 令和1年8月27日209-01-025 峯池 みねいけ 奈良県 生駒市 高山町1180-1・.2 自然人 2.2 23 0.2 ○ 令和1年8月27日209-01-028 よしの池 よしのいけ 奈良県 生駒市 高山町817-1・2 自然人 1.2 12 0.02 ○ 令和1年8月20日209-01-029 辰巳池 たつみいけ 奈良県 生駒市 高山町818-1・2 自然人 2.2 12 0.2 ○ 令和1年8月20日209-01-036 伊之池 いのいけ 奈良県 生駒市 高山町1458-1・2 自然人 2.0 10 0.03 ○ 令和1年10月20日209-01-037 上さかえ池 かみさかえいけ 奈良県 生駒市 高山町1508 自然人 2.0 11 0.05 ○ 令和1年8月22日209-01-038 下さかえ池 しもさかえいけ 奈良県 生駒市 高山町1508 自然人 2.0 13 0.04 ○ 令和1年8月22日209-01-039 道池 みちいけ 奈良県 生駒市 高山町1507-1・2 自然人 1.4 28 0.05 ○ 令和1年8月20日209-01-042 井の池 いのいけ 奈良県 生駒市 高山町1447-1 自然人 1.6 13 0.08 ○ 令和1年8月27日209-01-046 繁池 しげいけ 奈良県 生駒市 高山町1360-1・2 自然人 2.2 33 0.2 ○ 令和1年8月27日209-01-049 武久池 たけひさいけ 奈良県 生駒市 高山町1072-1・2 自然人 2.2 15 0.09 ○ 令和1年8月23日209-01-050 照池 てるいけ 奈良県 生駒市 高山町1069 自然人 1.0 10 0.02 ○ 令和1年8月23日209-01-052 中さかえ池 なかさかえいけ 奈良県 生駒市 高山町1113-1・2 自然人 1.3 24 0.03 ○ 令和1年8月22日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-01-053 久池 ひさいけ 奈良県 生駒市 高山町904-1・2 自然人 1.5 18 0.08 ○ 令和1年8月20日209-01-055 下文池 しもふみいけ 奈良県 生駒市 高山町881 自然人 1.0 10 0.01 ○ 令和1年8月18日209-01-057 勉池 つとむいけ 奈良県 生駒市 高山町387-1・2 自然人 1.7 18 0.03 ○ 令和1年8月19日209-01-058 義池 よしいけ 奈良県 生駒市 高山町640-1・2 自然人 1.0 8.0 0.02 ○ 令和1年8月17日209-01-062 久照池 ひさてるいけ 奈良県 生駒市 高山町428-1・2 自然人 1.8 23 0.09 ○ 令和1年8月23日209-01-063 西谷 にしたに 奈良県 生駒市 高山町607-1・2 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年8月27日209-01-068 圭次池 けいじいけ 奈良県 生駒市 高山町475-1・2 自然人 1.6 18 0.1 ○ 令和1年8月27日209-01-072 宮池 みやいけ 奈良県 生駒市 高山町1609-1・2 自然人 2.2 30 0.2 ○ 令和1年8月23日209-01-078 三角一池 さんかくいちいけ 奈良県 生駒市 高山町1893-1・2 自然人 1.8 47 0.1 ○ 令和1年8月23日209-02-003 八瀬門の池 やせもんのいけ 奈良県 生駒市 高山町1652-1・2 自然人 3.0 28 0.5 ○ 令和1年8月25日209-02-004 森田池 もりたいけ 奈良県 生駒市 高山町1651-1・2 自然人 2.2 17 0.2 ○ 令和1年8月25日209-02-010 森雄池 もりおいけ 奈良県 生駒市 高山町1485-1・2 自然人 2.2 28 0.2 ○ 令和1年6月16日209-02-011 田雄池 たおいけ 奈良県 生駒市 高山町1469-1・2 自然人 2.0 49 0.3 ○ 令和1年6月16日209-02-013 有池 ありいけ 奈良県 生駒市 高山町1661-1 自然人 1.3 19 0.1 ○ 令和1年8月23日209-02-015 薮池 やぶいけ 奈良県 生駒市 高山町1664 自然人 1.8 17 0.08 ○ 令和1年8月27日209-02-017 義三池 ぎぞういけ 奈良県 生駒市 高山町1677-1・2 自然人 1.8 17 0.1 ○ 令和1年8月27日209-02-018 道男池 みちおいけ 奈良県 生駒市 高山町1675-1・2 自然人 1.7 12 0.2 ○ 令和1年8月20日209-02-019 中谷一池 なかたにいちいけ 奈良県 生駒市 高山町1674-1・2 自然人 2.1 16 0.1 ○ 令和1年8月23日209-02-022 石の池 いしのいけ 奈良県 生駒市 高山町1705-1 自然人 2.0 23 0.1 ○ 令和1年8月25日209-02-023 中谷下池 なかたにしもいけ 奈良県 生駒市 高山町1700-1・2 自然人 1.0 13 0.02 ○ 令和1年8月23日209-02-028 かみ武池 かみぶいけ 奈良県 生駒市 高山町1783-1・2 自然人 2.2 16 0.09 ○ 令和1年8月18日209-02-024 治男お池 はるおおいけ 奈良県 生駒市 高山町1716-1・2 自然人 1.2 8.0 0.2 ○ 令和1年8月27日209-02-032 薮三池 やぶさんいけ 奈良県 生駒市 高山町1737-1・2 自然人 1.9 23 0.1 ○ 令和1年8月27日209-02-034 信池 のぶいけ 奈良県 生駒市 高山町1667-1・2 自然人 1.0 12 0.01 ○ 令和1年8月25日209-02-036 信一上池 しんいちうわいけ 奈良県 生駒市 高山町1665-1・2 自然人 3.0 21 0.09 ○ 令和1年8月25日209-02-038 川池 かわいけ 奈良県 生駒市 高山町1490 自然人 2.2 26 0.1 ○ 令和1年8月22日209-02-039 榮池 さかえいけ 奈良県 生駒市 高山町1501-1・2 自然人 2.3 4.1 0.4 ○ 令和1年8月18日209-02-040 東台榮池 ひがしだいさかえいけ 奈良県 生駒市 高山町1498-1・2 自然人 2.1 24 0.06 ○ 令和1年8月18日209-02-043 ヨシヱ池 よしえいけ 奈良県 生駒市 高山町1829-1・2 自然人 2.0 20 0.2 ○ 令和1年8月27日209-02-047 利池 としいけ 奈良県 生駒市 高山町2226-1・2 自然人 1.0 10 0.01 ○ 令和1年8月15日209-02-049 吉川一池 よしかわいちいけ 奈良県 生駒市 高山町1804-1・2 自然人 1.0 16 0.09 ○ 令和1年8月27日209-02-051 成尾薮池 なりおやぶいけ 奈良県 生駒市 高山町1794-1・2 自然人 1.3 17 0.06 ○ 令和1年8月27日209-04-009 丸池 まるいけ 奈良県 生駒市 高山町5002-2 自然人 2.2 11 0.09 ○ 令和1年8月23日209-04-010 栄上池 さかかみいけ 奈良県 生駒市 高山町5000-1・2 自然人 1.8 10 0.2 ○ 令和1年8月23日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-04-011 徳池 とくいけ 奈良県 生駒市 高山町5009-1・2 自然人 0.7 14 0.03 ○ 令和1年8月21日209-04-012 常池 つねいけ 奈良県 生駒市 高山町5004-1・2 自然人 2.5 30 0.5 ○ 令和1年8月23日209-04-013 利治池 としはるいけ 奈良県 生駒市 高山町2043 自然人 2.0 17 0.08 ○ 令和1年8月10日209-04-015 上池 かみいけ 奈良県 生駒市 高山町2055-1・2 自然人 1.0 17 0.02 ○ 令和1年8月11日209-04-017 柳掛池 やながけいけ 奈良県 生駒市 高山町2058 自然人 0.7 12 0.03 ○ 令和1年8月11日209-04-021 つね池 つねいけ 奈良県 生駒市 高山町4983-1・2 自然人 2.5 20 0.3 ○ 令和1年8月23日209-04-026 松池 まついけ 奈良県 生駒市 高山町4998-1・2 自然人 2.0 18 0.2 ○ 令和1年8月21日209-04-028 孝池 たかいけ 奈良県 生駒市 高山町2079-1・2 自然人 1.0 8.0 0.02 ○ 令和1年8月21日209-04-029 尚池 しょういけ 奈良県 生駒市 高山町2081-1・2 自然人 2.0 17 0.1 ○ 令和1年8月21日209-04-032 嘉明池 よしあきいけ 奈良県 生駒市 高山町2087 自然人 1.0 7.0 0.01 ○ 令和1年8月20日209-04-036 上菱池 かみひしいけ 奈良県 生駒市 高山町2091-1（庄田） 自然人 2.2 22 0.2 ○ 令和1年10月15日209-04-039 高池 たかいけ 奈良県 生駒市 高山町13322-1・2 自然人 1.0 9.0 0.02 ○ 令和1年11月29日209-04-040 善一池 ぜんいちいけ 奈良県 生駒市 高山町4962-1・2 自然人 5.5 62 0.8 ○ 令和1年8月23日209-04-052 谷池 たにいけ 奈良県 生駒市 高山町4410-1・2 自然人 1.0 15 0.03 ○ 令和1年8月23日209-04-053 谷信池 たにのぶいけ 奈良県 生駒市 高山町4409-1・2 自然人 2.0 21 0.08 ○ 令和1年8月23日209-04-054 静池 しずいけ 奈良県 生駒市 高山町4407-1 自然人 1.0 10 0.03 ○ 令和1年8月23日209-04-056 信池 しんいけ 奈良県 生駒市 高山町4414 自然人 2.2 25 0.2 ○ 令和1年8月23日209-04-057 村信池 そんしんいけ 奈良県 生駒市 高山町4413 自然人 1.0 11 0.03 ○ 令和1年8月23日209-04-058 清池 きよしいけ 奈良県 生駒市 高山町4422-1・2 自然人 1.0 12 0.02 ○ 令和1年8月23日209-04-060 丹後池 たんごいけ 奈良県 生駒市 高山町5150-9・10 自然人 1.0 10 0.03 ○ 令和1年8月27日209-04-061 信一池 しんいちいけ 奈良県 生駒市 高山町5147-14 自然人 4.6 20 0.2 ○ 令和1年8月20日209-04-064 嘉男池 よしおいけ 奈良県 生駒市 高山町4072-1・2 自然人 1.0 7.0 0.01 ○ 令和1年8月16日209-04-066 平池 たいらいけ 奈良県 生駒市 高山町4070-1 自然人 1.0 11 0.02 ○ 令和1年8月17日209-04-068 しのぶ池 しのぶいけ 奈良県 生駒市 高山町4101 自然人 1.0 12 0.03 ○ 令和1年8月16日209-04-075 博池 ひろいけ 奈良県 生駒市 高山町5213-1・2 自然人 2.2 15 0.1 ○ 令和1年10月30日209-04-077 稲田池 いなだいけ 奈良県 生駒市 高山町5237-4 自然人 1.0 7.0 0.01 ○ 令和1年8月21日209-04-079 兵二池 へいじいけ 奈良県 生駒市 高山町4287 自然人 1.0 20 0.03 ○ 令和1年8月17日209-04-080 博常池 ひろつねいけ 奈良県 生駒市 高山町5216-1・2 自然人 1.0 14 0.03 ○ 令和1年8月23日209-04-082 正徳池 しょうとくいけ 奈良県 生駒市 高山町5256-1・2 自然人 1.3 24 0.2 ○ 令和1年8月3日209-04-083 梅池 うめいけ 奈良県 生駒市 高山町5324 自然人 2.0 25 0.08 ○ 令和1年8月23日209-04-084 おおきた池 おおきたいけ 奈良県 生駒市 高山町5227-3・4 自然人 3.8 45 0.5 ○ 令和1年8月20日209-04-085 正茂池 まさしげいけ 奈良県 生駒市 高山町5372-1・2 自然人 1.9 38 0.3 ○ 令和1年8月20日209-04-087 おびろ谷村池 おびろたにむらいけ 奈良県 生駒市 高山町5385-3 自然人 2.0 17 0.1 ○ 令和1年8月24日209-04-088 竜王谷池 りゅうおうだにいけ 奈良県 生駒市 高山町5246-2・3 自然人 4.4 33 1.7 ○ 令和1年8月2日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-04-089 南池 みなみいけ 奈良県 生駒市 高山町5400-2 自然人 4.5 20 0.7 ○ 令和1年8月24日209-04-092 君朗池 きみろういけ 奈良県 生駒市 高山町3854 自然人 1.0 11 0.03 ○ 令和1年8月25日209-04-093 南谷池 みなみたにいけ 奈良県 生駒市 高山町5402-1・2 自然人 2.5 26 0.3 ○ 令和1年10月20日209-04-094 正池 ただしいけ 奈良県 生駒市 高山町13446-1 自然人 2.8 32 0.9 ○ 令和1年8月20日209-04-101 純弘池 すみひろいけ 奈良県 生駒市 高山町3417-1・2 自然人 2.5 26 0.3 ○ 令和1年8月22日209-04-103 純池 じゅんいけ 奈良県 生駒市 高山町3418-1・2 自然人 1.0 10 0.02 ○ 令和1年8月22日209-04-104 山一池 やまいちいけ 奈良県 生駒市 高山町3712-1・2 自然人 1.0 11 0.02 ○ 令和1年8月18日209-04-105 ヒサ池 ひさいけ 奈良県 生駒市 高山町3642-1・2 自然人 1.0 11 0.03 ○ 令和1年8月20日209-04-107 辻本池 つじもといけ 奈良県 生駒市 高山町5556-1・2 自然人 2.5 30 0.4 ○ 令和1年8月4日 ○209-04-232 保小池 たもつこいけ 奈良県 生駒市 高山町3882-1・2 自然人 1.6 17 0.05 ○ 令和1年9月18日209-04-117 いなだ池 いなだいけ 奈良県 生駒市 高山町5418-1・2 自然人 3.0 17 0.3 ○ 令和1年8月4日209-04-119 稲池 いねいけ 奈良県 生駒市 高山町5419-1・2 自然人 1.0 16 0.03 ○ 令和1年8月4日209-04-120 正池 ただしいけ 奈良県 生駒市 高山町5417-1・2 自然人 2.0 21 0.1 ○ 令和1年8月4日209-04-121 均池 ひとしいけ 奈良県 生駒市 高山町3363-1 自然人 0.5 13 0.01 ○ 令和1年8月16日209-04-126 和田池 わだいけ 奈良県 生駒市 高山町6227-1 自然人 1.5 25 0.1 ○ 令和1年8月25日209-04-127 尾山池（空池） おやまいけ 奈良県 生駒市 高山町3442-1・2 自然人 1.0 12 0.03 ○ 令和1年8月17日209-04-128 ぼた池 ぼたいけ 奈良県 生駒市 高山町5895-1・2 自然人 3.0 21 0.07 ○ 令和1年8月15日209-04-131 谷村池 たにむらいけ 奈良県 生駒市 高山町3475-1・2 自然人 1.0 9.0 0.02 ○ 令和1年8月28日209-04-133 貞好池 さだよしいけ 奈良県 生駒市 高山町3499-1・2 自然人 2.0 19 0.1 ○ 令和1年8月25日209-04-137 ひろし池 ひろしいけ 奈良県 生駒市 高山町3639-1・2 自然人 3.0 18 0.1 ○ 令和1年8月17日209-04-140 敬治池 けいじいけ 奈良県 生駒市 高山町3480-1・2 自然人 2.0 14 0.1 ○ 令和1年8月25日209-04-152 平池 ひらいけ 奈良県 生駒市 高山町3593-1・2 自然人 2.0 17 0.08 ○ 令和1年12月10日209-04-153 井池 いどいけ 奈良県 生駒市 高山町5937-1・2 自然人 5.0 27 0.2 ○ 令和1年8月26日209-04-154 かつお池 かつおいけ 奈良県 生駒市 高山町5732-1・2 自然人 2.2 27 0.2 ○ 令和1年8月4日209-04-155 加都池 かついけ 奈良県 生駒市 高山町13483-1 自然人 2.2 34 0.2 ○ 令和1年8月4日209-04-156 藪雄池 やぶおいけ 奈良県 生駒市 高山町5736-1・2 自然人 2.2 22 0.1 ○ 令和1年8月4日209-04-157 藪内池 やぶうちいけ 奈良県 生駒市 高山町5738-1・2 自然人 1.0 14 0.03 ○ 令和1年8月4日209-04-158 藪池 やぶいけ 奈良県 生駒市 高山町5743-1・2 自然人 1.0 13 0.01 ○ 令和1年8月4日209-04-160 雄池 ゆういけ 奈良県 生駒市 高山町5750-1・2 自然人 1.0 13 0.02 ○ 令和1年8月4日209-04-162 春池 しゅんいけ 奈良県 生駒市 高山町5770-1・2 自然人 1.3 20 0.09 ○ 令和1年8月24日209-04-166 幸池 ゆきいけ 奈良県 生駒市 高山町5869-1・2 自然人 1.1 17 0.08 ○ 令和1年8月28日209-04-173 白水池 しろみずいけ 奈良県 生駒市 高山町5457-1・2 自然人 1.5 38 0.2 ○ 令和1年8月4日209-04-192 岩松池 いわまついけ 奈良県 生駒市 高山町14127-1・2 自然人 1.8 41 0.5 ○ 令和1年8月27日209-04-193 中田池 なかたいけ 奈良県 生駒市 高山町12755-1・2 自然人 1.0 6.0 0.02 ○ 令和1年8月5日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-04-194 久雄池 ひさおいけ 奈良県 生駒市 高山町14121-1・2 自然人 1.1 23 0.01 ○ 令和1年8月5日209-04-195 治子池 はるこいけ 奈良県 生駒市 高山町12808-1・2 自然人 0.7 15 0.01 ○ 令和1年8月5日209-04-196 中久池 なかひさいけ 奈良県 生駒市 高山町12760 自然人 1.0 8.0 0.02 ○ 令和1年8月5日209-04-197 好昭池 よしあきいけ 奈良県 生駒市 高山町12774-1・2 自然人 1.1 24 0.04 ○ 令和1年8月5日209-04-203 中田庄池 なかたしょういけ 奈良県 生駒市 高山町12731-5・6 自然人 1.0 25 0.04 ○ 令和1年8月12日209-04-205 中田忠池 なかたただしいけ 奈良県 生駒市 高山町12716 自然人 1.0 12 0.02 ○ 令和1年8月6日209-04-206 中田岩池 なかたいわいけ 奈良県 生駒市 高山町12717-1・2 自然人 1.5 16 0.1 ○ 令和1年8月26日209-04-207 中田松池 なかたまついけ 奈良県 生駒市 高山町12715 自然人 1.0 10 0.03 ○ 令和1年8月26日209-04-208 中田岩松池 なかたいわまついけ 奈良県 生駒市 高山町12708 自然人 1.0 11 0.02 ○ 令和1年8月26日209-04-210 中田久池 なかたひさいけ 奈良県 生駒市 高山町3531-1・2 自然人 2.0 2.2 0.09 ○ 令和1年8月5日209-04-217 影池 かげいけ 奈良県 生駒市 高山町13551-1・2 自然人 1.0 20 0.01 ○ 令和1年8月25日209-04-219 影林池 かげばやしいけ 奈良県 生駒市 高山町6321-1 自然人 1.9 35 0.10 ○ 令和1年8月25日209-04-220 影洋池 かげひろいけ 奈良県 生駒市 高山町6319 自然人 2.0 19 0.1 ○ 令和1年8月25日209-04-224 影一池 かげいちいけ 奈良県 生駒市 高山町6307-1・2 自然人 1.0 12 0.02 ○ 令和1年8月25日209-04-226 いちろう池 いちろういけ 奈良県 生駒市 高山町6234 自然人 1.3 11 0.04 ○ 令和1年8月26日209-04-116 あまん池 あまんいけ 奈良県 生駒市 高山町5412-1・2 自然人 3.0 15 0.4 ○ 令和1年10月15日209-04-161 善池 ぜんいけ 奈良県 生駒市 高山町5756-1・2 自然人 0.3 32 0.1 ○ 令和1年8月24日209-05-001 岩前池 いわまえいけ 奈良県 生駒市 高山町2264-1・2 自然人 3.0 50 0.2 ○ 令和1年8月12日209-05-002 枝池 えだいけ 奈良県 生駒市 高山町2559-1・2 自然人 0.7 31 0.03 ○ 令和1年8月16日209-05-007 酒池 さかいけ 奈良県 生駒市 高山町2290-1・2 自然人 1.8 27 0.2 ○ 令和1年10月7日209-05-010 かま池 かまいけ 奈良県 生駒市 高山町2188-1・2 自然人 2.8 45 0.8 ○ 令和1年8月18日209-05-012 三代池 みよいけ 奈良県 生駒市 高山町13050-1・2 自然人 1.0 11 0.02 ○ 令和1年8月20日209-05-013 清司池 きよしいけ 奈良県 生駒市 高山町2330-1・2 自然人 3.0 14 0.05 ○ 令和1年8月17日209-05-017 有山清律池 ありやまきよのぶ 奈良県 生駒市 高山町2161 自然人 2.0 20 0.09 ○ 令和1年8月16日209-05-018 亮一池 りょういちいけ 奈良県 生駒市 高山町2020-1・2 自然人 3.6 30 0.4 ○ 令和1年8月10日209-05-021 有山肇池 ありやまはじむいけ 奈良県 生駒市 高山町13027 自然人 1.0 6.0 0.01 ○ 令和1年8月16日209-05-029 菱田池 ひしだいけ 奈良県 生駒市 高山町2112-1・2 自然人 1.8 26 0.09 ○ 令和1年8月16日209-05-030 清五郎池 せいごろういけ 奈良県 生駒市 高山町4041-1・2 自然人 2.2 24 0.1 ○ 令和1年8月23日209-05-032 定一池 さだいちいけ 奈良県 生駒市 高山町4032-1・2 自然人 1.0 1.7 0.03 ○ 令和1年12月3日209-05-034 寛池 ひろしいけ 奈良県 生駒市 高山町2482-1・2 自然人 5.0 17 0.5 ○ 令和1年8月18日209-05-038 尾山一池 おやまかずいけ 奈良県 生駒市 高山町2461-1・2 自然人 1.0 5.0 0.01 ○ 令和1年8月11日209-05-041 高木重池 たかぎしげいけ 奈良県 生駒市 高山町2537-1・2 自然人 1.0 11 0.03 ○ 令和1年8月24日209-05-042 高木池 たかぎいけ 奈良県 生駒市 高山町2531-1・2 自然人 3.0 31 0.3 ○ 令和1年8月24日209-05-043 母田池 ぼたいけ 奈良県 生駒市 上町2473-1・2 自然人 4.3 21 0.3 ○ 令和1年10月18日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-05-045 一洋上池 かずみうわいけ 奈良県 生駒市 高山町2469-1・2 自然人 7.0 35 0.2 ○ 令和1年8月16日209-05-047 三代上池 みつようわいけ 奈良県 生駒市 高山町2322-1・2 自然人 1.6 19 0.4 ○ 令和1年8月20日209-05-054 正勝池 まさかついけ 奈良県 生駒市 高山町2548-1・2 自然人 2.0 10 0.1 ○ 令和1年8月20日209-05-056 中岡池 なかおかいけ 奈良県 生駒市 高山町2544-1・2 自然人 1.4 14 0.1 ○ 令和1年8月21日209-05-058 豊一池 とよかじいけ 奈良県 生駒市 高山町13075-1・2 自然人 1.0 10 0.02 ○ 令和1年8月18日209-05-059 豊池 とよいけ 奈良県 生駒市 高山町2562-1・2 自然人 4.1 38 0.6 ○ 令和1年8月18日209-05-062 太平池 たへいいけ 奈良県 生駒市 高山町2566-1・2 自然人 1.9 18 0.07 ○ 令和1年8月22日209-05-063 仁池 にいけ 奈良県 生駒市 高山町2570-1・2 自然人 2.3 15 0.1 ○ 令和1年8月17日209-05-065 重治池 しげはるいけ 奈良県 生駒市 高山町2580-1・2 自然人 2.5 30 0.3 ○ 令和1年8月24日209-05-068 吉川二池 よしかわにいけ 奈良県 生駒市 高山町2186-1・2 自然人 0.7 6.0 0.02 ○ 令和1年8月15日209-05-069 重次郎池 じゅうじろういけ 奈良県 生駒市 高山町2525-1・2 自然人 1.0 10 0.02 ○ 令和1年8月18日209-05-072 勝池 まさるいけ 奈良県 生駒市 高山町2592-1・2 自然人 3.0 34 0.2 ○ 令和1年8月20日209-05-079 吉雄大池 よしおおおいけ 奈良県 生駒市 高山町2680-1・2 自然人 3.1 34 0.5 ○ 令和1年8月16日209-05-082 重治上池 しげはるうわいけ 奈良県 生駒市 高山町2666-1・2 自然人 2.4 10 0.04 ○ 令和1年8月24日209-05-292 重一池 しげかずいけ 奈良県 生駒市 高山町4001-1・2 自然人 0.7 16 0.1 ○ 令和1年8月18日209-05-118 椛屋池 こうやいけ 奈良県 生駒市 高山町2953-1・2 自然人 2.5 38 0.8 ○ 令和1年8月13日209-05-083 重治下池 しげはるしもいけ 奈良県 生駒市 高山町2642-1 自然人 1.5 17 0.08 ○ 令和1年8月24日209-05-103 清一大池 せいいちおおいけ 奈良県 生駒市 高山町2948-1・2 自然人 3.5 36 0.2 ○ 令和1年8月27日209-05-289 清一小池 せいいちこいけ 奈良県 生駒市 高山町2946-1・2 自然人 3.0 16 0.06 ○ 令和1年8月27日209-05-086 光池 みついけ 奈良県 生駒市 高山町3991 自然人 1.0 35 0.1 ○ 令和1年8月11日209-05-087 君池 きみいけ 奈良県 生駒市 高山町13099 自然人 1.0 10 0.02 ○ 令和1年8月25日209-05-100 裕之池 ひろゆきいけ 奈良県 生駒市 高山町3028 自然人 1.0 6.0 0.01 ○ 令和1年8月22日209-05-290 ひし池 ひしいけ 奈良県 生駒市 高山町3081-1・2 自然人 0.3 16 0.03 ○ 令和1年8月21日209-05-119 吉博池 よしひろいけ 奈良県 生駒市 高山町3326-12 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年8月27日209-05-122 武池 たけしいけ 奈良県 生駒市 高山町2785-1・2 自然人 2.0 16 0.1 ○ 令和1年8月21日209-05-131 久一池 ひさかずいけ 奈良県 生駒市 高山町3919-1・2 自然人 1.0 14 0.02 ○ 令和1年8月21日209-05-133 美池 うつくしいけ 奈良県 生駒市 高山町3220-1・2 自然人 1.0 9.0 0.02 ○ 令和1年8月6日209-05-134 東池 あずまいけ 奈良県 生駒市 高山町3221-1・2 自然人 1.0 10 0.02 ○ 令和1年8月6日209-05-135 美の池 みのいけ 奈良県 生駒市 高山町3222-1・2 自然人 1.0 9.0 0.01 ○ 令和1年8月6日209-05-142 政治池 まさはるいけ 奈良県 生駒市 高山町3882-1・2 自然人 1.0 9.0 0.02 ○ 令和1年8月13日209-05-149 一郎池 いちろういけ 奈良県 生駒市 高山町3085 自然人 0.9 15 0.03 ○ 令和1年8月21日209-05-150 中ちゃん池 なかちゃんいけ 奈良県 生駒市 高山町12317-1・2 自然人 1.0 12 0.02 ○ 令和1年8月23日209-05-157 川辺池 かわべいけ 奈良県 生駒市 高山町3100-1・2 自然人 1.0 18 0.06 ○ 令和1年8月21日209-05-169 恵池 けいいけ 奈良県 生駒市 高山町3097-2・3 自然人 1.2 20 0.10 ○ 令和1年8月21日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-05-170 恵美池 めぐみいけ 奈良県 生駒市 高山町3094-1 自然人 1.6 25 0.08 ○ 令和1年8月21日209-05-178 岩池（いけの内）,ミノ原 いわいけ 奈良県 生駒市 高山町3186-1・2 自然人 1.0 21 0.05 ○ 令和1年8月21日209-05-190 有彦池 ありひこいけ 奈良県 生駒市 高山町3311-1・2 自然人 1.0 12 0.03 ○ 令和1年8月25日209-05-204 音池 おといけ 奈良県 生駒市 高山町12051-1・2 自然人 2.6 22 0.2 ○ 令和1年8月28日209-05-218 岩治郎池 いわじろういけ 奈良県 生駒市 高山町14147-1・2 自然人 2.0 14 0.1 ○ 令和1年10月9日209-05-219 田治郎池 たじろういけ 奈良県 生駒市 高山町14146-1・2 自然人 1.0 10 0.02 ○ 令和1年10月9日209-05-223 中治郎池 なかじろういけ 奈良県 生駒市 高山町3255-1 自然人 1.0 9.0 0.01 ○ 令和1年8月12日209-05-229 喜英池 よしひでいけ 奈良県 生駒市 高山町3266-1・2 自然人 2.5 40 0.5 ○ 令和1年8月23日209-05-239 井藤池 いとういけ 奈良県 生駒市 高山町14138-1・2 自然人 2.2 15 0.1 ○ 令和1年8月26日209-05-255 中村ノ池 なかむらのいけ 奈良県 生駒市 高山町11886-1・2 自然人 2.2 60 2.5 ○ 令和1年8月26日209-05-259 注蓮柿池 しめがきいけ 奈良県 生駒市 高山町12068-1・2 自然人 1.8 45 1.3 ○ 令和1年8月26日209-05-268 長谷次池 はせじいけ 奈良県 生駒市 高山町12239 自然人 1.2 19 0.03 ○ 令和1年8月25日209-05-271 すんちゃん池 すんちゃんいけ 奈良県 生駒市 高山町14137-1 自然人 3.1 20 0.3 ○ 令和1年8月26日209-05-272 とおい池 とおいけ 奈良県 生駒市 高山町12838-1 自然人 3.4 14 0.2 ○ 令和1年8月26日209-05-282 藤池 ふじいけ 奈良県 生駒市 高山町12839 自然人 1.0 15 0.02 ○ 令和1年8月26日209-05-283 長谷池 ながだんいけ 奈良県 生駒市 高山町14133-1・2 自然人 3.0 34 0.2 ○ 令和1年8月10日209-05-088 正文池 まさふみいけ 奈良県 生駒市 高山町2906-1・2 自然人 1.0 10 0.03 ○ 令和1年8月22日209-05-097 冨田池 とみたいけ 奈良県 生駒市 高山町13117-1・2 自然人 2.0 20 0.1 ○ 令和1年8月22日209-05-273 久保池 くぼいけ 奈良県 生駒市 高山町12834-1・2（久保） 自然人 1.0 8.0 0.02 ○ 令和1年10月15日209-05-274 久保下池 くぼしもいけ 奈良県 生駒市 高山町12833-1・2（大北） 自然人 2.0 14 0.1 ○ 令和1年10月15日209-05-275 篤池 あついけ 奈良県 生駒市 高山町12831-1・2（久保） 自然人 2.2 16 0.2 ○ 令和1年10月15日209-07-008 みのくち谷池 みのくちたにいけ 奈良県 生駒市 北田原町1300-1・2 自然人 3.4 19 0.5 ○ 令和1年12月18日209-07-009 上尾池 うえおいけ 奈良県 生駒市 北田原町1332-1・2 自然人 1.4 7.0 0.03 ○ 令和1年10月30日209-07-011 中池 なかいけ 奈良県 生駒市 北田原町1529-2・3 自然人 1.0 10 0.02 ○ 令和1年10月30日209-07-012 大手山池 おおてやまいけ 奈良県 生駒市 北田原町1490-1・2 自然人 0.9 18 0.08 ○ 令和1年11月22日209-07-014 古新池 ふるしんいけ 奈良県 生駒市 北田原町1475-1・2 自然人 3.0 33 0.5 ○ 令和1年11月22日209-07-015 新池 しんいけ 奈良県 生駒市 北田原町1473-1・2 自然人 2.1 30 0.8 ○ 令和1年11月22日209-07-017 がいごろう池 がいごろういけ 奈良県 生駒市 北田原町1895-1・2 自然人 4.1 14 0.2 ○ 令和1年11月22日209-07-020 墓下池 はかしたいけ 奈良県 生駒市 北田原町2000-1・2 自然人 3.0 14 0.09 ○ 令和1年11月22日209-08-008 しげる池 しげるいけ 奈良県 生駒市 高山町6381-1・2 自然人 3.0 15 0.08 ○ 令和1年8月15日209-08-012 林池 はやしいけ 奈良県 生駒市 北田原町987-4・5 自然人 2.4 13 0.08 ○ 令和1年10月30日209-08-020 力池 りきいけ 奈良県 生駒市 高山町12644 自然人 1.0 15 0.02 ○ 令和1年8月3日209-08-025 らくし池 らくしいけ 奈良県 生駒市 高山町6704 宗教法人法樂寺 3.4 33 0.2 ○ 令和1年8月20日209-08-033 三月池 みかづきいけ 奈良県 生駒市 高山町10815(久保) 自然人 2.0 31 0.01 ○ 令和1年10月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-08-038 樂池 らくいけ 奈良県 生駒市 高山町6791(久保) 宗教法人法樂寺 1.0 11 0.02 ○ 令和1年10月5日209-08-039 政信池 まさのぶいけ 奈良県 生駒市 高山町6839-1・2（久保） 自然人 2.0 12 0.1 ○ 令和1年10月15日209-08-041 田中北池 たなかきたいけ 奈良県 生駒市 高山町6864-1・2（久保） 自然人 3.0 5.0 0.1 ○ 令和1年10月15日209-08-044 弘池 こういけ 奈良県 生駒市 高山町6889-1・2（久保） 自然人 1.8 12 0.06 ○ 令和1年10月15日209-08-045 勇池 いさおいけ 奈良県 生駒市 高山町6892-1・2（久保） 自然人 1.9 32 0.1 ○ 令和1年10月15日209-08-047 久野池 ひさのいけ 奈良県 生駒市 高山町6901（久保） 自然人 1.5 16 0.3 ○ 令和1年10月15日209-08-048 実池 みのるいけ 奈良県 生駒市 高山町6870-1・2（久保） 自然人 3.0 17 0.2 ○ 令和1年10月15日209-08-058 ときこ池 ときこいけ 奈良県 生駒市 高山町7019-1・2 自然人 3.2 15 0.1 ○ 令和1年8月17日209-08-059 ときこお池 ときこおいけ 奈良県 生駒市 高山町7022-1・2 自然人 3.0 38 0.2 ○ 令和1年8月17日209-08-061 稲本池 いなもといけ 奈良県 生駒市 高山町6875-1・2（久保） 自然人 1.2 19 0.04 ○ 令和1年10月15日209-08-062 垣乃池 かきのいけ 奈良県 生駒市 高山町6877-1・2（久保） 自然人 1.6 28 0.06 ○ 令和1年10月15日209-08-069 和助池 かずすけいけ 奈良県 生駒市 高山町7105-1・2 自然人 1.9 20 0.2 ○ 令和1年8月24日209-08-077 勘一池 かんいちいけ 奈良県 生駒市 高山町7131-1・2 自然人 3.2 19 0.3 ○ 令和1年8月26日209-08-082 梅一池 うめかずいけ 奈良県 生駒市 北田原町1586-4 自然人 2.8 16 0.2 ○ 令和1年10月30日209-08-083 民子池 たみこいけ 奈良県 生駒市 北田原町1848-4 自然人 1.0 11 0.02 ○ 令和1年10月30日209-08-085 敏雄池 としおいけ 奈良県 生駒市 北田原町1849-2・3 自然人 2.2 16 0.10 ○ 令和1年10月30日209-08-086 勝巳池 かつみいけ 奈良県 生駒市 北田原町1580 自然人 1.5 42 0.7 ○ 令和1年10月30日209-08-087 成和池 なりかずいけ 奈良県 生駒市 北田原町1860-1・2 自然人 1.0 11 0.02 ○ 令和1年10月30日209-08-095 よしのり池 よしのりいけ 奈良県 生駒市 高山町8389-1・2 自然人 1.0 15 不明 ○ 令和1年8月26日209-08-097 山中池 やまなかいけ 奈良県 生駒市 高山町8342-1・2 自然人 1.0 10 0.03 ○ 令和1年8月26日209-08-099 みつ池 みついけ 奈良県 生駒市 高山町7209-1・2 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年8月24日209-08-100 森池 もりいけ 奈良県 生駒市 高山町7208-1・2 自然人 1.0 13 0.02 ○ 令和1年8月24日209-08-103 森こ池 もりこいけ 奈良県 生駒市 高山町7214-1・2 自然人 1.6 25 0.2 ○ 令和1年8月24日209-08-108 関電池 かんでんいけ 奈良県 生駒市 高山町1785-1 自然人 2.2 20 0.2 ○ 令和1年10月30日209-08-109 宏次池 ひろつぐいけ 奈良県 生駒市 北田原町2398-3・4 自然人 2.5 43 0.4 ○ 令和1年10月30日209-08-110 林大池 はやしおおいけ 奈良県 生駒市 北田原町2431-1・2 自然人 1.3 22 0.3 ○ 令和1年10月30日209-08-112 秀池 ひでいけ 奈良県 生駒市 北田原町2757-1・2 自然人 2.0 17 0.05 ○ 令和1年10月30日209-08-113 扇池 おおぎいけ 奈良県 生駒市 北田原町2318-1・2 自然人 2.2 21 0.2 ○ 令和1年10月30日209-08-114 桑池 くわいけ 奈良県 生駒市 北田原町2325-1・2 自然人 1.0 10 0.02 ○ 令和1年10月30日209-08-115 芋山池 いもやまいけ 奈良県 生駒市 北田原町2324-1・2 自然人 2.2 25 0.2 ○ 令和1年10月30日209-08-116 秀行池 ひでゆきいけ 奈良県 生駒市 北田原町2329-1・2 自然人 3.0 26 0.2 ○ 令和1年10月30日209-08-118 新下池 あたらししもいけ 奈良県 生駒市 北田原町2342-1・2 自然人 2.2 17 0.2 ○ 令和1年10月30日209-08-119 宗池 そういけ 奈良県 生駒市 北田原町2392-1・2 自然人 1.9 16 0.2 ○ 令和1年10月30日209-08-123 西光寺池 さいこうじいけ 奈良県 生駒市 高山町7790-1（芝） 自然人 1.6 27 0.08 ○ 令和1年10月5日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-08-124 西向池 にしむかいいけ 奈良県 生駒市 高山町7683-1・2 自然人 1.0 12 0.05 ○ 令和1年8月24日209-08-126 義一池 よしかずいけ 奈良県 生駒市 高山町7540-1・2 自然人 1.0 28 0.03 ○ 令和1年8月20日209-08-129 いち池 いちいけ 奈良県 生駒市 高山町7508-2 自然人 3.0 14 0.05 ○ 令和1年8月20日209-08-130 友春池 ともはるいけ 奈良県 生駒市 高山町7503-1・2 自然人 2.0 20 0.05 ○ 令和1年8月20日209-08-131 表池 おもていけ 奈良県 生駒市 高山町7515-1・2 自然人 1.8 34 0.1 ○ 令和1年8月26日209-08-132 助和池 すけかずいけ 奈良県 生駒市 高山町7523-1・2 自然人 2.0 15 0.05 ○ 令和1年8月20日209-08-133 俵池 たわらいけ 奈良県 生駒市 高山町7524-1 自然人 2.0 15 0.05 ○ 令和1年8月20日209-08-138 柴池 しばいけ 奈良県 生駒市 高山町8140-1・2 自然人 2.0 10 不明 ○ 令和1年11月30日209-08-139 山田池 やまだいけ 奈良県 生駒市 高山町8059-1・2 自然人 1.3 13 0.03 ○ 令和1年8月29日209-08-140 阿部池 あべいけ 奈良県 生駒市 高山町8057-1・2 自然人 1.5 27 0.08 ○ 令和1年8月29日209-08-141 土井池 どいいけ 奈良県 生駒市 高山町8061-1 自然人 1.1 21 0.10 ○ 令和1年8月29日209-08-144 樋池 ひいけ 奈良県 生駒市 高山町8036-1 自然人 4.5 73 不明 ○ 令和1年8月30日209-08-145 久之池 ひさのいけ 奈良県 生駒市 高山町7940-1・2 自然人 1.2 9.0 0.06 ○ 令和1年8月30日209-08-148 山久池 やまひさいけ 奈良県 生駒市 高山町7943-1・2 自然人 2.5 9.0 0.5 ○ 令和1年8月30日209-08-149 木村池 きむらいけ 奈良県 生駒市 高山町7864-1・2 自然人 1.3 28 0.2 ○ 令和1年8月25日209-08-151 善池 よしいけ 奈良県 生駒市 上町3444-1・2 近畿日本鉄道株式会社 3.8 32 0.1 ○ 令和1年12月23日209-08-156 勇お池 いさむおいけ 奈良県 生駒市 上町3447-1・2 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年8月30日209-08-157 勇池 いさむいけ 奈良県 生駒市 上町3445-1・2 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年8月30日209-08-160 渋谷池 しぶたにいけ 奈良県 生駒市 高山町12654-1・2 自然人 1.7 16 0.01 ○ 令和1年8月3日209-08-167 治雄池 はるおいけ 奈良県 生駒市 上町3477-1・2 近畿日本鉄道株式会社 2.2 9.0 0.05 ○ 令和1年12月23日209-08-168 藤池 ふじいけ 奈良県 生駒市 上町3478-1・2 近畿日本鉄道株式会社 1.7 8.0 0.07 ○ 令和1年12月23日209-08-169 田池 たいけ 奈良県 生駒市 上町3481-1・2 近畿日本鉄道株式会社 2.5 9.0 0.2 ○ 令和1年12月23日209-08-170 治池 はるいけ 奈良県 生駒市 上町3475-1・2 近畿日本鉄道株式会社 2.5 20 0.1 ○ 令和1年12月23日209-08-180 岩下池 いわしたいけ 奈良県 生駒市 南田原町306-1・2 自然人 0.8 23 0.2 ○ 令和1年8月27日209-08-125 修二池 しゅうじいけ 奈良県 生駒市 高山町7552-1・2 自然人 1.5 10 0.1 ○ 令和1年8月16日209-08-179 鳥見浦本池 とりみうらほんいけ 奈良県 生駒市 南田原町310-1・2 自然人 4.5 23 5.6 ○ 令和1年8月8日 ○209-08-181 鳥見浦中池 とりみうらなかいけ 奈良県 生駒市 南田原町2381 自然人 3.3 27 0.8 ○ 令和1年8月8日209-08-233 頼長池 よりながいけ 奈良県 生駒市 高山町7535-1・2 自然人 3.0 7.0 0.1 ○ 令和1年8月16日209-08-309 野池 のいけ 奈良県 生駒市 高山町8261-1・2 自然人 0.7 12 0.03 ○ 令和1年8月25日209-08-310 中山三池 なかやまさんいけ 奈良県 生駒市 高山町7265-1・2 自然人 不明 23 不明 ○ 令和1年8月11日209-08-321 尾一池 おいちいけ 奈良県 生駒市 高山町7807-1・2 自然人 1.7 21 0.08 ○ 令和1年8月30日209-08-128 植田池 うえだいけ 奈良県 生駒市 高山町7500-1・2 自然人 1.0 9.0 0.02 ○ 令和1年8月16日209-09-013 道浩池 みちひろいけ 奈良県 生駒市 高山町11254-1・2 自然人 1.6 27 0.1 ○ 令和1年10月23日209-09-015 佳史池 よしふみいけ 奈良県 生駒市 高山町11545-1・2（久保） 自然人 1.4 18 0.04 ○ 令和1年10月16日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-09-018 おやま池 おやまいけ 奈良県 生駒市 高山町11543-1・2（久保） 自然人 3.0 8.0 0.09 ○ 令和1年10月16日209-09-022 良池 よしいけ 奈良県 生駒市 高山町11312-1・2 自然人 2.2 28 0.1 ○ 令和1年10月22日209-09-032 次池 つぐいけ 奈良県 生駒市 高山町13946-1・2 自然人 3.0 20 0.4 ○ 令和1年8月25日209-09-047 芦古小池 あしふるこいけ 奈良県 生駒市 高山町11078-1・2 自然人 1.0 21 0.02 ○ 令和1年8月26日209-09-048 利子池 としこいけ 奈良県 生駒市 高山町11056-1・2 自然人 1.2 22 0.04 ○ 令和1年8月26日209-09-049 留池 とめいけ 奈良県 生駒市 生駒市高山町11052-1・2 自然人 1.6 14 0.04 ○ 令和1年8月23日 ○209-09-069 浩池 ひろしいけ 奈良県 生駒市 高山町11249-1・2 自然人 3.0 66 0.5 ○ 令和1年10月23日209-09-080 治雄上池 はるおうわいけ 奈良県 生駒市 高山町11118-1・2 自然人 0.7 8.0 0.02 ○ 令和1年8月23日209-09-081 治雄下池 はるおしもいけ 奈良県 生駒市 高山町11117-1・2 自然人 1.5 6.0 0.05 ○ 令和1年8月23日209-09-082 中の谷池 なかのたにいけ 奈良県 生駒市 高山町11108-1・2 自然人 2.2 14 0.1 ○ 令和1年8月23日209-09-083 治雄中池 はるおなかいけ 奈良県 生駒市 高山町11112-1 自然人 1.1 20 0.04 ○ 令和1年8月23日209-09-087 亀池 かめいけ 奈良県 生駒市 高山町10461-1・2 自然人 3.0 7.0 0.2 ○ 令和1年8月23日209-09-095 松治池 まつはるいけ 奈良県 生駒市 高山町10497-1・2（久保） 自然人 1.8 15 0.09 ○ 令和1年10月28日209-09-098 中谷上池 なかたにうわいけ 奈良県 生駒市 高山町11105-1・2 自然人 2.2 16 0.1 ○ 令和1年8月23日209-09-101 天枝池 たかえいけ 奈良県 生駒市 高山町10603-1,2 自然人 1.6 19 0.06 ○ 令和1年8月21日209-09-102 みよ池 みよいけ 奈良県 生駒市 高山町10625-1・2 自然人 1.0 10 0.04 ○ 令和1年8月23日209-09-103 中谷大池 なかたにおおいけ 奈良県 生駒市 高山町10624-1・2 自然人 3.0 21 0.3 ○ 令和1年8月23日209-09-104 中谷み池 なかたにみけ 奈良県 生駒市 高山町10612-1・2 自然人 1.0 5.0 不明 ○ 令和1年8月23日209-09-105 天枝大池 たかえおおいけ 奈良県 生駒市 高山町10597-1・2 自然人 3.0 20 0.2 ○ 令和1年8月21日209-09-109 早田池 はやたいけ 奈良県 生駒市 高山町10977-1・2 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年8月27日209-09-110 西一池 にしいちいけ 奈良県 生駒市 高山町10967-1・2 自然人 2.5 23 0.5 ○ 令和1年8月19日209-09-120 森信池 もりのぶいけ 奈良県 生駒市 高山町1829-1・2 自然人 2.2 14 0.1 ○ 令和1年8月6日209-09-121 木村池 きむらいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町1840 自然人 1.9 18 0.06 ○ 令和1年8月26日209-09-123 としゆき池 としゆきいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町1782-1・2 自然人 2.1 29 0.2 ○ 令和1年8月11日209-09-134 本久池 もとひさいけ 奈良県 生駒市 高山町10516 自然人 2.2 16 0.2 ○ 令和1年8月23日 ○209-09-135 中谷池 なかたにいけ 奈良県 生駒市 高山町10543 自然人 2.0 8.5 0.1 ○ 令和1年8月27日209-09-136 隆憲池 たかのりいけ 奈良県 生駒市 高山町9786-1・2 自然人 2.0 9.0 0.04 ○ 令和1年10月16日209-09-141 青古池 あおこいけ 奈良県 生駒市 高山町8708-1・2 自然人 0.7 16 0.07 ○ 令和1年8月26日209-09-142 青松池 あおまついけ 奈良県 生駒市 高山町10575-1・2（久保） 自然人 1.0 6.0 0.01 ○ 令和1年10月17日209-09-143 極楽池 ごくらくいけ 奈良県 生駒市 高山町10683-1・2（久保） 自然人 1.1 20 0.03 ○ 令和1年10月15日209-09-144 宮西池 みやにしいけ 奈良県 生駒市 高山町10673-1・2 自然人 1.9 12 0.1 ○ 令和1年8月23日209-09-146 向井大池 むかいおおいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町1260-1 自然人 2.2 45 0.2 ○ 令和1年8月26日209-09-159 さかえ池 さかえいけ 奈良県 生駒市 高山町8783-1・2 自然人 1.6 11 0.1 ○ 令和1年8月26日209-09-164 宮方大池 みやかたおおいけ 奈良県 生駒市 高山町8848-1・2 自然人 2.5 26 0.2 ○ 令和1年8月28日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-09-177 平兵衛池 へいべいいけ 奈良県 生駒市 高山町12402-1・2 自然人 1.3 21 0.04 ○ 令和1年8月21日209-09-184 野上池 のがみいけ 奈良県 生駒市 高山町9037-1・2 自然人 2.2 25 0.2 ○ 令和1年8月11日209-09-192 船引池 ふなびきいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町1563-1・2 自然人 1.0 12 0.03 ○ 令和1年8月6日209-09-193 定勝長池 さだかつながいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町2366-1・2 自然人 2.0 48 0.4 ○ 令和1年8月6日209-09-195 定勝池 さだかついけ 奈良県 生駒市 鹿畑町2373-1・2 自然人 3.0 33 0.2 ○ 令和1年8月6日209-09-200 谷山池 たにやまいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町5416-1・2 自然人 2.5 30 0.3 ○ 令和1年8月17日209-09-201 細谷池 ほそたにいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町5410-1・2 自然人 2.2 26 0.9 ○ 令和1年8月17日209-09-204 伊三池（総池） いさいけ（そういけ） 奈良県 生駒市 高山町8035-1・2 自然人 4.0 140 8.2 ○ 令和1年8月30日 ○209-09-207 田二池 たにいけ 奈良県 生駒市 高山町8146-1・2 自然人 2.0 27 0.4 ○ 令和1年8月25日209-09-208 柴下池 しばしたいけ 奈良県 生駒市 高山町8142-1・2 自然人 2.5 22 不明 ○ 令和1年11月30日209-09-216 松原池 まつばらいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町2246-2・3 自然人 2.7 28 0.1 ○ 令和1年8月23日209-09-217 松細池 まつほそいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町2242-1・2 自然人 2.4 31 0.1 ○ 令和1年8月23日209-09-228 久二池 ひさにいけ 奈良県 生駒市 高山町10435-1・2 自然人 2.0 20 0.1 ○ 令和1年8月23日209-09-239 久下池 ひさしもいけ 奈良県 生駒市 高山町10435 自然人 2.0 20 0.1 ○ 令和1年8月23日209-09-242 高岸池 たかぎしいけ 奈良県 生駒市 高山町2577-1・2 自然人 3.1 20 0.1 ○ 令和1年8月26日209-09-078 軍池 ぐんいけ 奈良県 生駒市 高山町11218-1・2 自然人 2.0 10 0.04 ○ 令和1年10月31日209-09-205 辻井池 つじいいけ 奈良県 生駒市 高山町8032-1・2 自然人 1.1 33 0.10 ○ 令和1年8月30日209-10-001 中池 なかいけ 奈良県 生駒市 鹿ノ台東3丁目619-1・2 自然人 2.2 30 0.2 ○ 令和1年8月14日209-10-003 鹿の台東3丁目の池 しかのだいさんちょうめのいけ 奈良県 生駒市 鹿ノ台東3丁目478-1・2 自然人 3.0 26 0.5 ○ 令和1年8月14日209-10-004 中井池 なかいいけ 奈良県 生駒市 鹿ノ台東3丁目446-1・2 自然人 1.9 33 0.2 ○ 令和1年8月27日209-10-005 池の谷池 いけのたにいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町45-1・2 自然人 1.3 69 0.2 ○ 令和1年11月28日209-10-007 太郎池 たろういけ 奈良県 生駒市 鹿畑町2555-1・2 自然人 2.2 22 不明 ○ 令和1年8月23日209-11-001 西山池 にしやまためいけ 奈良県 生駒市 生駒市南田原町2144-3,2144-64,2137-21 自然人 12 59 22 ○ 令和1年8月27日 ○ ○ ○209-12-002 西大池 にしおおいけ 奈良県 生駒市 南田原町612-1・2　墓の谷の池 自然人 2.2 18 0.2 ○ 令和1年8月5日209-12-003 田原小池 たはらこいけ 奈良県 生駒市 南田原町683 自然人 2.0 10 0.06 ○ 令和1年8月23日209-12-004 田原池 たはらいけ 奈良県 生駒市 南田原町666 自然人 2.2 19 0.2 ○ 令和1年8月23日209-12-008 好一池 よしかずいけ 奈良県 生駒市 小明町1823-1・2 自然人 1.9 25 0.6 ○ 令和1年8月30日209-12-009 治池 おさむいけ 奈良県 生駒市 小明町31-1・2 自然人 2.2 23 0.2 ○ 令和1年8月27日209-12-012 米田池 よねだいけ 奈良県 生駒市 小明町153-1・2 自然人 2.1 17 0.05 ○ 令和1年8月30日209-12-030 前田上池 まえだかみいけ 奈良県 生駒市 小明町1446-1・2 自然人 2.0 10 不明 ○ 令和1年8月24日209-12-031 前田池 まえだいけ 奈良県 生駒市 小明町1448-1・2 自然人 1.6 24 不明 ○ 令和1年8月24日209-13-003 岡田池上 おかだいけかみ 奈良県 生駒市 南田原町292-1・2 自然人 2.5 22 0.3 ○ 令和1年8月5日209-13-004 岡田池下 おかだいけしも 奈良県 生駒市 南田原町291-2・3 自然人 5.3 33 1.1 ○ 令和1年8月5日209-13-005 稲安池 いなやすいけ 奈良県 生駒市 生駒市南田原町298-1・2 自然人 5.6 29 0.9 ○ 令和1年8月4日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-13-006 東池 あずまいけ 奈良県 生駒市 生駒市南田原町420-2・3 自然人 4.1 19 0.4 ○ 令和1年8月25日209-13-007 菱池 ひしいけ 奈良県 生駒市 上町1615-1・2 自然人 1.3 22 0.2 ○ 令和1年8月24日209-13-009 大神池 おおかみいけ 奈良県 生駒市 上町2222-1・2 自然人 2.5 23 0.5 ○ 令和1年8月25日 ○209-13-012 山の下池 やまのしたいけ 奈良県 生駒市 上町1571 自然人 2.0 12 0.07 ○ 令和1年8月25日209-13-013 くぼ池 くぼいけ 奈良県 生駒市 上町1584-1・2 自然人 2.2 16 0.2 ○ 令和1年8月18日209-13-015 下池　畑池 しもいけ はたいけ 奈良県 生駒市 南田原町483-1・2 自然人 4.0 24 8.2 ○ 令和1年8月11日 ○209-13-016 上池、畑池 かみいけ, はたいけ 奈良県 生駒市 南田原町484-1・2 自然人 3.5 50 1.7 ○ 令和1年8月11日209-13-019 松田お池 まつだおいけ 奈良県 生駒市 南田原町768-1・2 自然人 2.2 12 0.09 ○ 令和1年11月27日209-13-020 松田池 まつだいけ 奈良県 生駒市 南田原町770-1・2 自然人 5.5 55 0.8 ○ 令和1年11月27日 ○209-13-021 中山池 なかやまいけ 奈良県 生駒市 上町4548-1・2 自然人 1.5 17 0.02 ○ 令和1年8月25日209-13-022 宗太郎池 そうたろういけ 奈良県 生駒市 上町4543-1・2 自然人 2.0 9.0 0.06 ○ 令和1年8月25日209-13-023 すみ池 すみいけ 奈良県 生駒市 上町1348-1 自然人 2.2 23 0.2 ○ 令和1年8月20日209-13-024 かず池 かずいけ 奈良県 生駒市 上町1681-1 自然人 2.2 22 0.2 ○ 令和1年8月16日209-13-026 ひかり池 ひかりいけ 奈良県 生駒市 南田原町489-1・2 自然人 2.8 33 0.7 ○ 令和1年8月13日209-13-031 西川下池 にしかわしもいけ 奈良県 生駒市 南田原町866-1・2（2ツ目の池） 自然人 2.4 21 0.07 ○ 令和1年8月5日209-13-032 吉一池 よしかずいけ 奈良県 生駒市 南田原町862-1・2 自然人 3.5 25 0.1 ○ 令和1年8月14日209-13-041 久太郎池 きゅうたろういけ 奈良県 生駒市 上町455-1・2 自然人 2.2 26 0.1 ○ 令和1年8月19日209-13-046 古池 ふるいけ 奈良県 生駒市 小明町312-1・2 自然人 2.2 26 0.2 ○ 令和1年8月28日209-13-057 稲倉池 いなくらいけ 奈良県 生駒市 小明町463-1・2 自然人 2.2 30 0.2 ○ 令和1年8月16日209-13-063 森の口池 もりのくちいけ 奈良県 生駒市 小明町891-1・2 自然人 2.2 15 0.1 ○ 令和1年8月30日209-13-064 前谷池 まえたにいけ 奈良県 生駒市 小明町1768-1・2 自然人 2.2 16 0.2 ○ 令和1年8月28日209-13-067 豊造池 とよぞういけ 奈良県 生駒市 小明町1757-1・2 自然人 2.0 11 0.4 ○ 令和1年8月30日209-13-307 長池 ちょういけ 奈良県 生駒市 上町1597-1・2 自然人 3.2 27 0.06 ○ 令和1年8月24日 ○209-14-004 武池 たけしいけ 奈良県 生駒市 上町4637-1・2 自然人 4.3 24 0.09 ○ 令和1年8月30日209-15-003 大藤新池 おおふじしんいけ 奈良県 生駒市 俵口町2113-1・2 自然人 3.6 28 0.7 ○ 令和1年8月19日209-15-008 ぶだい池 ぶだいいけ 奈良県 生駒市 北新町1029-1・2 自然人 4.3 24 0.7 ○ 令和1年8月28日209-15-010 大岩池 おおいわいけ 奈良県 生駒市 北新町1025-1・2 自然人 4.4 18 1.6 ○ 令和1年8月28日209-15-011 今中池 いまなかいけ 奈良県 生駒市 元町2丁目542-1・2 自然人 8.9 55 8.7 ○ 令和1年8月28日 ○209-16-004 生池 せいいけ 奈良県 生駒市 小明町1456-1・2 自然人 6.5 35 1.0 ○ 令和1年8月24日209-16-005 西小谷池 にしこたにいけ 奈良県 生駒市 辻町157-1・2 自然人 2.0 32 0.5 ○ 令和1年8月13日 ○209-16-007 永井池 ながいいけ 奈良県 生駒市 元町2丁目528-1・2 自然人 9.0 28 2.1 ○ 令和1年8月28日209-16-008 西旭池 にしあさひいけ 奈良県 生駒市 西旭ヶ丘2424-1・2 自然人 2.2 14 0.1 ○ 令和1年8月11日209-16-009 フサノ池 ふさのいけ 奈良県 生駒市 生駒市西旭ヶ丘2572-1～2 自然人 1.4 11 0.03 ○ 令和1年9月13日209-16-013 安松池 やすまついけ 奈良県 生駒市 菜畑町2077-1・2 自然人 3.9 51 0.6 ○ 令和1年8月29日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-16-015 谷池 たにいけ 奈良県 生駒市 西菜畑町1576 自然人 3.6 34 0.8 ○ 令和1年10月23日209-16-016 三笠池 さんがさいけ 奈良県 生駒市 西菜畑町1959 自然人 7.1 43 8.5 ○ 令和1年10月23日 ○209-16-006 トンガ池 とんがいけ 奈良県 生駒市 北新町1030-1・2 自然人 2.2 26 0.5 ○ 令和1年8月28日209-17-011 笹尾池 ささおいけ 奈良県 生駒市 辻町686-1・2 自然人 2.6 20 0.09 ○ 令和1年8月9日209-17-016 からす池 からすいけ 奈良県 生駒市 辻町1292 近畿日本鉄道株式会社 2.2 12 0.1 ○ 令和1年12月23日209-17-017 めじろ池 めじろいけ 奈良県 生駒市 辻町1294 近畿日本鉄道株式会社 1.0 13 0.01 ○ 令和1年12月23日209-17-018 ひよどり池 ひよどりいけ 奈良県 生駒市 辻町1296 近畿日本鉄道株式会社 2.2 20 0.2 ○ 令和1年12月23日209-17-021 若葉池 わかばいけ 奈良県 生駒市 東生駒1丁目250 近鉄不動産株式会社 2.0 14 0.07 ○ 令和1年12月23日209-17-022 緑池 みどりいけ 奈良県 生駒市 東生駒1丁目265 近鉄不動産株式会社 2.0 11 0.06 ○ 令和1年12月23日209-17-023 前谷池 まえだにいけ 奈良県 生駒市 東生駒1丁目262 近鉄不動産株式会社 2.0 11 0.06 ○ 令和1年12月23日209-17-029 中谷池 なかたにいけ 奈良県 生駒市 東生駒2丁目2875-1・2 自然人 2.8 26 0.8 ○ 令和1年8月14日209-17-032 ハルギク池 はるぎくいけ 奈良県 生駒市 東生駒2丁目476-1・2 自然人 3.3 20 0.4 ○ 令和1年8月14日209-17-033 中谷池 なかたにいけ 奈良県 生駒市 東生駒2丁目477-1・2 自然人 4.7 33 0.6 ○ 令和1年8月14日 ○209-17-034 勝池 まさるいけ 奈良県 生駒市 東生駒2丁目769-1・2 自然人 2.0 14 0.06 ○ 令和1年8月17日 ○209-17-035 やたろう池 やたろういけ 奈良県 生駒市 東生駒2丁目845-1・2 自然人 2.5 30 0.3 ○ 令和1年8月17日209-18-011 相田池 あいだいけ 奈良県 生駒市 西畑町621-1・2 自然人 3.0 20 0.2 ○ 令和1年8月29日209-18-015 古池 ふるいけ 奈良県 生駒市 藤尾町404 自然人 4.5 55 2.6 ○ 令和1年8月7日209-18-016 新池 しんいけ 奈良県 生駒市 藤尾町415-1・2 自然人 2.8 30 0.9 ○ 令和1年8月7日209-19-001 中の井池 なかのいいけ 奈良県 生駒市 壱分町1399-1・2 自然人 2.5 27 0.3 ○ 令和1年8月28日209-19-006 角龍池 かくりゅういけ 奈良県 生駒市 菜畑町1832 自然人 3.8 44 2.3 ○ 令和1年10月23日209-19-014 ヒラキ池 ひらきいけ 奈良県 生駒市 小倉寺町203～1・2 自然人 2.2 23 0.2 ○ 令和1年8月26日209-19-016 高塚池 つんぼいけ 奈良県 生駒市 小倉寺町135～1・2 自然人 1.6 26 0.1 ○ 令和1年8月26日209-19-408 下池 しもいけ 奈良県 生駒市 小倉寺町337-1・2 自然人 4.2 50 0.6 ○ 令和1年8月26日209-20-003 北池 きたいけ 奈良県 生駒市 壱分町995-1・2 自然人 3.0 31 0.2 ○ 令和1年8月28日 ○209-20-017 北畑池（奥畑池） きたばたいけ（おくはたいけ） 奈良県 生駒市 壱分町378-1 自然人 4.1 31 0.6 ○ 令和1年8月19日209-20-020 奥畑池 おくばたいけ 奈良県 生駒市 壱分町382-1・2 自然人 1.2 13 0.08 ○ 令和1年8月28日209-20-031 共栄池 ともえいけ 奈良県 生駒市 小瀬町498-1・2 自然人 2.2 15 0.1 ○ 令和1年8月12日209-20-033 山谷池 やまたにいけ 奈良県 生駒市 小瀬町1155-1 近鉄不動産株式会社 2.2 16 0.2 ○ 令和1年12月23日209-20-036 藪田池 やぶたいけ 奈良県 生駒市 小瀬町283-1・2 自然人 2.5 27 0.5 ○ 令和1年8月12日209-20-037 堀の口池 ほりのくちいけ 奈良県 生駒市 小瀬町233-1・2 自然人 1.5 41 0.2 ○ 令和1年8月12日209-20-038 丸池 まるいけ 奈良県 生駒市 小瀬町1305-1・2 近鉄不動産株式会社 1.0 7.0 0.01 ○ 令和1年12月23日209-20-001 あしやくち池 あしやくちいけ 奈良県 生駒市 生駒市壱分町673-1・2 自然人 2.5 48 0.8 ○ 令和1年8月28日 ○209-21-002 優池 ゆういけ 奈良県 生駒市 小平尾町1359-2・3 近鉄不動産株式会社 2.5 25 0.3 ○ 令和1年12月23日209-21-004 戸野池 とのいけ 奈良県 生駒市 小平尾町1122-1・2 近鉄不動産株式会社 1.7 23 0.1 ○ 令和1年12月23日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-21-006 桂池 かつらいけ 奈良県 生駒市 小平尾町1045-1・2 近鉄不動産株式会社 2.2 15 0.1 ○ 令和1年12月23日209-21-008 松池 まついけ 奈良県 生駒市 小平尾町1094-2 近鉄不動産株式会社 2.1 25 0.4 ○ 令和1年12月23日209-21-009 美好池 みよしいけ 奈良県 生駒市 小平尾町1454-1・2 自然人 4.5 34 0.6 ○ 令和1年8月14日209-05-084 豊池 ゆたかいけ 奈良県 生駒市 高山町2638-1・2 自然人 0.9 20 0.04 ○ 令和1年8月16日209-05-085 新池 しんいけ 奈良県 生駒市 高山町3983 自然人 1.5 3.8 0.2 ○ 令和1年8月10日209-05-140 正彦池 まさひこいけ 奈良県 生駒市 高山町3306-1・2 自然人 2.0 15 0.09 ○ 令和1年8月25日209-05-180 岩前池 いわまえいけ 奈良県 生駒市 高山町3174-1 自然人 2.2 19 0.3 ○ 令和1年8月19日209-05-189 中田池 なかたいけ 奈良県 生駒市 高山町3304-1・2 自然人 1.6 17 0.1 ○ 令和1年8月12日209-05-222 政治池 せいじいけ 奈良県 生駒市 高山町3253-1 自然人 2.0 20 0.09 ○ 令和1年8月13日209-05-277 平池 たいらいけ 奈良県 生駒市 高山町12286 自然人 1.0 13 0.02 ○ 令和1年8月23日209-05-284 松池（中田池） まついけ（なかたいけ） 奈良県 生駒市 高山町14130-1・2 自然人 1.9 21 0.10 ○ 令和1年8月26日209-05-285 中池 なかいけ 奈良県 生駒市 高山町14104-1・2 自然人 2.2 14 0.10 ○ 令和1年8月26日209-01-092 長谷大池 はせおおいけ 奈良県 生駒市 高山町1152-1・2 自然人 1.0 10 0.04 ○ 令和1年8月27日209-01-016 久夫池 ひさおいけ 奈良県 生駒市 高山町1266-1・2 自然人 2.8 18 0.2 ○ 令和1年8月20日209-01-047 上繁池 かみしげいけ 奈良県 生駒市 高山町1086-1・2 自然人 2.2 2.2 0.02 ○ 令和1年8月27日209-01-051 道池 みちいけ 奈良県 生駒市 高山町1146-1・2 自然人 0.9 34 0.01 ○ 令和1年8月20日209-01-054 文夫池 ふみおいけ 奈良県 生駒市 高山町879-1・2 自然人 1.6 8.0 0.03 ○ 令和1年8月18日209-01-056 中池 なかいけ 奈良県 生駒市 高山町923-1・2 自然人 2.5 26 0.3 ○ 令和1年8月27日209-01-077 治池 はるいけ 奈良県 生駒市 高山町1873-1・2 自然人 2.1 49 0.2 ○ 令和1年8月27日209-01-079 久照池 ひさてるいけ 奈良県 生駒市 高山町1899-1・2 自然人 3.2 19 0.05 ○ 令和1年8月23日209-02-006 正彦池 まさひこいけ 奈良県 生駒市 高山町1649-1・2 自然人 3.0 24 0.5 ○ 令和1年8月18日209-02-007 正彦池 まさひこいけ 奈良県 生駒市 高山町1657-1・2 自然人 2.1 12 0.10 ○ 令和1年8月18日209-02-045 照池 てるいけ 奈良県 生駒市 高山町1840-1・2 自然人 1.1 14 0.2 ○ 令和1年8月23日209-02-050 保池 たもついけ 奈良県 生駒市 高山町1785 自然人 1.0 11 0.03 ○ 令和1年8月18日209-02-053 薮池 やぶいけ 奈良県 生駒市 高山町1788-1・2 自然人 3.0 25 0.5 ○ 令和1年8月27日209-07-004 天上池 てんじょういけ 奈良県 生駒市 高山町831-1・2 自然人 5.0 17 0.8 ○ 令和1年8月18日209-08-035 博池 ひろしいけ 奈良県 生駒市 高山町10769-1・2 自然人 1.8 26 0.2 ○ 令和1年8月23日209-08-084 林池 りんいけ 奈良県 生駒市 北田原町1848-1 自然人 1.0 14 0.03 ○ 令和1年10月30日209-08-117 新池 あたらしいけ 奈良県 生駒市 北田原町2330-1・2 自然人 2.2 27 0.2 ○ 令和1年10月30日209-08-147 山田池 やまだいけ 奈良県 生駒市 高山町7839-1・2 自然人 3.0 26 0.2 ○ 令和1年8月30日209-08-172 母田池 おもだいけ 奈良県 生駒市 上町3018-2 自然人 2.8 47 1.0 ○ 令和1年8月22日209-08-226 森池 もりいけ 奈良県 生駒市 高山町7224-1・2 自然人 3.0 24 0.2 ○ 令和1年8月24日209-08-320 母田池 ぼたいけ 奈良県 生駒市 上町2570-1 自然人 3.0 18 0.4 ○ 令和1年8月25日209-08-318 清池 きよしいけ 奈良県 生駒市 高山町7797-1・2 自然人 1.7 20 0.07 ○ 令和1年8月30日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-09-093 久野池 ひさのいけ 奈良県 生駒市 高山町10436-1・2 自然人 1.6 34 0.07 ○ 令和1年8月23日209-09-099 中谷下池 なかたにしもいけ 奈良県 生駒市 高山町11102-1・2 自然人 2.2 11 0.10 ○ 令和1年8月23日209-09-118 善池 ぜんいけ 奈良県 生駒市 上町10920-1・2 自然人 3.0 20 0.3 ○ 令和1年10月15日209-09-172 久池 ひさしいけ 奈良県 生駒市 高山町8956-1・2 自然人 1.1 10 0.07 ○ 令和1年8月26日209-09-197 北村池 きたむらいけ 奈良県 生駒市 上町5325-1・2 自然人 2.2 31 1.5 ○ 令和1年9月5日209-09-209 平池 ひらいけ 奈良県 生駒市 高山町11197-1 自然人 0.7 15 0.03 ○ 令和1年12月10日209-09-206 重池 かさねいけ 奈良県 生駒市 高山町8143-1・2 自然人 3.0 62 0.4 ○ 令和1年8月25日209-09-226 山一池 やまいちいけ 奈良県 生駒市 高山町10433-1・2 自然人 0.9 12 0.02 ○ 令和1年8月23日209-05-049 重池 しげいけ 奈良県 生駒市 高山町2556-1・2 自然人 2.6 17 0.09 ○ 令和1年8月24日209-05-057 重池 しげいけ 奈良県 生駒市 高山町2541-1・2 自然人 4.2 27 0.3 ○ 令和1年8月24日209-09-050 重池 かさねいけ 奈良県 生駒市 高山町11018-1・2 自然人 3.0 26 0.2 ○ 令和1年8月23日209-04-050 有池 ありいけ 奈良県 生駒市 高山町4491-1・2 自然人 2.2 23 0.2 ○ 令和1年8月23日209-04-076 常池 つねいけ 奈良県 生駒市 高山町5215-1・2 自然人 2.0 14 0.09 ○ 令和1年10月30日209-09-077 平池 ひらいけ 奈良県 生駒市 高山町11200-2・3 自然人 1.5 18 0.03 ○ 令和1年12月10日209-09-027 梅池 うめいけ 奈良県 生駒市 高山町11303-1・2 自然人 3.7 24 0.1 ○ 令和1年10月30日209-05-060 辻本池 つじもといけ 奈良県 生駒市 高山町2397-1・2 自然人 3.2 33 0.3 ○ 令和1年8月11日209-04-209 久雄池 ひさおいけ 奈良県 生駒市 高山町3528-1・2 自然人 2.1 10 0.2 ○ 令和1年8月5日209-04-211 中田松池 なかたまついけ 奈良県 生駒市 高山町12710-1・2 自然人 1.0 7.0 0.01 ○ 令和1年8月26日209-05-061 中岡池 なかおかいけ 奈良県 生駒市 高山町2567-1・2 自然人 3.1 21 0.1 ○ 令和1年8月18日209-16-002 前田池 まえだいけ 奈良県 生駒市 小明町1873-7 自然人 2.2 22 0.4 ○ 令和1年8月24日209-16-001 前谷池 まえたにいけ 奈良県 生駒市 小明町1453-1・2 自然人 2.6 28 0.09 ○ 令和1年8月16日209-09-084 治池 はるいけ 奈良県 生駒市 高山町11111-1 自然人 1.8 18 0.08 ○ 令和1年8月23日209-01-040 信池 しんいけ 奈良県 生駒市 高山町1511-1・2 自然人 1.5 48 0.0001 ○ 令和2年2月20日209-01-043 こも池 こもいけ 奈良県 生駒市 高山町1462-1 自然人 1.8 40 0.0002 ○ 令和2年2月20日209-02-020 中谷末池 なかたにすえいけ 奈良県 生駒市 高山町1720 自然人 1.0 13 0.03 ○ 令和2年1月9日209-04-031 明池 あかしいけ 奈良県 生駒市 高山町2085-1・2 自然人 1.0 9.0 0.0002 ○ 令和2年1月20日209-04-048 高貝池 たかがいいけ 奈良県 生駒市 高山町4063-1・2 自然人 1.0 12 0.00002 ○ 令和2年2月12日209-04-062 山森池 やまもりいけ 奈良県 生駒市 高山町5146-5 自然人 1.0 7.0 0.00001 ○ 令和2年1月9日209-04-114 飯田池 いいだいけ 奈良県 生駒市 高山町5438-12・13 自然人 2.0 13 0.00008 ○ 令和1年12月29日209-04-115 飯池 いいいけ 奈良県 生駒市 高山町5438-10・11 自然人 1.0 13 0.00002 ○ 令和1年12月29日209-05-031 北田正池 きただまさいけ 奈良県 生駒市 高山町4043-2・3 自然人 1.2 18 0.00006 ○ 令和1年12月18日209-05-048 三代下池 みつよしもいけ 奈良県 生駒市 高山町13046-1・2 自然人 2.2 19 0.0002 ○ 令和1年12月22日209-05-181 前池 まえいけ 奈良県 生駒市 高山町3184-1・2 自然人 1.0 48 0.00005 ○ 令和1年8月21日209-05-202 勲池 いさおいけ 奈良県 生駒市 高山町12024-1・2 自然人 2.5 40 0.0005 ○ 令和1年8月21日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-05-230 淀池 よどいけ 奈良県 生駒市 高山町12851 (株)淀川製鋼所 1.0 6.0 0.00001 ○ 令和2年2月26日209-05-231 淀川池 よどがわいけ 奈良県 生駒市 高山町12854 (株)淀川製鋼所 2.2 14 0.0001 ○ 令和2年2月26日209-05-232 鉄池 てついけ 奈良県 生駒市 高山町14139-1・2 (株)淀川製鋼所 1.0 8.0 0.00001 ○ 令和2年2月26日209-05-233 大土井池 おおどいいけ 奈良県 生駒市 高山町14140-1・2 (株)淀川製鋼所 2.0 12 0.00009 ○ 令和2年2月26日209-05-234 小土井池 こどいいけ 奈良県 生駒市 高山町14144-1・2 (株)淀川製鋼所 2.8 29 0.0008 ○ 令和2年2月26日209-05-235 尚池 しょういけ 奈良県 生駒市 高山町14143-1・2 (株)淀川製鋼所 2.2 27 0.0003 ○ 令和2年2月26日209-05-236 禎彦池 よしひこいけ 奈良県 生駒市 高山町14141-1・2 (株)淀川製鋼所 1.0 10 0.00002 ○ 令和2年2月26日209-05-237 亀田池 かめだいけ 奈良県 生駒市 高山町14142-1・2 (株)淀川製鋼所 1.0 6.0 0.00001 ○ 令和2年2月26日209-07-007 矢野池 やのいけ 奈良県 生駒市 北田原町894-1 自然人 2.5 42 0.0006 ○ 令和2年2月12日209-07-013 牧井池 ひらいいけ 奈良県 生駒市 北田原町1485-1・2 自然人 1.1 19 0.00008 ○ 令和2年1月20日209-07-024 三夫池 みつおいけ 奈良県 生駒市 北田原町2127-1 自然人 2.6 12 0.00003 ○ 令和2年2月5日209-07-025 滝つぼ池 たきつぼいけ 奈良県 生駒市 北田原町2128-1・2 自然人 1.7 14 0.00003 ○ 令和2年2月7日209-08-004 馬場池 ばばいけ 奈良県 生駒市 高山町12685-1・2 自然人 3.2 39 0.6 ○ 令和2年1月20日 ○209-08-080 変電下池 へんでんしもいけ 奈良県 生駒市 北田原町1788-3 自然人 2.8 28 0.3 ○ 令和2年1月27日209-08-081 ひろ池 ひろいけ 奈良県 生駒市 北田原町1788-2 自然人 2.8 13 0.1 ○ 令和2年1月27日209-08-127 実池 みのるいけ 奈良県 生駒市 高山町7496-1・2 自然人 1.3 21 0.0001 ○ 令和2年3月1日209-08-150 谷村池 たにむらいけ 奈良県 生駒市 高山町13665-1・2 自然人 2.0 9.0 0.00007 ○ 令和1年8月30日209-09-116 一太郎池 いちたろういけ 奈良県 生駒市 高山町13888-1・2 自然人 2.9 35 0.0002 ○ 令和2年1月20日209-09-117 二太郎池 にたろういけ 奈良県 生駒市 高山町13889-1・2 自然人 1.0 8.0 0.00001 ○ 令和2年1月20日209-09-167 良子池 りょうこいけ 奈良県 生駒市 高山町8906-1・2 自然人 2.2 18 不明 ○ 令和2年1月10日209-09-202 西池 にしいけ 奈良県 生駒市 高山町8016-1・2 近畿日本鉄道株式会社 2.2 20 0.00009 ○ 令和2年2月7日209-09-203 さかえ池 さかえいけ 奈良県 生駒市 高山町8017-1・2 近畿日本鉄道株式会社 1.0 10 0.00002 ○ 令和2年2月7日209-10-015 野中池 のなかいけ 奈良県 生駒市 鹿畑町2436-1・2 自然人 2.2 15 不明 ○ 令和2年1月27日209-13-025 庄の池 しょうのいけ 奈良県 生駒市 上町1889-1・2 自然人 2.2 24 0.0002 ○ 令和2年3月5日209-19-046 藤の棚池 ふじのたないけ 奈良県 生駒市 小平尾町622-1・2 自然人 2.2 17 0.0002 ○ 令和1年12月22日209-08-009 時造池 ときぞういけ 奈良県 生駒市 高山町6240-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年2月21日209-08-319 中塚池 なかつかいけ 奈良県 生駒市 高山町6384-1・2 自然人 3.0 13 0.08 ○ 令和2年1月30日209-08-303 和助池 わすけいけ 奈良県 生駒市 上町3471-1・2 近畿日本鉄道株式会社 1.5 23 0.4 ○ 令和2年2月7日210-01-001 菰池 こもいけ 奈良県 香芝市 尼寺3丁目地内 香芝市尼寺財産区 3.4 266 11 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-005 分川下池 ぶんがわしもいけ 奈良県 香芝市 平野418 共有地 4.8 32 6.8 ○ 令和1年12月4日 ○210-01-006 旗尾池 はたおいけ 奈良県 香芝市 関屋北１丁目1353～1358 旗尾土地改良区 10 240 256 ○ 令和1年12月26日 ○ ○ ○210-01-018 夫婦池 めおといけ 奈良県 香芝市 五ヶ所415－1、2 五ケ所財産区 4.3 66 15 ○ 令和1年12月26日210-01-028 青池 あおいけ 奈良県 香芝市 今泉729－1～3 共有地 5.2 88 11 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-029 分川池 ぶんがわいけ 奈良県 香芝市 今泉1059－1.2.4、1060－1 今泉共有地 9.4 47 406 ○ 令和1年12月26日 ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元210-01-033 鴨池 がもいけ 奈良県 香芝市 今泉908－1 共有地 5.4 184 29 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-036 旗尾下池 はたおしもいけ 奈良県 香芝市 上中1284、1286～1289 旗尾土地改良区 9.1 130 75 ○ 令和1年12月26日 ○ ○ ○210-01-037 逢坂下池 おおさかしもいけ 奈良県 香芝市 逢坂1032－2 北葛城郡香芝町 9.0 80 38 ○ 令和1年12月26日 ○ ○ ○210-01-039 山ノ池 やまのいけ 奈良県 香芝市 穴虫617－1 穴虫財産区 1.0 86 0.7 ○ 令和1年12月26日210-01-039 松陰池 まつかげいけ 奈良県 香芝市 穴虫556 穴虫財産区 7.4 84 12 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-042 郡ヶ池 こおりがいけ 奈良県 香芝市 穴虫2020 共有地 4.9 7.0 35 ○ 令和1年12月26日 ○ ○ ○210-01-062 ヨシガ池 よしがいけ 奈良県 香芝市 関屋1113 共有地 6.8 112 13 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-067 中の池 なかのいけ 奈良県 香芝市 下田東五丁目721 香芝市 3.0 52 4.5 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-069 コモ池 こもいけ 奈良県 香芝市 下田東三丁目1212-1 香芝市 3.2 72 5.0 ○ 令和1年10月1日 ○210-01-075 橋詰池 はしづめいけ 奈良県 香芝市 瓦口612 瓦口財産区 3.8 68 7.2 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-079 土山池 どやまいけ 奈良県 香芝市 瓦口1076－1、2、3、4 瓦口財産区 4.0 72 4.2 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-081 蓮池 はすいけ 奈良県 香芝市 別所264－1 共有地 2.4 140 12 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-082 改正池 かいせいいけ 奈良県 香芝市 狐井504 香芝市 3.2 228 12 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-083 廻り（城）池 まわり（しろ）いけ 奈良県 香芝市 狐井546 共有地 4.6 19 19 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-084 狐井新池 きついしんいけ 奈良県 香芝市 狐井105－1 狐井共有地 4.8 266 19 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-090 古池 ふるいけ 奈良県 香芝市 良福寺665－1 良福寺財産区 4.2 216 21 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-091 屯津池 とんついけ 奈良県 香芝市 藤山二丁目1101-1 北今市財産区 4.1 105 22 ○ 令和1年12月26日210-01-093 逢坂新池 おおさかしんいけ 奈良県 香芝市 逢坂一丁目375－1 香芝市 4.9 不明 3.3 ○ 令和1年12月26日210-01-094 ウト池 うといけ 奈良県 香芝市 逢坂一丁目519－1 大字逢坂 5.2 104 9.0 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-095 新池 あたらしいけ 奈良県 香芝市 逢坂二丁目550－1 香芝市 2.0 50 0.9 ○ 令和1年12月26日210-01-096 カンセ池 かんせいけ 奈良県 香芝市 逢坂二丁目676－1 大字逢坂 4.8 132 6.5 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-097 穴虫ハス池 あなむしはすいけ 奈良県 香芝市 穴虫1543 大字共有地 5.3 28 5.2 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-099 ヤブツ池 やぶついけ 奈良県 香芝市 穴虫1533 大字共有地 3.0 40 5.7 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-100 唐清水池 からしみずいけ 奈良県 香芝市 穴虫2434－1 穴虫財産区 6.1 58 5.8 ○ 令和1年12月26日210-01-101 今池 いまいけ 奈良県 香芝市 下田西三丁目238－1 香芝市 5.0 260 21 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-102 春日野池 かすがのいけ 奈良県 香芝市 畑三丁目808－1 畑財産区 3.5 130 5.0 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-103 穴虫新池 あなむししんいけ 奈良県 香芝市 穴虫2436－1 穴虫財産区 3.2 28 5.1 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-104 今清水池 いましみずいけ 奈良県 香芝市 穴虫2435－1、-2 穴虫財産区 3.6 58 12 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-105 ミヨコ池 みよこいけ 奈良県 香芝市 穴虫2527 大字共有地 5.5 55 5.8 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-106 香の池 こうのいけ 奈良県 香芝市 磯壁一丁目1050－1 磯壁共有地 3.0 132 14 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-107 畑新池 はたしんいけ 奈良県 香芝市 畑六丁目40－1 畑財産区 8.9 98 20 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-109 粕池 かすいけ 奈良県 香芝市 畑五丁目1834、1842－1 畑財産区 9.0 230 46 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-111 白金池 しろがねいけ 奈良県 香芝市 畑1903－1、2 畑財産区 7.7 132 39 ○ 令和1年12月26日 ○ ○ ○210-01-112 藪ノ尻池 やぶのしりいけ 奈良県 香芝市 畑208－1 畑財産区 8.1 34 6.7 ○ 令和1年12月26日 ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元210-01-113 井出池 いでいけ 奈良県 香芝市 畑七丁目1938－1 畑財産区 4.5 4.0 6.0 ○ 令和1年12月26日210-01-114 上ノ池 かみのいけ 奈良県 香芝市 畑2102－1～3 畑財産区 8.0 201 23 ○ 令和1年12月26日 ○ ○ ○210-01-115 梶ヶ谷池 かじがたにいけ 奈良県 香芝市 畑328－1、－2 畑財産区 4.7 28 2.6 ○ 令和1年12月26日210-01-116 吉ヶ池 よしがいけ 奈良県 香芝市 磯壁一丁目804－1 磯壁財産区 6.1 148 4.7 ○ 令和1年12月26日 ○ ○ ○210-01-117 畑新池 はたあたらしいけ 奈良県 香芝市 畑2116－1 畑財産区 8.0 60 8.7 ○ 令和1年12月26日210-01-120 米山池 こめやまいけ 奈良県 香芝市 加守1153-1 磯壁財産区 8.1 220 70 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-122 西池 にしいけ 奈良県 香芝市 穴虫2646－1 穴虫財産区 5.7 184 16 ○ 令和1年12月26日210-01-123 替地新池 かえちしんいけ 奈良県 香芝市 鎌田515-1 大字鎌田共有地 2.8 110 9.5 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-124 板池 いたいけ 奈良県 香芝市 五位堂5丁目18－1、2 五位堂財産区 1.2 168 5.3 ○ 令和1年12月26日210-01-125 千股池 ちまたいけ 奈良県 香芝市 良福寺579 良福寺財産区 5.0 300 54 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-126 長池 ながいけ 奈良県 香芝市 五位堂621 大字五位堂共有地 2.8 600 20 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-127 角田（大井田）池 すみだ（おおいだ）いけ 奈良県 香芝市 鎌田112－1 鎌田財産区 3.9 430 19 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-128 鎌田新池 かまだしんいけ 奈良県 香芝市 鎌田237－1、238－1 大字鎌田共有地 6.8 536 53 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-129 片身池 かたまいけ 奈良県 香芝市 磯壁542 磯壁財産区 2.6 30 2.0 ○ 令和1年12月26日210-01-130 良福寺新池 りょうふくじしんいけ 奈良県 香芝市 良福寺520 良福寺財産区 5.1 321 21 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-131 石田池 いしだいけ 奈良県 香芝市 良福寺563 良福寺財産区 2.8 139 2.4 ○ 令和1年12月26日210-01-132 磯壁新池 いそかべしんいけ 奈良県 香芝市 磯壁466-1 磯壁財産区 5.8 310 22 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-015 カンナガハ北池 かんながはきたいけ 奈良県 香芝市 五ケ所534 五ケ所財産区 1.8 70 1.5 ○ 令和1年12月26日210-01-023 万ケ池 まんがいけ 奈良県 香芝市 下田東5丁目630 自然人 2.0 42 0.8 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-068 法楽寺池 ほうらくじいけ 奈良県 香芝市 下田東4丁目551-3、552-1、2 大字下田 1.2 74 1.5 ○ 令和1年12月26日210-01-092 弁才池 べっさいけ 奈良県 香芝市 穴虫1502 大字共有地 4.4 24 3.3 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-002 滝ケ原池 たきがはらいけ 奈良県 香芝市 平野791 平野財産区 3.8 74 3.6 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-030 小山池 こやまいけ 奈良県 香芝市 今泉791-1 香芝市 3.8 44 2.6 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-021 論ケ池 ろんがいけ 奈良県 香芝市 下田東5丁目638 香芝市 3.4 42 2.7 ○ 令和1年12月26日 ○210-01-034 小森池 こもりいけ 奈良県 香芝市 旭ヶ丘5丁目37-5 香芝市 6.5 20 2.0 ○ 令和1年12月26日210-01-108 芋ケ谷池 いもがたにいけ 奈良県 香芝市 畑280-1、2 畑財産区 3.2 27 0.4 ○ 令和1年12月26日－ 中池 なかいけ 奈良県 香芝市 平野591 平野財産区 3.0 43 1.0 ○ 令和1年12月26日－ 辰池 たついけ 奈良県 香芝市 平野544 平野財産区 3.3 93 2.0 ○ 令和1年12月26日－ 後谷池 うしろだにいけ 奈良県 香芝市 関屋北7丁目45番1 香芝市 2.5 15 0.8 ○ 令和1年12月10日－ 張ケ池 はりがいけ 奈良県 香芝市 畑6丁目1860 畑財産区 4.3 35 0.9 ○ 令和1年12月26日 ○－ ウダ池 うだいけ 奈良県 香芝市 葛城市今在家64 大字五位堂共有地 3.0 50 6.0 ○ 令和1年12月26日210-01-134 平野葉山池 ひらのはやまいけ 奈良県 香芝市 平野319、322 自然人 不明 不明 0.1 ○ 令和1年12月26日－ 十丈坊奥の池 じゅうじょうほうおくのいけ 奈良県 香芝市 関屋1083 自然人 5.5 20 1.2 ○ 令和1年12月11日－ 袋谷池 ふくろたにいけ 奈良県 香芝市 田尻709 自然人 2.6 30 0.4 ○ 令和1年12月9日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元－ 野林池 のばやしいけ 奈良県 香芝市 田尻679 自然人 1.0 7.0 0.05 ○ 令和1年12月9日－ 松井上池 まついかみいけ 奈良県 香芝市 田尻586 自然人 2.5 7.0 0.1 ○ 令和1年12月4日－ 松井中池 まついなかいけ 奈良県 香芝市 田尻587 自然人 2.0 5.5 0.01 ○ 令和1年12月4日421-01-002 疋田池 ひきだいけ 奈良県 葛城市 疋田9-1 疋田土地改良区 5.5 700 87 ○ 令和2年7月7日 ○421-01-003 東室池 ひがしむろいけ 奈良県 葛城市 東室230 東室土地改良区 4.3 430 40 ○ 令和2年11月28日 ○421-01-004 笛堂池 ふえどういけ 奈良県 葛城市 笛堂410 笛堂土地改良区 5.3 400 47 ○ 令和2年12月2日 ○421-01-005 新涌池 しんだぶいけ 奈良県 葛城市 新村240－1 新村地縁団体 0.5 80 0.6 ○ 令和1年10月9日421-01-006 三竹田池 さんちくだいけ 奈良県 葛城市 新村378－1 新村地縁団体 0.5 65 0.5 ○ 令和1年10月9日421-01-008 北道穂池 きたみつぼいけ 奈良県 葛城市 北道穂100-1 北道穂土地改良区 3.8 220 9.6 ○ 令和1年10月21日 ○421-01-009 西室池 にしむろいけ 奈良県 葛城市 西室1-1 西室土地改良区 4.0 420 23 ○ 令和1年10月16日 ○421-01-010 柿本池 かきもといけ 奈良県 葛城市 柿本145-1、150-1、152-1、151、153-1 柿本土地改良区 4.0 360 31 ○ 令和2年11月30日 ○421-01-014 白光田池 はっこうだいけ 奈良県 葛城市 北花内51-1 北花内土地改良区 5.2 550 75 ○ 令和2年12月8日 ○421-01-015 新町池 しんまちいけ 奈良県 葛城市 新町5－1 新町土地改良区 5.2 574 31 ○ 令和2年11月29日 ○421-01-016 ハス池 はすいけ 奈良県 葛城市 中戸343 中戸土地改良区 2.2 10 0.3 ○ 令和1年10月24日 ○421-01-017 三才池 さんさいいけ 奈良県 葛城市 北花内113－1 北花内土地改良区 2.5 115 13 ○ 令和2年12月8日 ○421-01-019 中戸新池 なかとしんいけ 奈良県 葛城市 中戸365、366-1、366-2 中戸土地改良区 12 172 121 ○ 令和1年10月24日 ○ ○421-01-020 皿池 さらいけ 奈良県 葛城市 中戸311-1 弁之庄土地改良区 4.8 76 7.0 ○ 令和2年12月10日 ○421-01-023 善海池 ぜんかいいけ 奈良県 葛城市 葛木209 自然人 3.2 162 3.4 ○ 令和1年12月19日 ○ ○421-01-027 南花内新池 みなみはなうちしんいけ 奈良県 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 共有地 4.5 425 27 ○ 令和1年10月16日 ○421-01-029 塩ノ谷池 しおのたにいけ 奈良県 葛城市 中戸694－1 中戸土地改良区 5.4 68 9.9 ○ 令和1年10月24日 ○421-01-030 和田大池 わだおおいけ 奈良県 葛城市 寺口1110-1 寺口土地改良区 3.9 162 24 ○ 令和1年12月9日 ○421-01-033 岡田池 おかだいけ 奈良県 葛城市 中戸669－1 中戸土地改良区 5.4 64 5.9 ○ 令和1年10月24日 ○421-01-034 大屋下池 おおやしもいけ 奈良県 葛城市 寺口531、539、1221、1222 共有地 3.6 23 7.1 ○ 令和1年10月14日 ○421-01-035 大屋上池 おおやかみいけ 奈良県 葛城市 寺口571－1 大屋共有地 3.4 56 6.0 ○ 令和1年10月14日 ○421-01-036 上池（南藤井） かみいけ 奈良県 葛城市 南藤井266－1 共有地 3.5 24 4.2 ○ 令和1年12月19日 ○421-01-037 内池 うちいけ 奈良県 葛城市 南藤井214 南藤井土地改良区 4.8 98 14 ○ 令和1年10月10日 ○ ○421-01-038 外池 そといけ 奈良県 葛城市 南藤井236-1 南藤井土地改良区 6.5 60 13 ○ 令和1年10月10日 ○421-01-039 北浦池 きたうらいけ 奈良県 葛城市 山田272－1 山田共有地 2.9 114 1.5 ○ 令和1年10月16日 ○421-01-040 林堂新池 はやしどうしんいけ 奈良県 葛城市 林堂250－1 林堂土地改良区 3.5 198 13 ○ 令和1年10月16日 ○421-01-041 土屋池 つちやいけ 奈良県 葛城市 林堂215 南花内土地改良区 5.2 167 19 ○ 令和1年10月16日 ○421-01-042 西辻新池 にしつじしんいけ 奈良県 葛城市 西辻195－1 西辻土地改良区 2.7 166 2.8 ○ 令和1年10月10日 ○421-01-043 長池 ながいけ 奈良県 葛城市 林堂223－1 自然人 1.0 19 0.5 ○ 令和1年10月21日421-01-044 大堀池 おおほりいけ 奈良県 葛城市 西辻250 西辻土地改良区 3.0 206 6.6 ○ 令和1年10月10日 ○421-01-046 忍海池 おしみいけ 奈良県 葛城市 脇田503-2 忍海土地改良区 3.4 286 9.9 ○ 令和1年10月11日 ○ ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元421-01-048 銭取池 ぜにとりいけ 奈良県 葛城市 寺口1197 寺口土地改良区 4.6 82 2.0 ○ 令和1年12月9日 ○421-01-049 滝ノ本池 たきのもといけ 奈良県 葛城市 寺口170-2 寺口土地改良区 4.4 56 1.1 ○ 令和1年12月9日 ○421-01-050 仁王門池 におうもんいけ 奈良県 葛城市 寺口365-1 寺口土地改良区 6.4 74 4.3 ○ 令和1年12月9日 ○421-01-052 三宝池 さんぽういけ 奈良県 葛城市 寺口226、230-1、231、231-1 寺口土地改良区 6.0 47 6.5 ○ 令和1年12月9日 ○421-01-054 大中池 おおなかいけ 奈良県 葛城市 寺口992-2 寺口土地改良区 4.4 56 1.4 ○ 令和1年12月9日 ○421-01-055 岩谷池 いわやいけ 奈良県 葛城市 寺口1426-2、1441、1432-3、1426-3、1427、1434、1436、1437、1438、1439、1440-1、1440-3、1442-1、1442-2、1433、1435-1、2261 共有地 5.5 96 20 ○ 令和1年12月9日 ○421-01-056 下池 しもいけ 奈良県 葛城市 山田341-1 宗教法人　三神社 7.4 30 3.2 ○ 令和1年10月16日 ○421-01-058 丸池 まるいけ 奈良県 葛城市 山田111-1 共有地 3.3 76 1.7 ○ 令和1年10月16日 ○421-01-060 間原池 まのはらいけ 奈良県 葛城市 山田316-1 法城寺 2.8 35 0.9 ○ 令和1年10月16日 ○421-01-061 古池 ふるいけ 奈良県 葛城市 林堂492-1 林堂土地改良区 3.5 68 7.3 ○ 令和1年10月16日 ○421-01-062 ダイゴン池 だいごんいけ 奈良県 葛城市 西辻359 西辻土地改良区 4.3 82 2.0 ○ 令和1年10月10日 ○421-01-063 ゴンタ池 ごんたいけ 奈良県 葛城市 西辻345-1 自然人 2.0 103 1.1 ○ 令和1年10月21日 ○421-01-064 山田新池 やまだしんいけ 奈良県 葛城市 平岡99、241、247-2、538-2、山田322、323、324、南花内302-2 共有地 7.2 64 13 ○ 令和1年10月16日 ○421-01-066 嶋谷池 しまたにいけ 奈良県 葛城市 笛吹93 林堂共有地 3.5 73 2.5 ○ 令和1年10月16日 ○421-01-068 今ヶ谷池 いまがたにいけ 奈良県 葛城市 笛吹106 共有地 2.9 19 0.3 ○ 令和1年10月10日421-01-069 万田池 まんだいけ 奈良県 葛城市 脇田21 西辻土地改良区 1.8 54 1.0 ○ 令和1年10月10日421-01-070 石佛池 いしぼとけいけ 奈良県 葛城市 笛吹353-2、353-1、353-3、354-1、354-2、355-1、355-2、356-2 共有地 3.9 90 1.8 ○ 令和1年11月7日 ○421-01-071 押上池 おしあげいけ 奈良県 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 脇田耕地整理組合 9.0 79 31 ○ 令和1年11月7日 ○ ○421-01-072 下新池 しもしんいけ 奈良県 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 共有地 6.7 65 7.6 ○ 令和1年10月10日 ○421-01-073 脇田新池 わきだしんいけ 奈良県 葛城市 脇田378-6 自然人 3.5 78 3.6 ○ 令和1年10月25日 ○421-01-074 脇田大池 わきだおおいけ 奈良県 葛城市 脇田383、笛吹383 共有地 6.8 108 11 ○ 令和1年10月25日 ○421-01-075 サヌキ池 さぬきいけ 奈良県 葛城市 笛吹403 笛吹共有地 1.9 39 0.4 ○ 令和1年12月27日421-01-076 柳辻小池 やなぎつじこいけ 奈良県 葛城市 脇田386-1 自然人 4.1 12 1.2 ○ 令和1年10月25日 ○421-01-077 柳辻池 やなぎつじいけ 奈良県 葛城市 脇田499-1 共有地 3.0 32 0.5 ○ 令和1年10月25日 ○421-01-078 名丸池 なまるいけ 奈良県 葛城市 寺口1355 寺口土地改良区 7.7 35 4.3 ○ 令和1年12月9日421-01-083 日野谷池 ひのたにいけ 奈良県 葛城市 平岡610-1 平岡土地改良区 3.0 25 0.3 ○ 令和1年10月15日 ○421-01-085 奥池 おくいけ 奈良県 葛城市 平岡526 平岡土地改良区 8.0 44 7.9 ○ 令和1年10月15日 ○421-01-086 赤池 あかいけ 奈良県 葛城市 平岡136 平岡土地改良区 5.9 38 2.6 ○ 令和1年10月15日421-01-087 上新池 かみしんいけ 奈良県 葛城市 笛吹1 ,3 ,4 ,5、平岡138 ,1 3 9 ,1 4 0 ,1 4 1 ,1 4 2 ,1 4 3 ,山田325 - 1 ,3 2 5 - 3 共有地 5.9 123 11 ○ 令和1年10月10日 ○ ○421-01-088 ガマ池 がまいけ 奈良県 葛城市 笛吹（法定外公共物） 法定外公共物 2.5 不明 0.5 ○ 令和1年10月10日421-01-089 神山池 こやまいけ 奈良県 葛城市 山田326-4 自然人 7.5 45 7.3 ○ 令和2年12月17日 ○ ○421-01-091 ホーラン池 ほーらんいけ 奈良県 葛城市 笛吹483-1 大字笛吹共有地 3.7 28 1.4 ○ 令和2年12月17日 ○421-01-093 山口大池 やまぐちおおいけ 奈良県 葛城市 山口135 山口共有地 6.0 40 2.0 ○ 令和1年12月27日 ○421-01-094 ダブ池 だぶいけ 奈良県 葛城市 山口174-1,174-2,175,176-1,176-2,178,182,185,186-1,186-2,392 共有地 6.0 100 3.8 ○ 令和1年12月27日 ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元421-01-095 大形池 おおがたいけ 奈良県 葛城市 梅室443 大字梅室共有地 3.2 52 1.3 ○ 令和1年10月21日 ○421-01-097 南谷小池 みなみたにこいけ 奈良県 葛城市 梅室85-2 自然人 1.9 14 0.07 ○ 令和1年10月21日421-01-099 小宮明池 こみやかしいけ 奈良県 葛城市 梅室156-1 大字梅室共有地 3.2 42 0.5 ○ 令和1年10月21日 ○421-01-100 大宮明池 おおみやかしいけ 奈良県 葛城市 梅室158 大字梅室共有地 6.4 74 4.8 ○ 令和1年10月21日 ○422-01-001 ニゴリ池 にごりいけ 奈良県 葛城市 加守999-1 加守土地改良区 3.0 32 1.1 ○ 令和1年10月18日 ○422-01-002 北池 きたいけ 奈良県 葛城市 加守36-1 加守土地改良区 7.4 174 24 ○ 令和1年10月18日 ○ ○422-01-003 鴨池 かもいけ 奈良県 葛城市 加守1 加守土地改良区 5.5 39 1.5 ○ 令和1年10月18日 ○422-01-004 カンス池 かんすいけ 奈良県 葛城市 加守1064 加守土地改良区 4.9 35 1.0 ○ 令和1年10月18日 ○422-01-005 堂ノ池 どうのいけ 奈良県 葛城市 加守1061 加守共有地 6.5 22 2.4 ○ 令和1年10月18日 ○422-01-006 加守南池 かもりみなみいけ 奈良県 葛城市 加守923-1 加守土地改良区 7.0 220 2.3 ○ 令和1年10月18日 ○422-01-007 補陀落池 ほだらくいけ 奈良県 葛城市 加守906 加守土地改良区 5.5 50 2.1 ○ 令和1年10月18日 ○422-01-008 シロ池 しろいけ 奈良県 葛城市 加守908 加守土地改良区 2.5 17 0.2 ○ 令和1年10月18日422-01-010 加守蓮池 かもりはすいけ 奈良県 葛城市 加守793 加守土地改良区 2.0 90 1.5 ○ 令和1年10月18日 ○422-01-01 加守小池 かもりこいけ 奈良県 葛城市 加守840-1 加守土地改良区 3.0 82 6.1 ○ 令和1年10月18日 ○422-01-012 北谷池 きただにいけ 奈良県 葛城市 新在家415 新在家共有地 4.6 75 3.7 ○ 令和2年12月9日 ○422-01-014 北原池2号 きたはらいけにごう 奈良県 葛城市 染野603 自然人 1.5 30 0.1 ○ 令和1年10月24日 ○422-01-015 北良池 きたらいけ 奈良県 葛城市 新在家387 新在家共有地 3.2 110 3.3 ○ 令和2年12月9日 ○422-01-016 玉ヶ池 たまがいけ 奈良県 葛城市 染野19-1 染野 6.7 140 30 ○ 令和2年12月11日 ○ ○422-01-017 新在家大池 しんざいけおおいけ 奈良県 葛城市 新在家50 新在家外2ヵ大字 16 180 112 ○ 令和2年12月9日 ○ ○422-01-018 南良池 みならいけ 奈良県 葛城市 新在家65-1 新在家共有地 7.5 52 10 ○ 令和2年12月9日 ○422-01-019 墓池 はかいけ 奈良県 葛城市 當麻元當麻方734-1 當麻共有地 4.7 90 3.9 ○ 令和1年12月9日 ○422-01-020 新宮池 しんくういけ 奈良県 葛城市 當麻元當麻方911-1 葛城市 8.7 76 9.5 ○ 令和1年12月9日 ○422-01-021 地藩池 じばんだいけ 奈良県 葛城市 當麻元當麻方1729 壱村共有地 1.5 30 0.4 ○ 令和1年12月9日 ○422-01-022 西谷池1号 にしたにいけいちごう 奈良県 葛城市 當麻元當麻方946 宗教法人　奥院 2.7 35 0.3 ○ 令和1年12月21日422-01-023 トトラ池 ととらいけ 奈良県 葛城市 染野615-1 自然人 0.7 30 0.5 ○ 令和1年12月9日422-01-027 中坊池 なかんぼいけ 奈良県 葛城市 當麻元當麻方1087 壱村共有地 3.8 25 1.1 ○ 令和1年12月9日 ○422-01-028 勝根池 かつねいけ 奈良県 葛城市 勝根235-4 勝根共有地 3.8 228 17 ○ 令和1年10月10日 ○ ○422-01-030 當麻古池 たいまふるいけ 奈良県 葛城市 當麻元西中方 法定外公共物 3.9 212 9.9 ○ 令和1年12月9日 ○422-01-031 木戸新池 きどしんいけ 奈良県 葛城市 木戸77 木戸土地改良区 5.0 315 15 ○ 令和1年10月25日 ○422-01-032 當麻新池 たいましんいけ 奈良県 葛城市 當麻元西中方264 元西中共有地 5.8 300 14 ○ 令和1年12月9日 ○422-01-033 論地池 ろんじいけ 奈良県 葛城市 長尾11 共有地 3.2 109 2.1 － ○422-01-034 亙堂池 かわらどういけ 奈良県 葛城市 當麻元當麻方83 壱村共有地 14 110 0.5 ○ 令和1年12月9日 ○ ○422-01-036 木戸古池 きどふるいけ 奈良県 葛城市 長尾341-1 葛城市 2.3 96 8.0 ○ 令和1年10月25日 ○422-01-037 堂ヶ池 どうがいけ 奈良県 葛城市 竹内32 自然人 3.6 21 0.4 ○ 令和1年10月20日 ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元422-01-038 上池 かみいけ 奈良県 葛城市 竹内1382 竹内自治会 5.0 90 11 ○ 令和1年10月21日 ○422-01-039 峯坂池 みねさかいけ 奈良県 葛城市 長尾424 長尾共有地 5.0 550 23 ○ 令和2年12月7日 ○422-01-040 竹内蓮池 たけうちはすいけ 奈良県 葛城市 竹内1000 自然人 3.7 24 0.2 ○ 令和1年10月20日 ○422-01-042 立石池 たていしいけ 奈良県 葛城市 竹内1063-1 竹内自治会 9.7 30 9.8 ○ 令和1年10月21日 ○422-01-043 的場池 まとばいけ 奈良県 葛城市 竹内983 竹内自治会 5.5 38 3.2 ○ 令和1年10月21日 ○ ○422-01-046 尺土池 しゃくどいけ 奈良県 葛城市 疋田165 大字尺土共有地 3.7 150 29 ○ 令和1年10月28日 ○422-01-047 樋尻池 ひじりいけ 奈良県 葛城市 南今市112 南今市共有地 0.7 81 1.0 ○ 令和1年10月15日 ○422-01-048 南今市新池 みなみいまいちしんいけ 奈良県 葛城市 南今市132 南今市共有地 2.0 127 1.2 ○ 令和1年10月15日 ○422-01-052 八川新池 はちかわしんいけ 奈良県 葛城市 八川1 八川共有地 1.6 286 4.0 ○ 令和1年10月30日 ○422-01-053 八川古池 はちかわふるいけ 奈良県 葛城市 八川280-1 八川 4.2 464 22 ○ 令和1年10月30日 ○422-01-054 藤の木池 ふじのきいけ 奈良県 葛城市 兵家1446 自然人 7.0 138 24 ○ 令和2年12月9日 ○422-01-055 寒谷池 かんたにいけ 奈良県 葛城市 兵家535-1 南今市共有地 7.8 32 4.6 ○ 令和2年12月9日 ○422-01-056 イセ池 いせいけ 奈良県 葛城市 南今市350 南今市共有地 4.0 208 13 ○ 令和1年10月15日 ○422-01-057 二度山池 にどやまいけ 奈良県 葛城市 兵家847 兵家共有地 8.8 30 1.6 ○ 令和2年12月9日 ○422-01-058 別所池 べっしょいけ 奈良県 葛城市 兵家851 兵家共有地 7.5 112 24 ○ 令和2年12月9日 ○422-01-059 野田谷池 のだたにいけ 奈良県 葛城市 兵家881、882、884 兵家共有地 14 48 17 ○ 令和2年12月9日 ○ ○422-01-060 大畑池 おばたけいけ 奈良県 葛城市 大畑268 大畑共有地 4.5 200 16 ○ 令和1年11月26日 ○422-01-061 弥宮池 やみやいけ 奈良県 葛城市 太田1100-1 葛城市 12 150 48 ○ 令和1年12月19日 ○ ○422-01-062 太田新池 おおたしんいけ 奈良県 葛城市 太田1164-1 葛城市 8.0 165 11 ○ 令和1年12月19日 ○ ○422-01-029 池谷池 いけたにいけ 奈良県 葛城市 當麻元當麻方2 自然人 2.3 10 0.06 ○ 令和1年10月9日 ○421-01-001 円明池 えんめいいけ 奈良県 葛城市 笛堂357-1 笛堂土地改良区 1.2 62 0.04 ○ 令和1年10月29日421-01-067 善六池 ぜんろくいけ 奈良県 葛城市 笛吹96-1 自然人 2.4 31 0.4 ○ 令和1年10月18日421-01-092 南小池 みなみこいけ 奈良県 葛城市 笛吹492 自然人 1.4 19 0.4 ○ 令和2年12月17日 ○421-01-065 山田池 やまだいけ 奈良県 葛城市 笛吹164、618-1、618-2 共有地、内務省 4.2 37 1.8 ○ 令和1年10月16日 ○421-01-053 金村小池 かなむらこいけ 奈良県 葛城市 寺口906-1 寺口土地改良区 2.4 13 0.2 ○ 令和1年12月9日421-01-047 石井池 いしいいけ 奈良県 葛城市 寺口460 寺口土地改良区 4.2 24 1.5 ○ 令和1年12月9日 ○421-01-081 水原上池 みずはらかみいけ 奈良県 葛城市 寺口2091 自然人 4.2 36 0.6 ○ 令和1年12月9日421-01-084 平岡新池 ひらおかしんいけ 奈良県 葛城市 平岡18-1 平岡土地改良区 7.2 64 13 ○ 令和1年10月15日 ○381-01-001 北田池 きただいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀五津676 不明 2.3 69 1.2 ×381-01-003 五津南団地26号貯水池 いつつみなみだんち26ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀五津944 大和高原南部土地改良区 2.2 9.0 1.1 ○ 令和1年11月6日381-01-007 平尾東団地沈砂池 ひらおひがしだんちちんしゃち 奈良県 宇陀市 大宇陀平尾1130 大和高原南部土地改良区 4.5 20 1.2 ○ 令和1年11月1日381-01-008 崩池 くずれいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀平尾257 自然人 1.2 10 0.01 ×381-01-009 平尾東団地沈砂池 ひらおひがしだんちちんしゃち 奈良県 宇陀市 大宇陀平尾1057 大和高原南部土地改良区 4.5 25 1.0 ○ 令和1年11月1日381-01-010 池ノ谷池 いけのたにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀平尾97 自然人 2.0 14 0.04 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元381-01-011 ヒタニ池 ひたにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀平尾821 自然人 1.7 14 0.03 ○ 令和1年12月27日381-01-012 小谷池 こたにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀平尾652 自然人 1.7 14 0.03 ○ 令和2年10月9日381-01-020 鴨池 かもいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀野依686-1 不明 3.0 20 0.1 ×381-01-021 鴨池奥池 かもいけおくいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀野依636-2 不明 1.5 10 0.02 ×381-01-022 塔後池 とうごいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀野依623-2 不明 1.0 15 0.02 ×381-01-024 向井池 むかいいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀口今井747 自然人 1.8 17 0.05 ○ 令和1年12月27日381-01-025 風呂ノ谷池 ふろのたにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀口今井709 自然人 2.4 16 0.06 ×381-01-026 塔ノ後池 とうのうしろいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀野依603-1 自然人 1.5 20 0.06 ×381-01-027 口今井南団地12-2号貯水池 くちいまいみなみだんち12-2ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀口今井837 大和高原南部土地改良区 4.8 16 0.5 ○ 令和1年11月8日381-01-028 堂の前池 どうのまえいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀口今井586 自然人 3.1 27 0.2 ×381-01-030 口今井南団地12-3号貯水池 くちいまいみなみだんち12-3ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀口今井899 大和高原南部土地改良区 2.6 25 0.5 ○ 令和1年11月8日381-01-031 口今井南団地12-1号貯水池 くちいまいみなみだんち12-1ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀口今井864 大和高原南部土地改良区 6.0 30 1.1 ○ 令和1年11月8日381-01-032 大谷池 おおたにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀小附1481 自然人 1.2 22 0.06 ×381-01-033 峯垣内池 みねがいといけ 奈良県 宇陀市 大宇陀麻生田352 自然人 0.5 15 0.01 ○ 令和1年12月27日381-01-034 大東下池 だいとうしもいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀野依1354 自然人 1.0 17 0.03 ×381-01-035 大東上池 だいとううえいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀野依465-2 自然人 1.0 18 0.03 ○ 令和1年12月27日381-01-036 大谷池 おおたにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀麻生田1414 自然人 1.4 17 0.04 ×381-01-037 大東中池 だいとうなかいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀野依443 自然人 0.2 17 0.01 ○ 令和1年12月27日381-01-038 条円池 じょうえんいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀野依296 不明 1.0 10 0.01 ×381-01-039 妻石池 さいいしいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀麻生田468 自然人 1.0 24 0.06 ×381-01-040 ナリタキ池 なりたきいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀麻生田679 自然人 0.6 10 0.01 ○ 令和1年12月27日381-01-041 ナリタキ池 なりたきいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀麻生田677 自然人 0.5 15 0.01 ○ 令和1年12月27日381-01-042 宮下池 みやしたいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀麻生田670 自然人 1.6 15 0.04 ○ 令和1年12月27日381-01-044 池田池 いけだいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀野依234-2 自然人 0.5 19 0.02 ×381-01-046 尾竜谷池 おりゅうだにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀麻生田804 自然人 0.2 10 0.002 ×381-01-049 馬取柿団地13号貯水池 まとりかきだんち1 3 ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀馬取柿291 大和高原南部土地改良区 2.0 12 0.3 ○ 令和1年10月31日381-01-051 坂口池 さかぐちいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀小附718 自然人 1.0 14 0.02 ×381-01-052 小附団地14号貯水池 こうつけだんち14ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀小附1852 大和高原南部土地改良区 2.0 19 0.2 ○ 令和1年10月31日381-01-056 調子団地18号貯水池 ちょうしだんち18ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀調子383 大和高原南部土地改良区 2.5 15 0.3 ○ 令和1年11月7日381-01-058 梅ノ木池 うめのきいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀藤井1014 不明 1.8 10 0.02 ×381-01-062 峯垣内池 みねがいといけ 奈良県 宇陀市 大宇陀藤井916 自然人 0.5 15 0.01 ×381-01-063 藤井1団地19号貯水池 ふじい1だんち19ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀藤井1187 大和高原南部土地改良区 3.5 10 0.2 ○ 令和1年11月5日381-01-064 ドウテンガイド池 どうてんがいどいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀塚脇286-3 自然人 2.7 18 0.09 ○ 令和1年12月27日381-01-068 横池 よこいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀藤井469 自然人 1.5 22 0.08 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元381-01-069 日裏池 ひうらいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀藤井842-1 自然人 1.2 20 0.05 ○ 令和1年12月2日381-01-070 村池 むらいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀春日640 自然人 1.5 14 0.03 ×381-01-072 岩清水北団地15-1号貯水池 いわしみずきただんち15-1ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀岩清水3239 大和高原南部土地改良区 5.0 27 1.3 ○ 令和1年11月1日381-01-073 湯矢谷池 ゆやだにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀春日583 自然人 2.0 25 0.1 ○ 令和1年12月12日381-01-074 岩清水北団地15-2号貯水池 いわしみずきただんち15-2ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀岩清水3317 大和高原南部土地改良区 2.0 7.5 0.5 ○ 令和1年11月1日381-01-080 森岡池 もりおかいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀本郷1762 自然人 2.6 19 0.09 ×381-01-081 ビワ池 びわいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀西山832 自然人 1.8 164 4.8 ×381-01-082 アイタニ池 あいたにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀岩清水1467 自然人 1.4 20 0.06 ○ 令和1年12月27日381-01-083 谷池 たにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀岩清水1657 自然人 1.6 27 0.1 ○ 令和1年12月27日381-01-084 三軒屋池 さんけんやいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀岩清水598 自然人 1.6 27 0.1 ×381-01-085 長畑池 ながはたいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀岩清水1153 自然人 1.0 15 0.02 ○ 令和1年12月27日381-01-086 雪ヶ峰団地17号貯水池 ゆきがみねだんち1 7 ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀岩清水2983 大和高原南部土地改良区 2.2 19 1.0 ○ 令和1年11月5日381-01-087 奥谷池 おくたにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀藤井28-1 自然人 1.5 8.0 0.01 ○ 令和1年12月27日381-01-088 藤井大池 ふじいおおいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀藤井106-1 不明 3.9 52 3.2 ×381-01-089 堂前池 どうまえいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀才ケ辻409 自然人 3.3 21 0.3 ○ 令和1年12月25日381-01-090 中尾池 なかおいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀岩清水518 自然人 1.0 10 0.01 ×381-01-091 弁天池 べんてんいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀岩清水1298 自然人 3.2 18 0.1 ×381-01-092 コホネ池 こほねいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀才ケ辻674 自然人 2.5 20 0.10 ×381-01-093 竹中池 たけなかいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀才ケ辻28 自然人 1.8 24 0.10 ×381-01-094 東池 ひがしいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀本郷1046 自然人 1.2 12 0.02 ×381-01-095 城坂池 しろさかいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀拾生1677 自然人 1.6 15 0.03 ×381-01-096 笹峠北団地16-1号貯水池 ささとうげきただんち16-1ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀岩清水3156 大和高原南部土地改良区 1.8 12 0.3 ○ 令和1年10月31日381-01-100 笹峠池 ささとうげいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀岩清水1856 岩清水自治会 3.5 32 2.3 ○ 令和1年12月27日381-01-101 笹峠南団地16-2号貯水池 ささとうげみなみだんち16-2ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀岩清水3206 大和高原南部土地改良区 4.0 9.0 0.4 ○ 令和1年11月2日381-01-102 ヒノキヅカ池 ひのきづかいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀守道51 自然人 2.0 10 0.02 ×381-01-103 奥峰池 おくみねいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀守道98 自然人 1.2 27 0.09 ×381-01-104 カラシケ谷池 からしけだにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀守道488 自然人 2.5 20 0.1 ○ 令和1年12月27日381-01-105 桐山東団地21-2号貯水池 きりやまひがしだんち21-2ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀才ヶ辻688 大和高原南部土地改良区 4.7 9.0 1.9 ○ 令和1年11月5日381-01-106 尾中池 おなかいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀本郷87-1 不明 2.6 94 2.6 ×381-01-107 タカダ池 たかだいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀拾生1245 自然人 2.5 15 0.05 ×381-01-109 桐山西団地28号貯水池 きりやまにしだんち2 8 ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀守道1478 大和高原南部土地改良区 4.0 20 0.6 ○ 令和1年11月8日381-01-110 トガタニ池 とがたにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀守道172 自然人 1.5 16 0.04 ×381-01-111 桐山東団地21-1号貯水池 きりやまひがしだんち21-1ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀守道1263 大和高原南部土地改良区 1.5 17 0.7 ○ 令和1年11月5日381-01-112 本郷溜池 ほんごうためいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀本郷255 宇陀市 23 144 433 － ○ ○ ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元381-01-113 大願寺池 だいがんじいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀拾生350 自然人 2.5 26 1.7 ×381-01-114 井尻池 いじりいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀守道1354 自然人 1.8 20 0.07 ○ 令和1年12月27日381-01-115 カイト池 かいといけ 奈良県 宇陀市 大宇陀守道792 自然人 2.0 12 0.03 ×381-01-116 ノサバ谷池 のさばたにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀本郷904 自然人 4.8 20 0.2 ×381-01-120 木下池 きのしたいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀大東60 自然人 2.0 22 0.10 ×381-01-122 家ノ下池 いえのしたいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀守道782 自然人 2.0 14 0.04 ×381-01-123 北池 きたいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀和田268 自然人 1.9 13 0.03 ×381-01-126 井戸奥池 いどおくいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀関戸574 自然人 2.0 19 0.07 ×381-01-127 後出団地沈砂池 うしろでだんちちんしゃち 奈良県 宇陀市 大宇陀守道1620 大和高原南部土地改良区 4.5 28 0.8 ○ 令和1年11月5日381-01-128 殿浦池 とのうらいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀下品203-4 自然人 3.1 22 0.6 ○ 令和1年12月27日381-01-129 白石池 しらいしいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀和田210 自然人 1.5 17 0.04 ×381-01-130 柳池 やなぎいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀関戸422 自然人 3.1 30 1.0 ○ 令和1年12月27日 ○381-01-131 奥池 おくいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀関戸602 自然人 2.5 18 0.08 ×381-01-133 キリガモト池 きりがもといけ 奈良県 宇陀市 大宇陀守道229 自然人 2.6 26 0.2 ×381-01-134 後出団地22号貯水池 うしろでだんち22ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀守道1509 大和高原南部土地改良区 2.6 34 0.7 ○ 令和1年11月5日381-01-135 前池 まえいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀守道552 不明 2.2 18 0.07 ×381-01-136 大久保池 おおくぼいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀守道346 自然人 1.8 25 0.1 ×381-01-137 向井池 むかいいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀山口77 自然人 1.6 22 0.07 ×381-01-139 西谷池 にしたにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀上品19 自然人 2.2 23 0.1 ×381-01-140 細田池 ほそだいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀上品14 自然人 2.2 23 0.1 ×381-01-141 山口1団地24-1号貯水池 やまぐち1だんち2 4 - 1 ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀山口476 大和高原南部土地改良区 2.4 18 0.9 ○ 令和1年11月1日381-01-142 山口2団地24-2号貯水池 やまぐち2だんち2 4 - 2 ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀山口457 大和高原南部土地改良区 2.3 31 0.5 ○ 令和1年11月3日381-01-143 諏訪前池 すわまえいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀山口165 自然人 3.2 20 0.1 ×381-01-144 上野池 うえのいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀山口177 自然人 1.8 17 0.05 ×381-01-145 下池 しもいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀白鳥居246 自然人 2.0 14 0.04 ×381-01-146 堀田池 ほりたいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀上品132 不明 1.8 20 0.07 ×381-01-148 向池 むかいいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀山口205 自然人 2.2 23 0.1 ×381-01-149 井塞池 いせきいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀下片岡807 自然人 3.6 21 0.2 ×381-01-151 井戸池 いどいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀小和田285 自然人 1.4 15 0.03 ×381-01-153 奥ノ谷池 おくのたにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀小和田211,212 自然人 4.0 26 0.3 ×381-01-154 奥池 おくいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀小和田218 自然人 2.0 18 0.7 ×381-01-154 小和田団地29号貯水池 こわだだんち2 9 ごういちょすいいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀小和田561 大和高原南部土地改良区 2.2 3.4 1.2 ○ 令和1年11月7日381-01-155 石風呂池 いしぶろいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀小和田258 不明 4.0 26 0.3 ×381-01-156 大月池 おおつきいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀白鳥居421 不明 6.3 25 1.9 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元381-01-157 大月池 おおつきいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀白鳥居510 自然人 2.2 32 0.2 ×381-01-158 口田池 くちだいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀小和田492 自然人 1.7 15 0.04 ×381-01-159 小谷池 しょうやいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀小和田474 自然人 2.0 17 0.06 ×381-01-160 上巽池 うえたつみいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀小和田482 不明 4.2 27 0.4 ×381-01-161 内之辺池 うちのべいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀白鳥居431,432 不明 4.8 33 1.8 ×381-01-162 井戸ノ谷池 いどのたにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀下片岡265-2 自然人 2.0 15 0.05 ×381-01-165 井戸ノ切池 いどのきりいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀小和田267 不明 3.4 24 0.6 ×381-01-166 井戸ノ谷池 いどのたにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀下片岡255 自然人 2.0 17 0.06 ×381-01-167 畠中池 はたなかいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀下片岡194-1 自然人 1.8 15 0.04 ×381-01-169 井戸ノ谷池 いどのたにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀下片岡255 自然人 1.8 15 0.04 ×381-01-171 東平尾団地貯水池(旧：松尾谷池） ひがしひらおだんちちょすいち 奈良県 宇陀市 大宇陀東平尾295 自然人 4.0 30 1.2 ○ 令和1年11月5日 ○381-01-172 高畑池 たかはたいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀大熊175 自然人 3.6 27 0.3 ○ 令和1年12月27日381-01-173 大谷前池 おおたにまえいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀大熊173 自然人 3.0 17 0.09 ○ 令和1年12月27日381-01-174 タンジリ池 たんじりいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀東平尾110 自然人 2.0 22 0.10 ×381-01-175 井戸上池 いどかみいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀東平尾136 自然人 1.5 10 0.02 ×381-01-176 東平尾団地沈砂池 ひがしひらおだんちちんしゃち 奈良県 宇陀市 大宇陀東平尾459 大和高原南部土地改良区 3.0 30 1.2 ○ 令和1年11月5日381-01-178 東前池 とうまえいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀大熊229 自然人 1.8 18 0.06 ×381-01-179 與熊奥池 よのくまおくいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀大熊274 自然人 2.2 15 0.05 ×381-01-180 ドウセ池 どうせいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀田原1126 不明 1.8 15 0.1 ×381-01-181 下ナガ田池 しもながたいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀上片岡95 自然人 2.5 12 0.04 ×381-01-182 ドウセ池 どうせいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀田原1121 自然人 2.0 12 0.03 ×381-01-185 平田池 ひらたいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀下片岡67 自然人 2.0 17 0.06 ○ 令和1年12月27日381-01-186 新池 しんいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀下片岡18-1 自然人 2.2 20 0.5 ×381-01-187 宮前池 みやまえいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀栗野1330 自然人 2.0 17 0.05 ×381-01-189 芋ケ谷池 いもがたにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀栗野1396 不明 2.4 26 0.2 ×381-01-190 上坂東池 うえさかひがしいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀栗野523 不明 3.6 17 0.10 ×381-01-193 森池 もりいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀上片岡816 自然人 2.1 19 0.07 ×381-01-194 竹永池 たけながいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀上片岡587 自然人 3.5 26 2.4 ○ 令和1年12月27日381-01-195 坂田池 さかたいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀上片岡639 自然人 3.5 24 0.2 ○ 令和1年12月27日381-01-196 高尾池 たかおいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀上片岡546 自然人 2.5 21 0.1 ×381-01-197 丹後池 たんごいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀大熊1030 自然人 2.0 22 0.4 ×381-01-198 下泉池 しもいずみいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀大熊772 自然人 2.5 16 0.06 ○ 令和1年12月1日381-01-199 西谷池 にしたにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀大熊870 自然人 2.0 13 0.03 ×381-01-201 塚谷池 つかたにいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀上片岡428 自然人 1.1 39 0.1 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元381-01-204 吉田池 よしだいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀和田103 自然人 2.0 22 0.09 ×381-01-209 小林池 こばやしいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀岩清水1989 自然人 2.8 25 0.2 ×381-01-210 笹池 ささいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀岩清水2139 自然人 1.8 20 0.07 ×381-01-211 峯坂池 みねさかいけ 奈良県 宇陀市 大宇陀野依1128-1 自然人 0.5 11 0.01 ○ 令和1年12月27日382-01-001 平井1団地31-2号貯水池 ひらい1だんち3 1 - 2 ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 菟田野平井1318 大和高原南部土地改良区 1.8 53 0.8 ○ 令和1年11月1日382-01-002 平井1団地31-3号貯水池 ひらい1だんち3 1 - 3 ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 菟田野平井1315 大和高原南部土地改良区 2.1 16 0.6 ○ 令和1年11月1日382-01-003 大森池 おおもりいけ 奈良県 宇陀市 菟田野平井150 不明 7.0 20 0.7 ×382-01-004 平井1団地31-1号貯水池 ひらい1だんち3 1 - 1 ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 菟田野平井1316 大和高原南部土地改良区 1.3 12 0.2 ○ 令和1年11月1日382-01-005 平井2団地32-3号貯水池 ひらい2だんち3 2 - 3 ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 菟田野平井1461 大和高原南部土地改良区 1.0 16 0.6 ○ 令和1年11月1日382-01-006 馬場池 ばばいけ 奈良県 宇陀市 菟田野平井59-2 自然人 1.5 19 0.05 ○ 令和2年9月25日382-01-008 平井2団地32-4号貯水池 ひらい2だんち3 2 - 4 ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 菟田野平井1462 大和高原南部土地改良区 3.0 26 0.5 ○ 令和1年11月1日382-01-009 平井2団地32-2号貯水池 ひらい2だんち3 2 - 2 ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 菟田野平井1460 大和高原南部土地改良区 1.1 15 0.1 ○ 令和1年11月1日382-01-010 平井2団地32-1号貯水池 ひらい2だんち3 2 - 1 ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 菟田野平井1459 大和高原南部土地改良区 1.0 21 0.07 ○ 令和1年11月1日382-01-011 ドンガンジ池 どんがんじいけ 奈良県 宇陀市 菟田野平井1128 不明 1.8 31 0.07 ×382-01-012 稲場池 いなばいけ 奈良県 宇陀市 菟田野平井1120 自然人 2.0 21 0.09 ×382-01-014 大神団地34-1号貯水池 おおがみだんち3 4 - 1 ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 菟田野大神743 大和高原南部土地改良区 3.0 6.0 0.3 ○ 令和1年11月1日382-01-015 大神団地34-2号貯水池 おおがみだんち3 4 - 2 ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 菟田野大神741 大和高原南部土地改良区 2.6 12 2.1 ○ 令和1年11月1日382-01-017 見田1団地貯水池 みた1だんちちょすいち 奈良県 宇陀市 菟田野見田878-2 大和高原南部土地改良区 2.3 26 0.9 ○ 令和1年11月6日382-01-018 八石池 はちこくいけ 奈良県 宇陀市 菟田野見田247-4 自然人 1.0 4.0 0.1 ○ 令和1年12月27日382-01-019 見田大沢団地沈砂池 みたおおさわだんちちんしゃち 奈良県 宇陀市 菟田野見田1059 大和高原南部土地改良区 2.5 10 0.2 ○ 令和1年11月6日382-01-020 大池 おいけ 奈良県 宇陀市 菟田野見田113 見田自治会 2.0 35 2.5 ×382-01-021 見田大沢団地37-1号貯水池 みたおおさわだんち37-1ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 菟田野見田1058 大和高原南部土地改良区 2.2 34 1.0 ○ 令和1年11月6日382-01-022 見田2団地39号貯水池 みた2だんち39ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 菟田野見田857 大和高原南部土地改良区 1.5 58 1.1 ○ 令和1年11月6日382-01-023 見田大沢団地貯水池 みたおおさわだんちちょすいち 奈良県 宇陀市 菟田野大沢348 大和高原南部土地改良区 1.5 10 0.2 ○ 令和1年11月5日382-01-024 上ノ池 かみのいけ 奈良県 宇陀市 菟田野入谷197-1 自然人 2.0 21 0.09 ○ 令和1年12月27日382-01-025 ヒノクチ池 ひのくちいけ 奈良県 宇陀市 菟田野入谷109 自然人 2.0 15 0.05 ○ 令和1年12月27日382-01-026 大神入谷団地35-1号貯水池 おおがみにゅうたにだんち35-1ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 菟田野大神885 大和高原南部土地改良区 2.0 25 1.0 ○ 令和1年11月5日382-01-026 大神入谷団地沈砂地 おおがみにゅうたにだんちちんしゃち 奈良県 宇陀市 菟田野入谷512 大和高原南部土地改良区 2.5 20 0.6 ○ 令和1年11月5日382-01-027 大神入谷団地35-2号貯水池 おおがみにゅうたにだんち35-2ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 菟田野入谷513 大和高原南部土地改良区 1.0 23 0.2 ○ 令和1年11月5日382-01-028 奥保池 おくぼいけ 奈良県 宇陀市 菟田野岩崎150 自然人 2.8 15 0.06 ×382-01-029 奥谷池 おくたにいけ 奈良県 宇陀市 菟田野岩崎476 宇陀市 2.5 22 0.1 －382-01-030 奥ノ谷池 おくのたにいけ 奈良県 宇陀市 菟田野古市場1830-1 古市場奥ノ谷管理（上ノ段井堰） 1.2 26 1.6 ○ 令和1年12月27日 ○382-01-031 山の池 やまのいけ 奈良県 宇陀市 菟田野東郷 自然人 1.0 9 0.008 ×382-01-032 池谷池 いけだにいけ 奈良県 宇陀市 菟田野下芳野1190 下芳野共有地 2.5 15 0.06 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元382-01-033 野中池 のなかいけ 奈良県 宇陀市 菟田野宇賀志617 自然人 3.0 27 0.2 ×382-01-034 明珍池 みょうちんいけ 奈良県 宇陀市 菟田野宇賀志588 自然人 1.0 18 0.03 ○ 令和2年9月22日382-01-035 野中大池 のなかおおいけ 奈良県 宇陀市 菟田野宇賀志577 自然人 3.6 25 0.3 ○ 令和2年9月23日382-01-036 滝垣内池 たきがいといけ 奈良県 宇陀市 菟田野宇賀志748-2 自然人 2.5 30 0.2 ×382-01-040 井ノ奥池 いのおくいけ 奈良県 宇陀市 菟田野稲戸 自然人 1.0 29 不明 ×382-01-042 佐倉団地43号貯水池 さくらだんち43ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 菟田野佐倉1388 大和高原南部土地改良区 2.6 20 1.3 ○ 令和1年11月1日382-01-044 郡池 こおりいけ 奈良県 宇陀市 菟田野佐倉162 自然人 0.8 39 0.1 ○ 令和2年9月15日382-01-045 田輪池 たわいけ 奈良県 宇陀市 菟田野佐倉364-2 自然人 7.0 25 0.4 ○ 令和1年12月27日382-01-046 下池 しもいけ 奈良県 宇陀市 菟田野佐倉365-2 自然人 7.0 20 0.3 ○ 令和1年12月27日382-01-048 宇賀志団地44号貯水池 うかしだんち44ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 菟田野宇賀志2999 大和高原南部土地改良区 2.9 15 3.5 ○ 令和1年11月7日383-01-001 ハサマ池 はさまいけ 奈良県 宇陀市 榛原戒場403-1 自然人 2.5 10 0.03 ○ 令和1年12月27日383-01-002 大黒石池 おおぐろいしいけ 奈良県 宇陀市 榛原戒場347 自然人 2.4 32 0.1 ×383-01-003 中村池 なかむらいけ 奈良県 宇陀市 榛原戒場471 自然人 3.0 24 0.2 ○ 令和2年9月11日383-01-004 カイト池 かいといけ 奈良県 宇陀市 榛原戒場373-1 自然人 2.5 15 0.06 ○ 令和2年9月23日383-01-008 畠田池 はたけだいけ 奈良県 宇陀市 榛原山辺三1746-2 自然人 2.5 15 0.06 ○ 令和1年12月27日383-01-010 大池 おおいけ 奈良県 宇陀市 榛原額井579-1 額井自治会 9.3 70 9.7 ○ 令和1年12月27日 ○383-01-011 ネンコ池 ねんこいけ 奈良県 宇陀市 榛原額井716-2 不明 1.0 28 0.3 ○ 令和1年12月27日383-01-012 新池 しんいけ 奈良県 宇陀市 榛原額井396 十八神社 7.6 70 3.5 ○ 令和1年12月27日 ○383-01-016 丸尾池 まるおいけ 奈良県 宇陀市 榛原赤瀬1241 自然人 2.5 30 0.2 ×383-01-017 犬ケ谷池 いぬがたにいけ 奈良県 宇陀市 榛原赤瀬1008 不明 2.2 16 0.1 ×383-01-018 大ケ谷池 おおがたにいけ 奈良県 宇陀市 榛原赤瀬1006 不明 2.6 17 0.2 ×383-01-019 敷地内の池 しきちないのいけ 奈良県 宇陀市 榛原赤瀬804 不明 1.2 46 0.06 ×383-01-021 ニジハラ池 にじはらいけ 奈良県 宇陀市 榛原萩原1139 自然人 1.4 10 0.01 ○ 令和2年9月11日383-01-023 谷口・高田池 たにぐち・たかだいけ 奈良県 宇陀市 榛原萩原1870-2 自然人 3.5 33 0.4 ○ 令和2年9月17日383-01-024 高田池 たかだいけ 奈良県 宇陀市 榛原萩原1990,1991 自然人 2.0 20 0.08 ○ 令和2年9月13日383-01-025 雄池 とうべいけ 奈良県 宇陀市 榛原萩原2335-1 宇陀市 4.8 42 2.5 －383-01-027 新池 しんいけ 奈良県 宇陀市 榛原萩原2288 自然人 2.9 58 1.0 ×383-01-028 上野池 うえのいけ 奈良県 宇陀市 榛原萩原2288 自然人 2.6 17 0.2 ○ 令和2年9月15日383-01-029 シュタレ池 しゅたれいけ 奈良県 宇陀市 榛原角柄156-3 自然人 2.5 15 0.06 ×383-01-031 ジンジ池 じんじいけ 奈良県 宇陀市 榛原柳199-1 自然人 2.2 27 0.2 ○ 令和1年12月27日383-01-032 家の前藤田池 いえのまえふじたいけ 奈良県 宇陀市 榛原柳425 自然人 1.5 12 0.02 ×383-01-033 戒谷池 かいだにいけ 奈良県 宇陀市 榛原柳226-1 自然人 2.8 10 0.03 ○ 令和1年12月27日383-01-036 蓮池 はすいけ 奈良県 宇陀市 榛原長峯250 榛原長峯集落 1.8 49 0.8 ○ 令和1年12月27日 ○383-01-037 大谷池 おおたにいけ 奈良県 宇陀市 榛原長峯851 自然人 2.0 10 0.02 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元383-01-038 二反田池 にたんだいけ 奈良県 宇陀市 榛原長峯828-1 自然人 3.4 15 0.4 ○ 令和1年12月27日383-01-039 池ノハタ池 いけのはたいけ 奈良県 宇陀市 榛原長峯800 不明 2.2 27 0.06 ×383-01-040 坂ノ下池 さかのしたいけ 奈良県 宇陀市 榛原長峯1246 自然人 2.0 30 0.2 ○ 令和1年12月27日383-01-041 マトバ池 まとばいけ 奈良県 宇陀市 榛原長峯1236 自然人 1.5 13 0.03 ○ 令和1年12月27日383-01-042 ジョガクボ池 じょがくぼいけ 奈良県 宇陀市 榛原長峯298,299 自然人 2.3 35 0.3 ×383-01-043 東谷一池 ひがしたにいちいけ 奈良県 宇陀市 榛原長峯883 不明 3.2 25 0.4 ×383-01-044 東谷二池 ひがしたににいけ 奈良県 宇陀市 榛原長峯878 自然人 3.0 23 0.2 ×383-01-045 ウリユ谷池 うりゆたにいけ 奈良県 宇陀市 榛原長峯216 自然人 1.6 13 0.03 ○ 令和1年12月27日383-01-046 滝ケ谷池 たきがたにいけ 奈良県 宇陀市 榛原長峯992-1 自然人 3.2 40 0.2 ×383-01-047 滝ケ谷池 たきがたにいけ 奈良県 宇陀市 榛原長峯968-1 自然人 7.4 33 1.0 ×383-01-054 カシラダ池 かしらだいけ 奈良県 宇陀市 榛原萩原228 自然人 3.0 27 0.2 ○ 令和1年12月27日383-01-055 下井足１号池 しもいだにいちごういけ 奈良県 宇陀市 榛原下井足1450-1 自然人 1.6 10 0.02 ×383-01-057 ササオ池 ささおいけ 奈良県 宇陀市 榛原下井足409 自然人 2.5 10 0.03 ×383-01-058 岩井谷池 いわいだにいけ 奈良県 宇陀市 榛原下井足1034 自然人 2.5 23 0.1 ×383-01-059 上ノ池 うえのいけ 奈良県 宇陀市 榛原篠楽289-2 自然人 2.0 15 0.05 ×383-01-060 おかめ池 おかめいけ 奈良県 宇陀市 榛原篠楽236-2 自然人 2.5 15 0.06 ×383-01-061 雨師2号池 あめしにごういけ 奈良県 宇陀市 榛原雨師646 自然人 2.3 63 1.0 ○ 令和1年12月27日383-01-062 雨師1号池 あめしいちごういけ 奈良県 宇陀市 榛原雨師646 自然人 2.9 50 0.5 ○ 令和1年12月27日383-01-065 堂ノ上池 どうのうえいけ 奈良県 宇陀市 榛原安田237 自然人 1.8 16 0.05 ○ 令和1年12月27日383-01-066 家ノ横池 いえのよこいけ 奈良県 宇陀市 榛原安田212 自然人 2.5 15 0.06 ×383-01-067 西ノ川池 にしのかわいけ 奈良県 宇陀市 榛原安田278 自然人 2.0 15 0.05 ○ 令和2年9月23日383-01-068 河渕池 かぶちいけ 奈良県 宇陀市 榛原安田261 自然人 1.7 32 0.2 ○ 令和1年12月27日383-01-069 水久保村池 みずくぼむらいけ 奈良県 宇陀市 榛原安田479 自然人 3.3 30 0.3 ○ 令和1年12月27日383-01-070 赤禿池 あかはげいけ 奈良県 宇陀市 榛原安田378 自然人 0.5 20 0.1 ○ 令和1年12月27日383-01-071 水久保池 みずくぼいけ 奈良県 宇陀市 榛原安田409 自然人 1.5 12 0.02 ○ 令和2年9月15日383-01-072 長井谷崩れ池 ながいたにくずれいけ 奈良県 宇陀市 榛原安田490 自然人 1.8 21 0.08 ○ 令和1年12月27日383-01-074 羽根田西浦池 はねだにしうらいけ 奈良県 宇陀市 榛原安田789 自然人 2.5 38 0.2 ○ 令和1年12月27日383-01-075 大別途池 だいべつといけ 奈良県 宇陀市 榛原安田790 自然人 1.5 27 0.1 ○ 令和2年9月21日383-01-077 百田村池 ひゃくたむらいけ 奈良県 宇陀市 榛原安田642 自然人 5.2 85 2.5 ○ 令和1年12月27日383-01-078 金谷池 かなやいけ 奈良県 宇陀市 榛原安田42 自然人 2.5 8 0.02 ×383-01-079 金屋堂浦池 かなやどううらいけ 奈良県 宇陀市 榛原安田44 自然人 3.8 48 0.4 ○ 令和1年12月27日383-01-080 笠間5号池 かさまごごういけ 奈良県 宇陀市 榛原笠間2103 自然人 5.2 41 1.6 ○ 令和1年12月27日 ○383-01-081 諏訪前池 すわまえいけ 奈良県 宇陀市 榛原笠間626 自然人 5.1 52 0.5 ○ 令和1年12月27日383-01-082 笠間2団地12号貯水池（45-3号貯水池） かさま2だんち12ごうちょすいち（45-3ごう） 奈良県 宇陀市 榛原笠間3059 大和高原南部土地改良区 6.0 17 0.4 ○ 令和1年11月6日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元383-01-084 赤坂池 あかさかいけ 奈良県 宇陀市 榛原笠間1-2 不明 3.0 30 0.1 ○ 令和1年12月27日383-01-085 笠間団地10号貯水池（45-1号貯水池） かさまだんち10ごうちょすいち（45-1ごう） 奈良県 宇陀市 榛原笠間2842 大和高原南部土地改良区 2.7 12 1.1 ○ 令和1年11月6日 ○383-01-086 笠間6号池 かさまろくごういけ 奈良県 宇陀市 榛原笠間200 自然人 3.1 32 1.8 ○ 令和1年12月27日383-01-088 笠間1号池 かさまいちごういけ 奈良県 宇陀市 榛原笠間480 自然人 5.8 41 3.0 ○ 令和1年12月27日383-01-089 蟹池 かにいけ 奈良県 宇陀市 榛原笠間1427 自然人 3.0 67 1.5 ○ 令和1年12月27日383-01-090 笠間2団地45-2号貯水池 かさま2だんち4 5 - 2 ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 榛原笠間2970 大和高原南部土地改良区 2.2 15 0.9 ○ 令和1年11月6日383-01-091 弁天池 べんてんいけ 奈良県 宇陀市 榛原笠間933 笠間自治会　中班 5.2 24 1.8 ○ 令和1年12月27日383-01-092 笠間2号池 かさまにごういけ 奈良県 宇陀市 榛原笠間626 自然人 3.3 51 1.4 ○ 令和1年12月27日383-01-093 笠間3団地45-4号貯水池 かさま3だんち4 5 - 4 ごうちょうすいち 奈良県 宇陀市 榛原笠間3198 大和高原南部土地改良区 1.0 28 0.3 ○ 令和1年11月6日383-01-093 桧牧大池 ひのまきおおいけ 奈良県 宇陀市 榛原檜牧254 自然人 3.4 14 0.7 ×383-01-094 笠間3団地45-5号貯水池 かさま3だんち4 5 - 5 ごうちょうすいち 奈良県 宇陀市 榛原笠間3199 大和高原南部土地改良区 1.0 10 0.4 ○ 令和1年11月6日383-01-094 桧牧新池 ひのまきしんいけ 奈良県 宇陀市 榛原檜牧267 自然人 0.7 12 0.1 ×383-01-095 笠間団地貯水池 かさまだんちちょすいち 奈良県 宇陀市 榛原笠間2946 大和高原南部土地改良区 2.5 19 0.2 ○ 令和1年11月6日383-01-095 芝ノ奥池 しばのおくいけ 奈良県 宇陀市 榛原檜牧283 自然人 2.5 21 1.1 ×383-01-096 奥ノ谷池 おくのたにいけ 奈良県 宇陀市 榛原檜牧373 自然人 2.0 20 0.08 ○ 令和1年12月27日383-01-097 山門一号池 やまかどいちごういけ 奈良県 宇陀市 榛原上井足1445 自然人 2.5 20 0.1 ×383-01-098 山門二号池 やまかどにごういけ 奈良県 宇陀市 榛原上井足1794 自然人 2.0 10 0.02 ×383-01-101 渡り瀬池 わたりせいけ 奈良県 宇陀市 榛原上井足566-1 自然人 1.9 14 0.07 ×383-01-102 室ノ谷池 むろのたにいけ 奈良県 宇陀市 榛原上井足566-1 自然人 3.0 10 0.03 ○ 令和1年12月27日383-01-103 広芝下池 ひろしばしもいけ 奈良県 宇陀市 榛原上井足1445 不明 14 41 2.5 ○ 令和1年12月27日383-01-105 奥ノ森下池 おくのもりしもいけ 奈良県 宇陀市 榛原上井足990 奥ノ森水利組合 8.5 43 9.5 ○ 令和1年12月27日383-01-106 奥ノ森上池 おくのもりしもいけ 奈良県 宇陀市 榛原上井足993 奥ノ森水利組合 2.9 22 2.1 ○ 令和1年12月27日383-01-107 長池 ながいけ 奈良県 宇陀市 榛原足立103 自然人 2.0 20 0.08 ×383-01-108 八咫烏団地池上村池（46-2号貯水池） やたがらすだんちいけがみむらいけ（46-2ごう） 奈良県 宇陀市 榛原池上576 大和高原南部土地改良区 2.2 6.0 2.6 ○ 令和1年11月4日383-01-110 八咫烏北団地51-1号貯水池 やたがらすきただんち51-1ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 榛原足立372 大和高原南部土地改良区 3.5 50 0.8 ○ 令和1年10月31日383-01-111 八咫烏北団地51-2号貯水池 やたがらすきただんち51-2ごうちょすいち 奈良県 宇陀市 榛原足立475 大和高原南部土地改良区 3.5 55 1.8 ○ 令和1年10月31日383-01-111 前ノ池四号池 まえのいけよんごういけ 奈良県 宇陀市 榛原福西388 自然人 2.3 14 0.3 ×383-01-112 前ノ池三号池 まえのいけさんごういけ 奈良県 宇陀市 榛原福西347 自然人 2.5 13 0.04 ×383-01-113 八咫烏団地ミドリ田池（46-1号貯水池） やたがらすだんちみどりたいけ（46-1ごう） 奈良県 宇陀市 榛原福西587 大和高原南部土地改良区 2.8 15 4.0 ○ 令和1年11月1日383-01-114 前ノ池一号池 まえのいけいちごういけ 奈良県 宇陀市 榛原福西304 自然人 1.5 28 0.3 ○ 令和1年12月27日383-01-115 前ノ池二号池 まえのいけにごういけ 奈良県 宇陀市 榛原福西316 自然人 1.6 14 0.1 ○ 令和1年12月27日383-01-116 裏池 うらいけ 奈良県 宇陀市 榛原福西235 自然人 2.0 8.0 0.01 ○ 令和1年12月27日383-01-117 上前田池 かみまえだいけ 奈良県 宇陀市 榛原福西210 自然人 2.8 14 0.05 ○ 令和1年12月27日383-01-119 内垣内池 うちがいといけ 奈良県 宇陀市 榛原福西157-2 自然人 1.5 7 0.007 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元383-01-120 八咫烏団地マグロ池（47号貯水池） やたがらすだんちまぐろいけ（47ごうちょすいち） 奈良県 宇陀市 榛原福西488 大和高原南部土地改良区 2.8 10 0.3 ○ 令和1年11月1日383-01-121 宮ノ東池 みやのひがしいけ 奈良県 宇陀市 榛原八滝1015-1 自然人 1.3 21 0.06 ×383-01-122 澤団地八滝池 さわだんちやたきいけ 奈良県 宇陀市 榛原沢1869 大和高原南部土地改良区 4.5 36 2.1 ○ 令和1年11月5日383-01-123 澤団地栗の谷池 さわだんちくりのやいけ 奈良県 宇陀市 榛原澤1870 大和高原南部土地改良区 7.0 42 1.9 ○ 令和1年11月5日383-01-124 澤団地大谷池（50号貯水池） さわだんちおおたにいけ（50ごうちょすいち） 奈良県 宇陀市 榛原沢1524 大和高原南部土地改良区 3.5 38 0.8 ○ 令和1年11月5日383-01-125 中山田池 なかやまだいけ 奈良県 宇陀市 榛原大貝310 自然人 7.3 32 3.9 ○ 令和1年12月27日383-01-126 井戸ノ奥池 いどのおくいけ 奈良県 宇陀市 榛原大貝108 大貝自治会 5.6 23 0.5 ○ 令和1年12月27日383-01-127 奥イズモ池 おくいずもいけ 奈良県 宇陀市 榛原大貝527 大貝自治会 3.5 11 0.2 ○ 令和1年12月27日383-01-128 イズモ池 いずもいけ 奈良県 宇陀市 榛原大貝537 自然人 1.8 7.0 0.07 ○ 令和1年12月27日383-01-130 ハサマ池 はさまいけ 奈良県 宇陀市 榛原大貝545 自然人 3.1 38 0.9 ○ 令和1年12月27日383-01-131 小谷池 こたにいけ 奈良県 宇陀市 榛原大貝494-4 自然人 2.7 26 0.08 ○ 令和1年12月27日383-01-133 山路村池 やまじむらいけ 奈良県 宇陀市 榛原山路125 宇陀市 6.8 26 1.5 ○ 令和1年12月27日383-01-134 石田村池 いしだむらいけ 奈良県 宇陀市 榛原石田390 不明 5.9 38 1.0 ×383-01-135 柿谷池 かきだにいけ 奈良県 宇陀市 榛原石田365 自然人 2.0 18 0.06 ○ 令和2年10月9日383-01-136 西ケ谷池 にしがだにいけ 奈良県 宇陀市 榛原石田484 自然人 2.2 28 0.2 ○ 令和1年12月27日383-01-137 宮西池 みやにしいけ 奈良県 宇陀市 榛原石田476 自然人 2.0 20 0.08 ○ 令和1年12月27日383-01-139 大門池 だいもんいけ 奈良県 宇陀市 榛原石田592 自然人 2.0 20 0.08 ○ 令和1年12月27日383-01-140 大ノ木池 おおのきいけ 奈良県 宇陀市 榛原石田58 自然人 2.0 20 0.08 ×383-01-142 宮ノ本池 みやのもといけ 奈良県 宇陀市 榛原比布33-2 自然人 2.0 10 0.02 ○ 令和1年12月27日383-01-143 井戸谷池 いどだにいけ 奈良県 宇陀市 榛原比布752-3 自然人 2.0 10 0.02 ○ 令和1年12月27日383-01-146 三良谷池 さぶろうたにいけ 奈良県 宇陀市 榛原比布243-2 自然人 1.5 18 0.05 ×383-01-148 ミノタニ池 みのたにいけ 奈良県 宇陀市 榛原比布561-2 自然人 2.8 8 0.02 ×383-01-149 モリ１号池 もりいちごういけ 奈良県 宇陀市 榛原母里803 自然人 1.7 30 0.2 ○ 令和2年9月14日383-01-150 モリ２号池 もりにごういけ 奈良県 宇陀市 榛原母里800 自然人 1.7 14 0.03 ○ 令和2年9月28日383-01-151 モリ３号池 もりさんごういけ 奈良県 宇陀市 榛原母里795 自然人 1.5 32 0.2 ○ 令和2年9月14日383-01-152 芝ノ谷池 しばのたにいけ 奈良県 宇陀市 榛原母里817 自然人 1.0 18 0.03 ○ 令和2年9月11日383-01-153 母里大池 もりおおいけ 奈良県 宇陀市 榛原母里312-1 母里自治会 3.8 39 1.7 ○ 令和1年12月27日 ○383-01-155 北原池 きたはらいけ 奈良県 宇陀市 榛原三宮寺277-5 自然人 0.8 10 0.008 ×383-01-156 神木谷二号池 かみのきだににごういけ 奈良県 宇陀市 榛原三宮寺271-1 自然人 2.0 20 0.08 ×383-01-158 神木谷四号池 かみのきだによんごういけ 奈良県 宇陀市 榛原三宮寺329-2 自然人 1.5 15 0.03 ×383-02-001 井戸谷池 いどだにいけ 奈良県 宇陀市 榛原山辺三2745-1 自然人 2.5 40 0.4 ○ 令和1年12月27日383-02-002 松本池 まつもといけ 奈良県 宇陀市 榛原高井106 自然人 2.0 15 0.05 ×383-02-003 藤村池 ふじむらいけ 奈良県 宇陀市 榛原赤埴乙1704 自然人 2.5 12 0.04 ×383-02-004 井手口池 いでぐちいけ 奈良県 宇陀市 榛原赤埴乙2007 自然人 1.8 6 0.006 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元383-02-005 神俵池 かみだわらいけ 奈良県 宇陀市 榛原赤埴乙1237 自然人 2.0 10 0.02 ×383-02-006 赤埴新池 あかしょくしんいけ 奈良県 宇陀市 榛原赤埴乙1488 不明 4.8 29 2.3 ×383-02-007 カサガミ池 かさがみいけ 奈良県 宇陀市 榛原赤埴1178 自然人 2.4 13 0.09 ○ 令和1年12月27日383-02-008 佐野池 さのいけ 奈良県 宇陀市 榛原赤埴540 自然人 8.2 34 0.7 ○ 令和1年12月27日383-02-009 尼久保池 あまくぼいけ 奈良県 宇陀市 榛原赤埴甲1062 自然人 1.5 8.0 0.01 ○ 令和1年12月27日383-02-011 谷池 たにいけ 奈良県 宇陀市 榛原八滝330 自然人 5.3 19 0.3 ○ 令和2年1月31日383-02-012 後山池 うしろやまいけ 奈良県 宇陀市 榛原諸木野177-3 自然人 2.8 20 0.1 ×383-02-013 オヤブ池 おやぶいけ 奈良県 宇陀市 榛原諸木野525-1 自然人 2.8 23 0.1 ×383-02-014 井ノ本池 いのもといけ 奈良県 宇陀市 榛原内牧1572-1 自然人 2.2 20 0.1 ○ 令和2年9月15日 ○383-02-015 井ノ谷池 いのたにいけ 奈良県 宇陀市 榛原内牧482 不明 1.8 28 0.2 ×383-02-016 タクボ池 たくぼいけ 奈良県 宇陀市 榛原内牧1737-1 自然人 2.0 21 0.1 ○ 令和1年12月27日384-01-002 モズガダニ池 もずがだにいけ 奈良県 宇陀市 室生下笠間482-3 不明 6.7 24 0.4 ○ 令和1年12月27日384-01-004 ダイバンド池 だいばんどいけ 奈良県 宇陀市 室生下笠間2819 不明 2.3 33 0.3 ○ 令和1年12月27日384-01-005 不明 ふめい 奈良県 宇陀市 室生上笠間 不明 2.8 29 0.3 ×384-01-006 オオカミ池 おおかみいけ 奈良県 宇陀市 室生上笠間941-1 自然人 2.2 27 0.2 ×384-01-008 イノ谷池 いのたにいけ 奈良県 宇陀市 室生上笠間3077 自然人 5.4 24 0.3 ○ 令和2年7月2日384-01-009 ガンダ池 がんだいけ 奈良県 宇陀市 室生小原768 自然人 3.3 18 0.1 ○ 令和1年12月27日384-01-010 オクン谷池 おくんたにいけ 奈良県 宇陀市 室生小原 自然人 7.5 19 4.0 ○ 令和1年12月27日384-01-012 ガッショ池 がっしょいけ 奈良県 宇陀市 室生小原 自然人 3.2 26 0.2 ×384-01-013 ソマグチ池 そまぐちいけ 奈良県 宇陀市 室生染田459 自然人 1.3 9 0.01 ×384-01-014 イズミ谷池 いずみたにいけ 奈良県 宇陀市 室生染田 不明 3.4 28 0.8 ×384-01-015 坊谷池 ぼだにいけ 奈良県 宇陀市 室生染田218 自然人 4.4 22 1.5 ○ 令和1年12月27日384-01-016 ムロダ池 むろだいけ 奈良県 宇陀市 室生染田144 自然人 0.8 12 0.01 ○ 令和1年12月27日384-01-017 ムロダ池 むろだいけ 奈良県 宇陀市 室生染田152 自然人 1.7 30 0.2 ×384-01-018 トウゲ池 とうげいけ 奈良県 宇陀市 室生上笠間1106 自然人 1.5 18 0.2 ×384-01-019 大池 おおいけ 奈良県 宇陀市 室生上笠間 不明 5.1 31 0.2 ×384-01-020 向屋敷池 むこうやしきいけ 奈良県 宇陀市 室生上笠間1106-1 自然人 5.0 33 1.4 ○ 令和1年12月27日384-01-023 芝の元池 しばのもといけ 奈良県 宇陀市 室生深野1466-1 不明 2.4 51 1.4 ○ 令和1年12月27日384-01-025 流れ谷池 ながれたにいけ 奈良県 宇陀市 室生深野571 不明 6.2 45 5.1 ○ 令和1年12月27日384-01-029 ウル谷池 うるたにいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕2249-135 不明 5.6 26 1.9 ×384-01-031 フロノ下池 ふろのしもいけ 奈良県 宇陀市 室生多田33 多田自治会 6.9 24 5.4 ○ 令和1年12月27日 ○384-01-033 多田池 ただいけ 奈良県 宇陀市 室生多田 多田自治会 4.5 23 9.3 ○ 令和1年12月27日384-01-034 ボラ谷池 ぼらたにいけ 奈良県 宇陀市 室生多田430 多田自治会 7.6 27 3.3 ○ 令和1年12月27日384-01-035 竜王ヶ谷池 りゅうおうがたにいけ 奈良県 宇陀市 室生無山414 不明 6.7 31 7.3 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元384-01-036 ダケウシロ池 だけうしろいけ 奈良県 宇陀市 室生無山 自然人 2.0 20 0.08 ×384-01-037 コイヤ池 こいやいけ 奈良県 宇陀市 室生多田466 多田自治会 1.7 24 0.8 ○ 令和1年12月27日384-01-038 カイナギ池 かいなぎいけ 奈良県 宇陀市 室生無山 不明 7.2 29 3.0 ○ 令和1年12月27日384-01-039 貯水場横池 ちょすいじょうよこいけ 奈良県 宇陀市 室生無山1051 自然人 2.5 6 0.009 ×384-01-040 シラメ池 しらめいけ 奈良県 宇陀市 室生無山271 不明 4.2 75 8.9 ○ 令和1年12月27日 ○384-01-041 イナベ上池 いなべかみいけ 奈良県 宇陀市 室生無山269 不明 2.1 37 0.6 ×384-01-042 イナベ下池 いなべしもいけ 奈良県 宇陀市 室生無山231 不明 4.1 26 2.2 ○ 令和1年12月27日 ○384-01-043 新池 しんいけ 奈良県 宇陀市 室生無山126 不明 9.1 53 8.1 ○ 令和1年12月27日 ○384-01-044 ハシコ谷池 はしこたにいけ 奈良県 宇陀市 室生無山258 不明 3.4 27 0.4 ○ 令和1年12月27日384-01-045 林の谷池 はやしのたにいけ 奈良県 宇陀市 安部田1654 自然人 3.3 21 0.1 ×384-01-046 吹揚池 ふよういけ 奈良県 宇陀市 室生三本松3757 吹揚池共同所有 8.5 40 8.3 ○ 令和1年12月27日384-01-047 桜池 さくらいけ 奈良県 宇陀市 室生三本松3024 不明 6.4 33 2.5 ×384-01-048 丸山池 まるやまいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕2441 不明 8.0 29 12 ×384-01-049 新庄坂池 しんしょうさかいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕2409 不明 1.8 57 1.7 ×384-01-050 宝池 たからいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕4581 宝池土地改良区 14 54 164 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○384-01-051 大池 おおいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕2391 古大野自治会 4.2 11 76 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○384-01-052 二ヶ村池 にかむらいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕2440 不明 7.1 60 25 ×384-01-053 笹尾池 ささおいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕2427 不明 3.0 25 1.1 ○ 令和1年12月27日384-01-054 中池 なかいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕2417 不明 7.8 43 8.0 ○ 令和1年12月27日384-01-055 松原池 まつばらいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕2301 不明 4.6 54 4.1 ×384-01-056 豆ヶ谷池 まめがたにいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕2439 不明 5.6 32 5.2 ×384-01-057 小池 こいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕 古大野自治会 5.5 34 1.7 ○ 令和1年12月27日384-01-058 新池 しんいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕 不明 7.2 36 9.2 ×384-01-059 ヨシガダニ池 よしがだにいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕2438 不明 4.7 24 7.2 ×384-01-060 尻池 しりいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕2412 不明 8.6 36 5.8 ○ 令和1年12月27日384-01-062 ワカメヒラ池 わかめひらいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕 不明 2.6 26 0.2 ×384-01-063 ニクボ池 にくぼいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕 不明 3.5 35 0.4 ×384-01-064 シルタニ池 しるたにいけ 奈良県 宇陀市 室生龍口3 自然人 2.1 11 0.03 ×384-01-066 報国池 ほうこくいけ 奈良県 宇陀市 室生三本松3486 不明 6.7 31 0.7 ○ 令和1年12月27日384-01-067 池の谷池 いけのたにいけ 奈良県 宇陀市 室生三本松3586 池の谷池共同所有 7.8 36 33 ○ 令和1年12月27日384-01-069 坂口池 さかぐちいけ 奈良県 宇陀市 室生三本松4532 自然人 2.1 12 0.03 ×384-01-070 池田前池 いけだまえいけ 奈良県 宇陀市 室生三本松905 自然人 3.4 20 0.2 ○ 令和1年12月27日384-01-073 カンジョ池 かんじょいけ 奈良県 宇陀市 室生三本松 不明 3.6 34 2.7 ×384-01-076 みろくじ池 みろくじいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕1023 自然人 3.2 12 0.05 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元384-01-077 ヒラノタ池 ひらのたいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕2584 自然人 2.0 11 0.02 ○ 令和1年12月27日384-01-078 西の谷池 にしのたにいけ 奈良県 宇陀市 室生大野676 自然人 4.4 26 1.6 ○ 令和1年12月27日384-01-079 墓の下池 はかのしたいけ 奈良県 宇陀市 室生大野1127 自然人 4.7 28 0.3 ○ 令和1年12月27日384-01-082 日の坂池 ひのさかいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕1852 不明 4.6 20 1.3 ×384-02-001 用心池 ようじんいけ 奈良県 宇陀市 室生三本松1437 自然人 1.2 20 0.05 ×384-02-003 ムネサカ池 むねさかいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕1579 自然人 2.5 22 0.6 ○ 令和1年12月27日384-02-004 堂垣内池 どうがいといけ 奈良県 宇陀市 室生向渕1819 自然人 1.4 37 0.5 ○ 令和1年12月27日384-02-006 竜王ヶ渕池 りゅうおうがぶちいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕1796 竜王ヶ渕池　共同所有会 0.3 203 7.4 ○ 令和1年12月27日384-02-007 ドガイト下池 どがいとしもいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕770 自然人 1.8 28 0.1 ×384-02-008 ドガイト上池 どがいとかみいけ 奈良県 宇陀市 室生向渕1765 不明 2.8 28 0.2 ×384-02-010 エノマイ②池 えのまい②いけ 奈良県 宇陀市 室生砥取107 自然人 5.2 22 1.7 ○ 令和2年9月15日384-02-011 池の谷池 いけのたにいけ 奈良県 宇陀市 室生三本松1857 不明 不明 29 0.3 ×384-02-014 エノマイ①池 えのまい①いけ 奈良県 宇陀市 室生砥取109 自然人 3.6 26 0.2 ×384-02-015 カキウチ池 かきうちいけ 奈良県 宇陀市 室生砥取607 自然人 3.4 21 0.1 ○ 令和2年9月15日384-02-016 イドノモト池 いどのもといけ 奈良県 宇陀市 室生三本松440 自然人 0.9 7 0.004 ×384-02-018 ミヤノ谷池 みやのたにいけ 奈良県 宇陀市 室生砥取299 自然人 1.8 18 0.06 ○ 令和2年9月22日384-02-020 ミナミダニ池 みなみだにいけ 奈良県 宇陀市 室生砥取478 自然人 1.6 11 0.02 ×384-02-022 ヤンギリ池 やんぎりいけ 奈良県 宇陀市 室生大野3471 やんぎり池組合 8.1 46 5.0 ○ 令和1年12月27日 ○384-02-023 向浦池 うこううらいけ_H2むかいうらいけ 奈良県 宇陀市 室生 不明 2.5 11 0.8 ×384-02-024 古田池 ふるたいけ 奈良県 宇陀市 室生 不明 7.5 35 12 ○ 令和1年12月27日384-02-025 カトラ池 かとらいけ 奈良県 宇陀市 室生 不明 9.5 54 29 ○ 令和1年12月27日384-03-001 コキタワラ池 こきたわらいけ 奈良県 宇陀市 室生龍口 自然人 3.8 21 0.2 ×384-03-002 戸川池 とがわいけ 奈良県 宇陀市 室生龍口 自然人 1.8 8 0.01 ×384-03-003 ニシミネの下池 にしみねのしたいけ 奈良県 宇陀市 室生龍口385 自然人 1.3 21 0.06 ×384-03-004 東谷池 ひがしたにいけ 奈良県 宇陀市 室生龍口1172 不明 5.6 23 1.1 ×384-03-005 百地池 ももじいけ 奈良県 宇陀市 室生西谷1215 自然人 3.9 30 0.4 ×384-03-007 向山池 むかいやまいけ 奈良県 宇陀市 室生西谷1336 自然人 5.1 23 1.1 ○ 令和1年12月27日384-03-008 萩原池 はぎわらいけ 奈良県 宇陀市 室生龍口 龍口自治会 9.6 30 11 ○ 令和1年12月27日384-03-009 鶴ヶ池 つるがいけ 奈良県 宇陀市 室生西谷 不明 15 57 87 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○384-03-010 クマンド池 くまんどいけ 奈良県 宇陀市 室生下田口2503 不明 9.4 57 5.6 ×384-03-011 ヤナギダ池 やなぎだいけ 奈良県 宇陀市 室生下田口2662-1 自然人 2.6 28 0.2 ×384-03-012 ビャクラク池 びゃくらくいけ 奈良県 宇陀市 室生下田口2627-1 不明 4.9 27 1.2 ×384-03-014 カキノマタ池 かきのまたいけ 奈良県 宇陀市 室生下田口2611 自然人 3.6 25 0.2 ○ 令和2年9月21日384-03-016 シオミ池 しおみいけ 奈良県 宇陀市 室生黒岩172-2 自然人 0.5 8 0.003 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元－ 沢谷池 さわたにいけ 奈良県 山辺郡山添村 北野1333－1 自然人 6.3 40 5.9 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○－ 笠神池 かさがみいけ 奈良県 山辺郡山添村 北野2870－1、－2 自然人 14 79 24 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○－ 棚池 たないけ 奈良県 山辺郡山添村 広代七切 自然人 1.4 8.0 0.01 ○ 令和1年12月27日－ ムネデ池 むねでいけ 奈良県 山辺郡山添村 北野2397-1、-2 自然人 5.5 48 1.4 ○ 令和1年12月27日－ 吉原池 よしはらいけ 奈良県 山辺郡山添村 菅生3066 自然人 2.0 24 0.08 ○ 令和1年12月27日－ カリガイト池 かりがいといけ 奈良県 山辺郡山添村 大塩930 自然人 1.4 95 0.2 ○ 令和1年12月27日－ 和田池 わだいけ 奈良県 山辺郡山添村 箕輪794 自然人 2.1 23 0.1 ○ 令和1年12月27日－ 打越池 うちこしいけ 奈良県 山辺郡山添村 伏拝打越925番地 自然人 1.5 15 0.04 ○ 令和1年12月27日－ さこてん池 さこてんいけ 奈良県 山辺郡山添村 三ケ谷さこてん 自然人 1.5 11 0.07 ○ 令和1年12月27日－ 鳴谷下池 なったにしたいけ 奈良県 山辺郡山添村 切幡鳴谷1313-2 自然人 1.4 18 0.08 ○ 令和1年12月27日－ 小倉畑池 おぐらばたいけ 奈良県 山辺郡山添村 切幡1566 自然人 1.0 24 0.03 ○ 令和1年12月27日－ 鳴谷中池 なったになかいけ 奈良県 山辺郡山添村 切幡 自然人 1.8 12 0.1 ○ 令和1年12月27日－ みやとこ池 みやとこいけ 奈良県 山辺郡山添村 毛原1942 自然人 1.1 11 0.02 ○ 令和1年12月27日－ 鳴谷上池 なったにうえいけ 奈良県 山辺郡山添村 切幡1329 自然人 2.3 10 0.2 ○ 令和1年12月27日－ アン谷池 あんたにいけ 奈良県 山辺郡山添村 切幡1564-1 自然人 1.0 7.0 0.01 ○ 令和1年12月27日342-01-010 牛ヶ塚池 うしかつかいけ 奈良県 生駒郡平群町 椣原341 平群町 5.0 40 5.6 ○ 令和1年12月27日 ○342-01-011 ヒロド新池 ひろどしんいけ 奈良県 生駒郡平群町 櫟原922 自然人 5.3 35 4.5 ○ 令和1年12月27日342-01-012 ヒロド池 ひろどいけ 奈良県 生駒郡平群町 櫟原905 自然人 5.6 39 4.5 ○ 令和1年12月27日342-01-019 ズカンボ池 ずかんぼいけ 奈良県 生駒郡平群町 櫟原1055 自然人 6.0 40 10.0 ○ 令和1年12月27日342-01-020 峯池 みねいけ 奈良県 生駒郡平群町 櫟原1181 自然人 6.5 57 15 ○ 令和1年12月27日342-01-032 丁子が池 ちょうしがいけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴畑2336 自然人 5.0 41 6.3 ○ 令和1年12月27日342-01-037 田中池 たなかいけ 奈良県 生駒郡平群町 櫟原1802 自然人 5.6 31 3.3 ○ 令和1年12月27日342-01-042 田部池 たべいけ 奈良県 生駒郡平群町 上庄4丁目223-1 自然人 1.7 22 1.0 ○ 令和1年12月27日342-01-046 鉄砲塚池 てっぽうつかいけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴1937-1 自然人 4.3 37 4.1 ○ 令和1年12月27日342-01-050 ジョウサン池 じょうさんいけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴畑1459 自然人 4.3 42 4.8 ○ 令和1年12月27日342-01-054 大岩池（上） おおいわいけ（うえ） 奈良県 生駒郡平群町 三里1052-1 自然人 8.3 30 2.8 ○ 令和1年12月27日 ○342-01-055 大岩池　下 おおいわいけ（した） 奈良県 生駒郡平群町 三里1050 自然人 8.7 21 3.9 ○ 令和1年12月27日 ○342-01-057 上池 かみいけ 奈良県 生駒郡平群町 梨本634-1 自然人 3.2 79 1.2 ○ 令和1年12月27日342-01-058 村池 むらいけ 奈良県 生駒郡平群町 梨本633-1 自然人 8.0 99 6.2 ○ 令和1年12月27日342-01-060 二本松池　2 にほんまついけ　2 奈良県 生駒郡平群町 梨本639-1 自然人 3.0 8.0 0.2 ○ 令和1年12月27日342-01-071 ハス池 はすいけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴畑248 自然人 5.1 25 7.2 ○ 令和1年12月27日342-01-075 小谷池 こたにいけ 奈良県 生駒郡平群町 三里963-1 自然人 7.5 38 6.6 ○ 令和1年12月27日 ○342-01-076 宮ノ前池 みやのまえいけ 奈良県 生駒郡平群町 三里768-1 自然人 2.6 70 0.8 ○ 令和1年12月27日342-01-078 池尻池 いけじりいけ 奈良県 生駒郡平群町 吉新172-1 自然人 1.8 69 0.9 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元342-01-081 谷上池 たにがみいけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴1651-1 自然人 6.4 40 6.4 ○ 令和1年12月27日342-01-082 宮池 みやいけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴1550-1 自然人 5.6 28 4.0 ○ 令和1年12月27日342-01-093 宮池 みやいけ 奈良県 生駒郡平群町 三里476-1 自然人 5.5 47 2.1 ○ 令和1年12月27日342-01-094 清水池 しみずいけ 奈良県 生駒郡平群町 三里307-1 自然人 5.0 26 1.2 ○ 令和1年12月27日342-01-098 新新池 しんしんいけ 奈良県 生駒郡平群町 三里222-1 自然人 7.3 85 5.7 ○ 令和1年12月27日342-01-103 下池 しもいけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴畑228 自然人 4.5 30 4.6 ○ 令和1年12月27日342-01-104 中池 なかいけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴畑231 自然人 6.4 45 5.4 ○ 令和1年12月27日342-01-106 新池 しんいけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴畑217 自然人 5.1 29 2.6 ○ 令和1年12月27日342-01-112 下谷池 しもだにいけ 奈良県 生駒郡平群町 白石畑122 自然人 6.5 21 7.2 ○ 令和1年12月27日342-01-115 西脇池 にしわきいけ 奈良県 生駒郡平群町 下垣内355-1 自然人 5.0 46 0.5 ○ 令和1年12月27日342-01-116 富蔵池 とみぞういけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴94-1 自然人 4.0 7.0 0.2 ○ 令和1年12月27日342-01-119 大津門池 おおづもんいけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴212-1 自然人 5.2 52 4.9 ○ 令和1年12月27日342-01-120 上池 かみいけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴217-1 自然人 1.9 16 0.5 ○ 令和1年12月27日342-01-136 堂ノ池 どうのいけ 奈良県 生駒郡平群町 平等寺240-1 自然人 4.2 50 2.9 ○ 令和1年12月27日 ○342-01-141 新池 しんいけ 奈良県 生駒郡平群町 若井286-1 自然人 3.8 42 3.6 ○ 令和1年12月27日342-01-160 今池 いまいけ 奈良県 生駒郡平群町 越木塚864-1 自然人 6.9 38 25 ○ 令和1年12月27日 ○342-01-166 広戸池 ひろといけ 奈良県 生駒郡平群町 越木塚378-1 自然人 3.1 23 0.7 ○ 令和1年12月27日342-01-171 イラキ池 いらきいけ 奈良県 生駒郡平群町 椿井1754-1 自然人 9.9 40 9.6 ○ 令和1年12月20日342-01-177 新池 しんいけ 奈良県 生駒郡平群町 西宮1丁目425-1 自然人 4.1 68 8.2 ○ 令和1年12月27日342-01-207 下三ツ池 しもみついけ 奈良県 生駒郡平群町 椿井498-1 自然人 2.9 72 5.5 ○ 令和1年12月27日 ○342-01-208 上三ツ池 かみみついけ 奈良県 生駒郡平群町 椿井496-1 自然人 2.5 62 2.1 ○ 令和1年12月27日342-01-209 上三ツ池 かみみついけ 奈良県 生駒郡平群町 椿井497-1 自然人 2.2 19 0.2 ○ 令和1年12月27日342-01-212 新池 しんいけ 奈良県 生駒郡平群町 椹原277-1 自然人 5.5 30 22 ○ 令和1年12月27日 ○342-01-213 細池 ほそいけ 奈良県 生駒郡平群町 椹原378-1 自然人 8.5 48 18 ○ 令和1年12月27日 ○342-01-230 大谷池 おおたにいけ 奈良県 生駒郡平群町 信貴畑1310-1 自然人 6.5 44 15 ○ 令和1年12月27日342-01-233 叶堂池 かなどういけ 奈良県 生駒郡平群町 三里542 自然人 2.1 42 1.5 ○ 令和1年12月27日342-01-180 大野池 おおのいけ 奈良県 生駒郡平群町 椹原79-1 自然人 2.3 37 0.7 ○ 令和1年12月27日342-01-156 竹原池 たけはらいけ 奈良県 生駒郡平群町 椿井1273 自然人 5.8 25 1.4 ○ 令和1年12月27日 ○342-01-041 大谷池 おおたにいけ 奈良県 生駒郡平群町 上庄181-1 自然人 1.5 10 3.5 ○ 令和1年12月27日342-01-142 ビンノ池 びんのいけ 奈良県 生駒郡平群町 若井56-1 自然人 3.1 25 1.9 ○ 令和1年12月27日342-01-148 新池 しんいけ 奈良県 生駒郡平群町 久安寺645 自然人 3.3 50 1.6 ○ 令和1年12月27日342-01-163 木ノ庄池 きのしょういけ 奈良県 生駒郡平群町 越木塚230-1 自然人 3.0 26 0.3 ○ 令和1年12月27日342-01-162 新池 しんいけ 奈良県 生駒郡平群町 越木塚179-1 自然人 4.1 25 1.2 ○ 令和1年12月27日 ○342-01-182 西大野池2 にしおおのいけ 奈良県 生駒郡平群町 椹原89-1 自然人 3.5 43 0.4 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元342-01-219 中池 なかいけ 奈良県 生駒郡平群町 椹原432-1 自然人 2.5 14 0.3 ○ 令和1年12月27日342-01-221 山田池 やまだいけ 奈良県 生駒郡平群町 椹原405-1 自然人 5.0 21 0.2 ○ 令和1年12月27日342-01-218 奥谷池 おくたにいけ 奈良県 生駒郡平群町 椹原365-1 自然人 1.5 10 0.08 ○ 令和1年12月27日342-01-181 西大野池1 にしおおのいけ 奈良県 生駒郡平群町 椹原102-1 自然人 4.0 38 0.1 ○ 令和1年12月27日342-01-107 白石２号池 しらいしにごういけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴畑194-1 自然人 1.5 11 0.07 ○ 令和1年12月27日342-01-072 井戸ノ上池 いでのうえいけ 奈良県 生駒郡平群町 白石畑300 自然人 2.0 34 1.0 ○ 令和1年12月27日342-01-159 谷田池 たにだいけ 奈良県 生駒郡平群町 西宮521 自然人 2.2 7.0 0.5 ○ 令和1年12月27日342-01-189 坪石池 つぼいしいけ 奈良県 生駒郡平群町 信貴畑876-1 自然人 1.0 15 0.3 ○ 令和1年12月27日342-01-157 荻ノ池 おぎのいけ 奈良県 生駒郡平群町 椿井1310 (有）興和 0.5 28 0.3 ○ 令和1年12月27日342-01-204 向池 むかいいけ 奈良県 生駒郡平群町 久安寺1732-1 自然人 2.1 19 1.1 ○ 令和1年12月27日342-01-183 伊文字上池 いもんじかみいけ 奈良県 生駒郡平群町 越木塚427-1 自然人 3.0 20 0.6 ○ 令和1年12月27日342-01-164 広戸１号池 ひろどいちごういけ 奈良県 生駒郡平群町 越木塚358-1 自然人 1.5 11 0.2 ○ 令和1年12月27日342-01-004 亀松池 かめまついけ 奈良県 生駒郡平群町 鳴川502-1 自然人 2.0 10 0.4 ○ 令和1年12月27日342-01-007 ハス2号池 はすにごういけ 奈良県 生駒郡平群町 櫟原151 自然人 1.0 9.0 0.2 ○ 令和1年12月27日342-01-008 ハス3号池 はすさんごういけ 奈良県 生駒郡平群町 櫟原149-1 自然人 1.0 9.0 0.1 ○ 令和1年12月27日342-01-013 生谷池 いくたにいけ 奈良県 生駒郡平群町 椣原721-1 自然人 1.0 28 0.2 ○ 令和1年12月27日342-01-022 美ノ谷池 みのだにいけ 奈良県 生駒郡平群町 櫟原1701-1 自然人 2.0 15 0.2 ○ 令和1年12月27日342-01-023 美ノ谷上池 みのだにかみいけ 奈良県 生駒郡平群町 櫟原1684-1 自然人 2.0 10 0.3 ○ 令和1年12月27日342-01-024 谷山池 たにやまいけ 奈良県 生駒郡平群町 櫟原1666-1 自然人 2.0 7.0 0.2 ○ 令和1年12月27日342-01-033 ショブ谷池 しょぶだにいけ 奈良県 生駒郡平群町 上庄161 自然人 3.0 22 1.2 ○ 令和1年12月27日342-01-034 城山池 しろやまいけ 奈良県 生駒郡平群町 上庄181-1 自然人 2.5 20 0.5 ○ 令和1年12月27日342-01-035 峠池 とうげいけ 奈良県 生駒郡平群町 上庄470-165 自然人 4.0 30 2.0 ○ 令和1年12月27日 ○342-01-040 踊デン池 おどりでんいけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴畑2363 自然人 2.0 15 0.3 ○ 令和1年12月27日342-01-056 北尾北池 きたおきたいけ 奈良県 生駒郡平群町 梨本627-1 自然人 1.2 8.0 0.09 ○ 令和1年12月27日342-01-063 山本二号池 やまもとにごういけ 奈良県 生駒郡平群町 梨本149-1 自然人 1.0 18 0.3 ○ 令和1年12月27日342-01-064 山本二号池 やまもとにごういけ 奈良県 生駒郡平群町 梨本148-1 自然人 1.0 18 0.1 ○ 令和1年12月27日342-01-066 坂野池 さかのいけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴畑1932 自然人 2.0 7.0 0.3 ○ 令和1年12月27日342-01-083 寺内池 てらうちいけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴1546-1 自然人 1.3 7.0 0.02 ○ 令和1年12月27日342-01-085 西ノ垣内池 にしのかいといけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴1622-1 自然人 2.0 10 0.6 ○ 令和1年12月27日342-01-090 小山池 こやまいけ 奈良県 生駒郡平群町 白石畑37 自然人 1.0 9.0 0.2 ○ 令和1年12月27日342-01-091 中添池 なかぞえいけ 奈良県 生駒郡平群町 白石畑232 自然人 1.0 19 0.2 ○ 令和1年12月27日342-01-092 高塚池 たかつかいけ 奈良県 生駒郡平群町 白石畑195 自然人 1.0 10 0.2 ○ 令和1年12月27日342-01-100 シルミ池 しるみいけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴655-1 自然人 1.0 5.0 0.05 ○ 令和1年12月27日342-01-102 ミノ谷池 みのだにいけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴畑227-1 自然人 3.0 18 0.2 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元342-01-113 連田池 れんだいけ 奈良県 生駒郡平群町 白石畑136-1 自然人 2.0 18 0.6 ○ 令和1年12月27日342-01-117 北川池 きたがわいけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴498-1 自然人 1.0 7.0 0.2 ○ 令和1年12月27日342-01-131 奥谷2号池 おくたににごういけ 奈良県 生駒郡平群町 久安寺483-1 自然人 1.5 10 0.3 ○ 令和1年12月27日342-01-137 堂垣内池 どうがいといけ 奈良県 生駒郡平群町 平等寺163 自然人 2.0 36 0.3 ○ 令和1年12月27日342-01-143 上ノ窪池 かみのくぼいけ 奈良県 生駒郡平群町 越木塚128-1 自然人 1.5 11 0.3 ○ 令和1年12月27日342-01-149 大平1号池 おおひらいちごういけ 奈良県 生駒郡平群町 久安寺513-1 自然人 1.0 11 0.1 ○ 令和1年12月27日342-01-150 大平2号池 おおひらにごういけ 奈良県 生駒郡平群町 久安寺527-1 自然人 2.0 10 0.3 ○ 令和1年12月27日342-01-151 大平3号池 おおひらさんごういけ 奈良県 生駒郡平群町 久安寺535-1 自然人 1.5 12 0.5 ○ 令和1年12月27日342-01-155 峯堂2号池 みねどうにごういけ 奈良県 生駒郡平群町 椿井1421-1 自然人 2.5 10 0.5 ○ 令和1年12月27日342-01-161 木ノ庄2号池 きのしょうにごういけ 奈良県 生駒郡平群町 越木塚182-1 自然人 2.0 10 0.5 ○ 令和1年12月27日342-01-167 大字門池 だいじもんいけ 奈良県 生駒郡平群町 久安寺1177-1 自然人 2.5 24 0.6 ○ 令和1年12月27日342-01-175 立石池 たていしいけ 奈良県 生駒郡平群町 若井625-1 自然人 2.5 14 0.2 ○ 令和1年12月27日342-01-184 伊文字下池 いもんじしもいけ 奈良県 生駒郡平群町 越木塚426-1 自然人 2.8 26 0.4 ○ 令和1年12月27日342-01-187 カン上池 かんじょういけ 奈良県 生駒郡平群町 信貴畑839-1 自然人 1.0 24 0.3 ○ 令和1年12月27日342-01-203 セト池 せといけ 奈良県 生駒郡平群町 久安寺1710-1 自然人 1.5 11 0.1 ○ 令和1年12月27日342-01-206 三百山田池 さんびゃくやまだいけ 奈良県 生駒郡平群町 椿井646 自然人 1.5 11 0.1 ○ 令和1年12月27日342-01-217 堂ノ前池 どうのまえいけ 奈良県 生駒郡平群町 椹原489-1 自然人 2.5 10 0.09 ○ 令和1年12月27日342-01-234 植田池 うえだいけ 奈良県 生駒郡平群町 椹原544-1 自然人 2.0 20 0.4 ○ 令和1年12月27日342-01-235 二本松池1 にほんまついけ1 奈良県 生駒郡平群町 梨本638-1 自然人 1.5 18 0.3 ○ 令和1年12月27日342-01-236 向池 むかいいけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴畑3024 自然人 1.0 8.0 0.1 ○ 令和1年12月27日342-01-237 北川池2 きたがわいけ２ 奈良県 生駒郡平群町 福貴81 自然人 3.0 25 0.1 ○ 令和1年12月27日342-01-238 吉村池 よしむらいけ 奈良県 生駒郡平群町 櫟原1463-1 自然人 3.0 13 0.1 ○ 令和1年12月27日342-01-239 藤本池 ふじもといけ 奈良県 生駒郡平群町 久安寺奥谷421 自然人 2.0 20 0.7 ○ 令和1年12月27日342-01-240 長池 ながいけ 奈良県 生駒郡平群町 椿井1401-1 自然人 1.0 20 0.02 ○ 令和1年12月27日342-01-096 馬携崎池 ばみざきいけ 奈良県 生駒郡平群町 三里248-1 自然人 2.0 8.0 0.1 ○ 令和1年12月27日342-01-195 餅尾池 もちおいけ 奈良県 生駒郡平群町 信貴畑1339-1 自然人 3.1 23 1.9 ×342-01-145 四ツ辻４号池 よつつじ４ごういけ 奈良県 生駒郡平群町 福貴637-1 自然人 1.5 12 0.1 ×203-01-183 小玉池 こだまいけ 奈良県 生駒郡三郷町 額田部北町1021- 大和郡山市 0.6 不明 0.5 －343-01-003 勢野北部土地区画整理事業（ １号洪水調整池） せやほくぶとちくかくせいりじぎょう 奈良県 生駒郡三郷町 勢野東3丁目 三郷町 5.0 不明 4.0 －343-01-004 勢野北部土地区画整理事業（ ２号洪水調整池） せやほくぶとちくかくせいりじぎょう 奈良県 生駒郡三郷町 勢野 三郷町 5.0 不明 8.6 －343-01-009 とっくり湖(上水道施設) とっくりこ 奈良県 生駒郡三郷町 大字南畑20 三郷町 29 不明 437 －343-01-034 勢野北部土地区画整理事業（農業用ため池） せやほくぶとちくかくせいりじぎょう 奈良県 生駒郡三郷町 大字勢野 三郷町 10 不明 19 －343-01-017 勢野北部土地区画整理事業（ ３号洪水調節池） せやほくぶとちくかくせいりじぎょう 奈良県 生駒郡三郷町 大字勢野 三郷町 8.0 不明 5.2 －343-01-008 亀池 かめいけ 奈良県 生駒郡三郷町 大字立野946番1 立野土地改良区 17 69 65 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元343-01-010 西和10団地調整池 せいわ10だんちちょうせいいけ 奈良県 生駒郡三郷町 信貴南畑1丁目2064番 西和土地改良区 7.7 44 16 ○ 令和1年12月27日343-01-015 大池 おおいけ 奈良県 生駒郡三郷町 大字勢野4107番 勢野土地改良区 14 116 101 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○343-01-020 赤坂池上池 あかさかいけかみいけ 奈良県 生駒郡三郷町 大字勢野1873番 勢野土地改良区 3.7 48 3.5 ○ 令和1年12月27日343-01-021 赤坂池下池 あかさかいけしもいけ 奈良県 生駒郡三郷町 大字勢野1867番 勢野土地改良区 5.4 116 17 ○ 令和1年12月27日 ○343-01-025 今池 いまいけ 奈良県 生駒郡三郷町 大字勢野1253番 勢野土地改良区 不明 84 7.8 ○ 令和1年12月27日343-01-001 大平池 おおひらいけ 奈良県 生駒郡三郷町 大字勢野1127番 勢野土地改良区 4.6 63 4.6 ○ 令和1年12月27日343-01-005 日養谷下池 ひよだにしもいけ 奈良県 生駒郡三郷町 城山台2丁目3810番 勢野土地改良区 2.0 10 1.4 ○ 令和1年12月27日343-01-019 奥田池 おくだいけ 奈良県 生駒郡三郷町 大字勢野2043番 自然人 3.3 74 1.4 ○ 令和1年12月27日343-01-029 奥田池５ おくだいけ５ 奈良県 生駒郡三郷町 大字勢野1199番 自然人 3.2 37 0.5 ○ 令和1年12月27日343-01-018 奥本池 おくもといけ 奈良県 生駒郡三郷町 大字勢野2095番2 自然人 2.9 19 0.4 ○ 令和1年12月27日343-01-024 岡村池1 おかむらいけ1 奈良県 生駒郡三郷町 大字勢野1213番地 自然人 2.5 6.0 0.3 ○ 令和1年12月27日343-01-028 岡田池3 おかだいけ3 奈良県 生駒郡三郷町 大字勢野1227番地 自然人 2.9 25 0.4 ○ 令和1年12月27日343-01-016 新矢倉谷池 しんやぐらだにいけ 奈良県 生駒郡三郷町 勢野北5丁目2162番1 三郷町 10 46 19 ○ 令和1年12月27日344-01-007 斑鳩溜池 いかるがためいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 三井746 奈良県 8.8 420 380 － ○ ○ ○344-01-041 山下池 やましたいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 龍田北3-2358-1 自然人 2.0 10 0.3 ×344-01-052 下司田池 げしでんいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 龍田西6-1265-1 斑鳩町 5.8 75 9.3 － ○344-01-003 岡本古池 おかもとふるいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 岡本1998 岡本水利組合 3.7 60 3.7 ○ 令和元年12月27日344-01-005 岡本新池 おかもとしんいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 岡本2046 岡本水利組合 3.1 172 7.1 ○ 令和元年12月27日344-01-006 瓦塚池 かわらづかいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 岡本2050 岡本水利組合 3.9 125 11 ○ 令和元年12月27日 ○344-01-008 五ヶ村池 ごかむらいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 三井505-1 自然人 6.9 243 58 ○ 令和元年12月27日344-01-009 三本松池 さんぼんまついけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 三井1171 三井水利組合 4.8 70 13 ○ 令和元年12月27日 ○344-01-011 桝池 ますいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 三井39-1 自然人 2.8 376 9.4 ○ 令和元年12月27日344-01-012 高安古池 たかやすふるいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 高安107-1 自然人 2.6 230 9.1 ○ 令和元年12月27日344-01-013 高安中池 たかやすなかいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 高安108-1 自然人 3.2 250 12 ○ 令和元年12月27日344-01-014 高安籠池 たかやすかごいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 高安692-1 自然人 2.7 302 8.9 ○ 令和元年12月27日344-01-015 秋葉池 あきばいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 幸前6 自然人 3.0 150 1.9 ○ 令和元年12月27日344-01-016 片野池 かたのいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺3464 法隆寺東部土地改良区 4.0 256 17 ○ 令和元年12月27日344-01-017 堂ノ池 どうのいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺3212 法隆寺東部土地改良区 15 50 7.0 ○ 令和元年12月27日344-01-018 毛無上池 けなしかみいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺2871 法隆寺東部土地改良区 4.8 57 5.8 ○ 令和元年12月27日 ○344-01-019 毛無池 けなしいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺2870 法隆寺東部土地改良区 6.5 107 38 ○ 令和元年12月27日 ○ ○ ○344-01-020 天満上池 てんまかみいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺3090 法隆寺東部土地改良区 3.8 151 7.3 ○ 令和元年12月27日 ○ ○ ○344-01-021 天満池 てんまいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺3092 法隆寺東部土地改良区 7.0 287 33 ○ 令和元年12月27日 ○ ○ ○344-01-022 天満新池 てんましんいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺3091 法隆寺東部土地改良区 7.0 40 3.5 ○ 令和元年12月27日344-01-023 感そ池 かんそいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺2461 法隆寺東部土地改良区 5.6 46 6.1 ○ 令和元年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元344-01-024 慶花池 けいかいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺2459 法隆寺西部土地改良区 11 94 58 ○ 令和元年12月27日 ○ ○ ○344-01-029 興留新池 おきどめしんいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 興留3-58-1 興留土地改良区 2.7 263 5.9 ○ 令和元年12月27日344-01-032 桜池 さくらいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺2121-1 法隆寺西部土地改良区 9.4 130 38 ○ 令和元年12月27日 ○ ○ ○344-01-033 松谷池 まつたにいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 龍田2492-1 自然人 8.8 131 23 ○ 令和元年12月27日 ○344-01-035 粕池 かすいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 龍田北4-2126-1 自然人 8.9 70 13 ○ 令和元年12月27日 ○344-01-036 女郎池 じょろういけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 龍田北4-2024-1 自然人 4.3 42 1.6 ○ 令和元年12月27日 ○344-01-038 守谷上池 もりやかみいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 龍田北2-2765 守谷池水利組合 9.0 58 30 ○ 令和元年12月27日 ○344-01-039 守谷中池 もりやなかいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 龍田北2-2790 守谷池水利組合 7.4 90 26 ○ 令和元年12月27日 ○344-01-040 守谷下池 もりやしもいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 龍田北2-2793-1 守谷池水利組合 6.9 87 14 ○ 令和元年12月27日 ○344-01-044 北庄上池 きたしょうかみいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 龍田北3-2392 自然人 2.0 56 0.5 ○ 令和元年12月27日344-01-045 北庄新池 きたしょうしんいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 龍田北3-2394 自然人 5.4 180 9.9 ○ 令和元年12月27日344-01-047 東町池 ひがしまちいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 龍田南4-251-1 自然人 3.8 70 7.0 ○ 令和元年12月27日 ○344-01-048 平太池 へいたいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 稲葉車瀬1-283-1 自然人 4.5 165 11 ○ 令和元年12月27日344-01-010 平野池 ひらのいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 三井1314-1 自然人 3.8 61 3.8 ○ 令和元年12月27日344-01-004 岡本上池 おかもとかみいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 岡本1995 岡本水利組合 1.8 27 0.7 ○ 令和元年12月27日344-01-001 岡本百舌池 おかもともずいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 岡本1728 岡本水利組合 3.6 60 3.3 ○ 令和元年12月27日 ○344-01-002 池之上池 いけのかみいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 岡本1746 岡本水利組合 3.5 20 0.4 ○ 令和元年12月27日344-01-025 野口上池 のぐちかみいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺4355-1 自然人 1.0 25 0.1 ○ 令和元年12月27日344-01-026 向山上池 むかいやまかみいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺4579-1 自然人 1.0 15 0.1 ○ 令和元年12月27日344-01-027 向山下池 むかいやましもいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺4743 自然人 1.5 15 0.3 ○ 令和元年12月27日344-01-028 野口下池 のぐちしもいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺2386-2 自然人 1.5 10 0.2 ○ 令和元年12月27日344-01-034 北口池 きたぐちいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 龍田2114 自然人 1.0 10 0.1 ○ 令和元年12月27日344-01-043 御宮知下池 おんぐうちしもいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 龍田北3-2355 自然人 1.5 20 0.5 ○ 令和元年12月27日344-01-049 木村池 きむらいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 龍田西1-1391-1 自然人 2.0 8.0 0.1 ○ 令和元年12月27日 ○344-01-061 惣明池 そうめいけ 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺2337 法隆寺西部土地改良区 2.5 40 4.0 ○ 令和元年12月27日345-01-001 落戸池 おちどいけ 奈良県 生駒郡安堵町 東安堵54-1,54-2 自然人 4.4 365 18 ○ 令和1年12月6日 ○345-01-002 千原池 ちはらいけ 奈良県 生駒郡安堵町 東安堵492、492-2、492-4 自然人 3.9 502 21 ○ 令和1年10月21日 ○345-01-003 中池 なかいけ 奈良県 生駒郡安堵町 東安堵493 自然人 3.9 445 18 ○ 令和1年10月21日 ○345-01-004 藤池 ふじいけ 奈良県 生駒郡安堵町 東安堵494,494-3 自然人 4.4 395 23 ○ 令和1年10月21日 ○345-01-005 下池 しもいけ 奈良県 生駒郡安堵町 東安堵956 自然人 2.7 120 12 ○ 令和1年10月21日 ○345-01-006 木戸池 きどいけ 奈良県 生駒郡安堵町 西安堵488-1～9 自然人 3.7 364 21 ○ 令和1年11月25日 ○345-01-007 佃池 つくだいけ 奈良県 生駒郡安堵町 笠目1,2-1　1,2-2 自然人 4.9 414 24 ○ 令和1年12月5日 ○345-01-008 高瀬池 たかせいけ 奈良県 生駒郡安堵町 笠目476 自然人 3.5 270 9.2 ○ 令和1年12月6日 ○345-01-009 新池 しんいけ 奈良県 生駒郡安堵町 岡崎1-1,1-2,2 （一社）岡崎水利組合 4.0 494 9.4 ○ 令和1年9月30日 ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元345-01-010 北野上池 きたのかみいけ 奈良県 生駒郡安堵町 岡崎75-1,75-2 （一社）岡崎水利組合 2.8 170 0.7 ○ 令和1年9月30日 ○345-01-011 柳原古池（北野中池） やなぎはらふるいけ（きたのなかいけ） 奈良県 生駒郡安堵町 岡崎76-1,76-2,76-5,77-1,78-1,90-1,90-3,91-1,91-2 （一社）岡崎水利組合 2.4 683 3.1 ○ 令和1年9月30日 ○361-01-001 下永池 しもながいけ 奈良県 磯城郡川西町 下永998－1 自然人 1.8 210 21 ○ 令和1年10月17日361-01-002 喰田池 じきんでんいけ 奈良県 磯城郡川西町 結崎862－2 自然人 2.4 430 9.2 ○ 令和1年9月3日361-01-004 長田池 ながたいけ 奈良県 磯城郡川西町 結崎2083－2他 自然人 2.1 320 8.5 ○ 令和1年8月29日361-01-004 島の山池 しまのやまいけ 奈良県 磯城郡川西町 唐院432 不明 2.4 800 24 －362-01-001 屏風池 びょうぶいけ 奈良県 磯城郡三宅町 屏風780 屏風共有地 3.3 502 21 ○ 令和1年12月20日 ○362-01-002 三河池 みかわいけ 奈良県 磯城郡三宅町 三河781 三河共有地 3.8 546 19 ○ 令和1年12月20日 ○362-01-003 伴堂池 ともんどういけ 奈良県 磯城郡三宅町 伴堂7番1 伴堂自治会 4.5 830 60 ○ 令和1年12月20日 ○362-01-004 石見新池 いわみしんいけ 奈良県 磯城郡三宅町 石見163-2外 石見（区有） 3.7 759 33 ○ 令和1年12月20日 ○363-01-001 今里池 いまざといけ 奈良県 磯城郡田原本町 今里163－2他 大字今里 1.0 230 1.9 ○ 令和1年11月28日363-01-002 唐古池 からこいけ 奈良県 磯城郡田原本町 唐古126 自然人 3.3 580 27 ○ 令和1年12月24日363-01-003 法貴寺西池 ほうきじにしいけ 奈良県 磯城郡田原本町 法貴寺1107－1 自然人 3.0 450 16 ○ 令和1年12月24日363-01-004 鍵池 かぎいけ 奈良県 磯城郡田原本町 鍵193－1 鍵・八阪神社 4.7 480 34 ○ 令和1年12月24日363-01-005 黒田池 くろだいけ 奈良県 磯城郡田原本町 黒田166 自然人 3.9 124 24 ○ 令和1年12月24日363-01-006 八尾池 やおいけ 奈良県 磯城郡田原本町 八尾449 自然人 4.2 900 51 ○ 令和1年12月24日363-01-007 法貴寺新池 ほうきじしんいけ 奈良県 磯城郡田原本町 法貴寺1692ｰ1 自然人 3.6 310 9.7 ○ 令和1年12月24日363-01-008 法貴寺東池 ほうきじひがしいけ 奈良県 磯城郡田原本町 法貴寺634ｰ1 自然人 3.0 460 18 ○ 令和1年12月24日363-01-009 小阪池 こさかいけ 奈良県 磯城郡田原本町 小阪364 大字小阪 4.0 440 21 ○ 令和1年12月24日363-01-010 宮古池 みやこいけ 奈良県 磯城郡田原本町 宮古61ｰ1 大字宮古 4.3 780 42 ○ 令和1年12月24日363-01-011 阪手池 さかていけ 奈良県 磯城郡田原本町 阪手258ｰ1 自然人 2.2 320 3.9 ○ 令和1年12月6日363-01-012 西井上池 にしいねいけ 奈良県 磯城郡田原本町 西井上3ｰ1 西井上共有地 3.0 400 10 ○ 令和1年12月24日363-01-013 金沢池 かなざわいけ 奈良県 磯城郡田原本町 金沢42 自然人 2.5 300 5.2 ○ 令和1年11月30日363-01-014 保津池 ほついけ 奈良県 磯城郡田原本町 保津54 大字保津 2.4 400 11 ○ 令和1年12月24日363-01-015 阪手新池 さかてしんいけ 奈良県 磯城郡田原本町 阪手1043ｰ1 磯城郡田原本町大字阪手 3.0 400 11 ○ 令和1年12月6日363-01-016 為川池 ためがわいけ 奈良県 磯城郡田原本町 為川南方57ｰ1 為川南方共有地 3.0 540 17 ○ 令和1年12月24日363-01-017 大木池 おおぎいけ 奈良県 磯城郡田原本町  大木10（字タカセ）大木107（字ツヅミウチ） 大字大木共有地 3.0 600 12 ○ 令和1年12月24日363-01-018 大安寺池 だいあんじいけ 奈良県 磯城郡田原本町 大安寺10 大安寺 3.9 530 29 ○ 令和1年12月24日363-01-019 阪手二丁池 さかてにちょういけ 奈良県 磯城郡田原本町 阪手883-2 及 1044-1 共有地 4.5 560 34 ○ 令和1年12月6日363-01-020 三笠池 みかさいけ 奈良県 磯城郡田原本町 三笠235他 三笠農家組合 2.7 330 10 ○ 令和1年12月24日363-01-021 薬王寺池 やくおうじいけ 奈良県 磯城郡田原本町 薬王寺139ｰ1 大字薬王寺 3.3 440 20 ○ 令和1年11月29日363-01-022 十六面池 じゅうろくせんいけ 奈良県 磯城郡田原本町 十六面332 十六面自治会他 4.3 610 50 ○ 令和1年11月26日363-01-023 平野池 ひらのいけ 奈良県 磯城郡田原本町 平野9ｰ2 自然人 3.2 370 17 ○ 令和1年12月24日363-01-024 蔵堂北池 くらどうきたいけ 奈良県 磯城郡田原本町 蔵堂69 蔵堂自治会 3.0 410 12 ○ 令和1年12月24日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元363-01-025 蔵堂南池 くらどうみなみいけ 奈良県 磯城郡田原本町 蔵堂70 蔵堂自治会 3.4 440 12 ○ 令和1年12月24日363-01-026 笠形池 かさがたいけ 奈良県 磯城郡田原本町 笠形265ｰ1 自然人 3.8 400 19 ○ 令和1年12月24日363-01-027 阿部田池 あべたいけ 奈良県 磯城郡田原本町 千代742 市杵島姫神社 4.9 570 45 ○ 令和1年12月24日363-01-028 泰楽寺池 じんらくじいけ 奈良県 磯城郡田原本町 秦庄236ｰ1 大字泰楽寺 1.5 240 4.5 ○ 令和1年12月24日363-01-029 新木池 にきいけ 奈良県 磯城郡田原本町 新木92 磯城郡田原本町大字新木 3.5 390 10 ○ 令和1年12月3日363-01-030 矢部新池 やべしんいけ 奈良県 磯城郡田原本町 矢部339他 自然人 3.0 450 13 ○ 令和1年12月24日363-01-031 矢部旧池 やべきゅういけ 奈良県 磯城郡田原本町 矢部318 大字矢部 3.8 380 23 ○ 令和1年12月24日363-01-032 満田池 まんだいけ 奈良県 磯城郡田原本町 満田13 磯城郡田原本町大字満田共有地 2.1 350 13 ○ 令和1年11月28日363-01-033 佐味池 さみいけ 奈良県 磯城郡田原本町 佐味442-1 自然人 3.0 490 19 ○ 令和1年12月3日363-01-034 多池 おおいけ 奈良県 磯城郡田原本町 多103-1他 共有地 3.9 640 36 ○ 令和1年12月24日－ 不明 ふめい 奈良県 磯城郡田原本町 不明 不明 不明 不明 不明 ×－ 池田池 いけだいけ 奈良県 宇陀郡曽爾村 大字塩井714 大字塩井 2.5 2.7 0.03 ○ 令和1年12月27日－ 池田池 いけだいけ 奈良県 宇陀郡曽爾村 大字塩井713-1 自然人 2.3 2.0 0.02 ○ 令和1年12月27日－ 赤はげ池 あかはげいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末6468 御杖村 3.0 32 0.2 ×－ 宮の下池 みやのしたいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末6473 御杖村 3.0 22 0.1 ×－ 広尾池 ひろおいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末6485 御杖村 3.0 17 0.2 ×－ ひやけ池 ひやけいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末 御杖村 1.5 14 0.04 ×－ 戌亥田池 いぬいだいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末 御杖村 2.5 10 0.02 ×－ 平野池 ひらのいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末7289 御杖村 3.0 20 0.08 ×－ 敷津池 しきずいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末7329 御杖村 3.0 20 0.2 ×－ 寺前池 てらまえいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末7553 御杖村 2.9 18 0.3 ×－ 桜峠池 さくらとうげいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 土屋原3633-1,3633-2 御杖村 2.4 31 0.08 ×－ 佐田池 さだいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 土屋原3632 御杖村 2.2 20 0.10 ×－ 八十六石池 はちじゅうろっこくいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末7438 自然人 2.0 17 0.0002 ○ 令和1年12月19日－ 釜広池 かまひろいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末6255 自然人 2.5 15 0.0005 ○ 令和1年12月20日－ 杦山池 すぎやまいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末6252 自然人 2.5 15 0.0002 ○ 令和1年12月19日－ どうぶち池 どうぶちいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末7121 自然人 2.0 10 0.00005 ○ 令和1年12月18日－ 水無野２号池 みなのにごういけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末3824 自然人 2.5 20 0.0002 ○ 令和1年12月18日－ 水無野１号池 みなのいちごういけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末3750 自然人 2.5 14 0.0001 ○ 令和1年12月18日－ 深田池 ふかたいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末7206 自然人 3.0 15 0.0002 ○ 令和1年12月18日－ 追分２号池 おいわけにごういけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末3608 自然人 2.5 23 0.0001 ○ 令和1年12月19日－ 池の脇池 いけのわきいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末5831 自然人 2.5 15 0.0001 ○ 令和1年12月19日－ 権現池 ごんげんいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末3427 神末区 4.0 55 0.002 ○ 令和2年1月24日－ 水掛場池 みずかけばいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末6219 自然人 2.5 14 0.0001 ○ 令和1年12月19日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元－ 七十切池 ななじゅうきりいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末3374 自然人 3.0 20 0.0002 ○ 令和1年12月19日－ 小脇谷池 こわきたにいけ 奈良県 宇陀郡御杖村 神末6945-2 自然人 3.0 33 0.0003 ○ 令和2年1月6日401-01-102 藤川池 ふじかわいけ 奈良県 高市郡高取町 大字清水谷1705 国土交通省 2.4 35 0.1 －401-01-037 トラシンダ池 とらしんだいけ 奈良県 高市郡高取町 大字兵庫519-2 高取町土地開発公社 2.0 14 0.1 －401-01-073 境池 さかいいけ 奈良県 高市郡高取町 下子島133-1、133-2 高取町 1.7 25 0.1 －401-01-116 杉池 すぎいけ 奈良県 高市郡高取町 大字市尾360 高取町土地開発公社 3.0 25 1.1 －401-01-117 三条坊池 さんじょうぼういけ 奈良県 高市郡高取町 大字市尾171 高取町 2.0 25 0.5 －401-01-043 喜多池 きたいけ 奈良県 高市郡高取町 大字薩摩414 自然人 不明 不明 不明 －401-01-091 中井池 なかいいけ 奈良県 高市郡高取町 大字松山957 国土交通省 不明 不明 不明 －401-01-108 冷水池 れいすいいけ 奈良県 高市郡高取町 大字藤井281 高取町土地開発公社 不明 不明 不明 －401-01-001 北代池 きたしろいけ 奈良県 高市郡高取町 大字寺崎609-2、609-3 自然人 3.3 30 0.4 ○ 令和1年12月16日401-01-002 ジャハギ池 じゃはぎいけ 奈良県 高市郡高取町 大字寺崎593-2、593-3 自然人 3.0 35 0.3 ○ 令和1年12月16日401-01-005 北田池 きただいけ 奈良県 高市郡高取町 大字寺崎572 共有地 3.8 42 3.0 ○ 令和1年12月16日401-01-012 グリタニ池 ぐりたにいけ 奈良県 高市郡高取町 大字越智180 共有地 1.5 31 0.3 ○ 令和1年12月19日401-01-013 びわ谷池 びわたにいけ 奈良県 高市郡高取町 大字与楽836 共有地 3.5 70 4.3 ○ 令和1年12月17日401-01-015 ウシノ池 うしのいけ 奈良県 高市郡高取町 大字与楽1123 自然人 2.2 54 1.1 ○ 令和2年1月20日401-01-021 下長池 しもながいけ 奈良県 高市郡高取町 大字与楽486 共有地 1.6 50 0.2 ○ 令和1年12月17日401-01-022 上長池 かみながいけ 奈良県 高市郡高取町 大字与楽475 共有地 1.6 60 0.4 ○ 令和1年12月17日401-01-023 うしろ谷池 うしろたにいけ 奈良県 高市郡高取町 大字与楽590 共有地 3.3 43 4.1 ○ 令和1年12月17日 ○401-01-025 高田池 たかだいけ 奈良県 高市郡高取町 大字越智413 共有地 5.2 72 19 ○ 令和1年12月19日 ○ ○ ○401-01-028 山口池 やまぐちいけ 奈良県 高市郡高取町 大字越智650 自然人 3.1 29 0.4 ○ 令和1年12月19日 ○401-01-033 柳原池 やなぎはらいけ 奈良県 高市郡高取町 大字越智551-1 自然人 2.2 30 0.2 ○ 令和1年12月19日401-01-034 尼ノ首池 あまのくびいけ 奈良県 高市郡高取町 大字越智579 共有地 3.8 33 0.8 ○ 令和1年12月19日401-01-041 イシノワキ池 いしのわきいけ 奈良県 高市郡高取町 大字薩摩405 共有地 3.5 27 0.6 ○ 令和1年12月18日401-01-042 長池 ながいけ 奈良県 高市郡高取町 大字薩摩344 共有地 3.3 73 2.5 ○ 令和1年12月18日401-01-046 新池 しんいけ 奈良県 高市郡高取町 大字薩摩442 高取テクノビレッジ協同組合 3.0 33 1.3 ○ 令和1年12月25日401-01-050 見佐池 みさいけ 奈良県 高市郡高取町 大字兵庫382 自然人 6.4 50 19 ○ 令和2年1月30日 ○ ○ ○401-01-056 トラノオク池 とらのおくいけ 奈良県 高市郡高取町 大字兵庫908 自然人 2.6 37 0.8 ○ 令和1年12月20日 ○401-01-064 寺西池 てらにしいけ 奈良県 高市郡高取町 大字吉備252-1 自然人 2.3 47 0.3 ○ 令和2年1月30日 ○401-01-071 宮池 みやいけ 奈良県 高市郡高取町 大字田井庄197 共有地 2.5 64 3.5 ○ 令和1年12月24日 ○401-01-079 中谷池 なかたにいけ 奈良県 高市郡高取町 大字薩摩151 共有地 3.0 70 8.8 ○ 令和1年12月18日401-01-083 蔵垣内池 くらがいといけ 奈良県 高市郡高取町 大字市尾711 念佛寺 3.7 80 6.2 ○ 令和2年1月20日 ○ ○ ○401-01-093 竹谷池 たけたにいけ 奈良県 高市郡高取町 大字松山993 松山共有地 10 44 30 ○ 令和2年1月27日401-01-110 イコン坊池 いこんぼういけ 奈良県 高市郡高取町 大字藤井64 山本商事(株) 2.1 31 0.4 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元401-01-111 米家池 こめいえいけ 奈良県 高市郡高取町 大字市尾466 自然人 0.8 16 0.1 ○ 令和2年2月6日401-01-124 新池 まつやましんいけ 奈良県 高市郡高取町 大字松山1482 松山共有地 8.4 25 11 ○ 令和2年1月27日 ○401-01-125 古池 ふるいけ 奈良県 高市郡高取町 大字松山1478 松山共有地 4.6 26 4.7 ○ 令和2年1月27日401-01-128 大池 おおいけ 奈良県 高市郡高取町 大字谷田250 谷田共有地 5.8 50 4.9 ○ 令和2年1月29日 ○ ○ ○401-01-132 クボ池 くぼいけ 奈良県 高市郡高取町 大字谷田90 山本商事(株) 1.3 25 0.2 ○ 令和1年12月27日401-01-136 フシガミ池 ふしがみいけ 奈良県 高市郡高取町 大字丹生谷665 丹生谷共有地 6.3 66 3.5 ○ 令和2年2月18日 ○401-01-138 カシ谷池 かしたにいけ 奈良県 高市郡高取町 大字清水谷2063 清水谷共有地 6.6 32 7.3 ○ 令和2年1月27日401-01-143 新池 しんいけ 奈良県 高市郡高取町 大字丹生谷1659 丹生谷共有地 16 34 7.9 ○ 令和2年2月18日 ○ ○ ○401-01-139 古池 ふるいけ 奈良県 高市郡高取町 大字丹生谷1746 丹生谷共有地 7.5 40 11 ○ 令和2年2月18日 ○ ○ ○401-01-104 阪井池 さかいいけ 奈良県 高市郡高取町 大字清水谷1991-1 自然人 3.6 30 1.2 ○ 令和2年1月24日401-01-137 イヤ谷池 いやたにいけ 奈良県 高市郡高取町 大字清水谷897 清水谷共有地 10 42 3.3 ○ 令和2年1月27日401-01-017 小池 こいけ 奈良県 高市郡高取町 大字寺崎294 共有地 2.6 42 1.1 ○ 令和1年12月16日401-01-016 松村池 まつむらいけ 奈良県 高市郡高取町 大字寺崎328 自然人 4.5 31 1.5 ○ 令和1年12月17日401-01-024 西田池 にしだいけ 奈良県 高市郡高取町 大字寺崎202 共有地 5.9 58 10 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○401-01-006 ウルシタニ池 うるしたにいけ 奈良県 高市郡高取町 大字寺崎529 自然人 1.8 24 0.1 ○ 令和1年12月17日401-01-008 川本池 かわもといけ 奈良県 高市郡高取町 大字寺崎493 自然人 2.8 33 0.4 ○ 令和1年12月17日401-01-011 西川池 にしかわいけ 奈良県 高市郡高取町 大字寺崎488 自然人 1.5 17 0.1 ○ 令和1年12月17日401-01-031 森池 もりいけ 奈良県 高市郡高取町 大字与楽248 自然人 3.1 23 0.6 ○ 令和2年1月20日401-01-053 ワキノタ池 わきのたいけ 奈良県 高市郡高取町 大字兵庫569 自然人 2.0 19 0.04 ○ 令和2年1月20日401-01-055 阪田池 さかたいけ 奈良県 高市郡高取町 大字兵庫914-2 自然人 2.8 28 0.2 ○ 令和1年12月20日401-01-057 トラノオク池 どうのおくいけ 奈良県 高市郡高取町 大字兵庫924 自然人 1.2 17 0.1 ○ 令和1年12月20日401-01-058 本多池 ほんだいけ 奈良県 高市郡高取町 大字兵庫973 自然人 2.6 20 0.3 ○ 令和2年1月30日401-01-060 大西池 おおにしいけ 奈良県 高市郡高取町 大字吉備229 自然人 2.1 44 0.2 ○ 令和2年1月20日 ○401-01-067 ヲクノウラ池 おくのうらいけ 奈良県 高市郡高取町 大字松山659 自然人 2.4 25 0.1 ○ 令和2年2月12日401-01-069 綛谷池 かせたにいけ 奈良県 高市郡高取町 大字松山641-1 自然人 1.2 26 0.1 ○ 令和2年1月19日401-01-078 油谷池 ゆたにいけ 奈良県 高市郡高取町 大字吉備343 自然人 1.7 33 0.1 ○ 令和2年1月22日401-01-090 ニウヤ池 にうやいけ 奈良県 高市郡高取町 大字松山967-3 自然人 0.6 21 0.1 ○ 令和2年1月27日401-01-131 池田池 いけだいけ 奈良県 高市郡高取町 大字谷田58 自然人 3.0 27 0.7 ○ 令和2年1月19日 ○401-01-149 松尾谷池 まつおたにいけ 奈良県 高市郡高取町 大字丹生谷1251 山本商事(株) 1.5 28 0.1 ○ 令和1年12月27日401-01-150 上田池 うえだいけ 奈良県 高市郡高取町 大字丹生谷1262 山本商事(株) 3.7 21 0.2 ○ 令和1年12月27日401-01-154 新沢Ⅲ池 しんざわⅢいけ 奈良県 高市郡高取町 大字丹生谷1215 自然人 4.8 29 0.6 ○ 令和1年12月27日401-01-155 新沢Ⅳ池 しんざわⅣいけ 奈良県 高市郡高取町 大字丹生谷1217 自然人 6.2 23 0.6 ○ 令和1年12月27日401-01-156 大入谷池 おおにゅうだにいけ 奈良県 高市郡高取町 大字丹生谷1205 自然人 2.6 24 0.2 ○ 令和1年12月27日401-01-029 光雲寺池 こううんじいけ 奈良県 高市郡高取町 大字越智674 光雲寺 4.0 21 0.2 ○ 令和1年12月16日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元401-01-072 平山池 ひらやまいけ 奈良県 高市郡高取町 大字市尾886-1 自然人 1.3 25 0.3 ○ 令和2年4月28日401-01-074 赤坂池 あかさかいけ 奈良県 高市郡高取町 大字清水谷505 清水谷　外６共有地 4.4 88 30 ○ 令和2年10月14日 ○ ○ ○401-01-081 東池 ひがしいけ 奈良県 高市郡高取町 大字市尾852 自然人 2.1 95 8.7 ○ 令和2年3月16日 ○401-01-082 天満池 てんまいけ 奈良県 高市郡高取町 大字市尾752 自然人 0.9 38 1.6 ○ 令和2年3月16日 ○401-01-088 つばい谷池 つばいたにいけ 奈良県 高市郡高取町 大字上子島823 下子島自治会 6.7 45 0.3 ○ 令和2年3月23日401-01-098 小田池 おだいけ 奈良県 高市郡高取町 大字市尾229 自然人 1.8 48 1.0 ○ 令和2年9月14日 ○401-01-100 二の門池 にのもんいけ 奈良県 高市郡高取町 大字上子島457-1 共有地 9 28 1.5 ○ 令和2年3月23日401-01-109 池の奥池 いけのおくいけ 奈良県 高市郡高取町 大字藤井151 自然人 4.6 43 2.7 ○ 令和2年10月28日 ○401-01-113 藤井新池 ふじいしんいけ 奈良県 高市郡高取町 大字藤井93 自然人 12 58 27 ○ 令和2年10月26日 ○ ○ ○401-01-118 中井田池 なかいだいけ 奈良県 高市郡高取町 大字市尾22 自然人 3.8 17 2.8 ○ 令和2年3月16日 ○401-01-014 フロノタニ池 ふろのたにいけ 奈良県 高市郡高取町 大字与楽928 自然人 1.8 30 0.2 ×401-01-026 高山池 たかやまいけ 奈良県 高市郡高取町 大字佐田638-1 自然人 2.7 29 0.1 ×401-01-035 天首池 てんくびいけ 奈良県 高市郡高取町 大字越智596 自然人 3.2 34 0.1 ×401-01-039 吉田池 よしだいけ 奈良県 高市郡高取町 大字兵庫641 自然人 2.5 30 0.1 ×401-01-045 光塔寺池 こうとうじいけ 奈良県 高市郡高取町 大字下土佐137 共有地 1.8 48 3.0 ×401-01-052 吉川池 よしかわいけ 奈良県 高市郡高取町 大字兵庫558 自然人 0.8 25 0.1 ×401-01-054 内記池 ないきいけ 奈良県 高市郡高取町 大字兵庫587 自然人 1.2 10 0.1 ×401-01-080 田井庄新池 たいのしょうしんいけ 奈良県 高市郡高取町 大字田井庄227 自然人 3.6 45 5.0 ×401-01-084 タロ田池 たろたいけ 奈良県 高市郡高取町 大字市尾291 自然人 1.6 46 0.1 ×401-01-087 岡村池 おかむらいけ 奈良県 高市郡高取町 大字清水谷545 自然人 3.1 26 1.0 ×401-01-089 斎藤池 さいとういけ 奈良県 高市郡高取町 大字清水谷746 自然人 2.0 22 0.2 ×401-01-094 米田池 よねだいけ 奈良県 高市郡高取町 大字松山986-2 自然人 2.4 12 0.1 ×401-01-096 平山池 ひらやまいけ 奈良県 高市郡高取町 大字藤井75 自然人 1.0 25 0.1 ×401-01-097 牛ケ池 うしがいけ 奈良県 高市郡高取町 大字市尾320 自然人 1.2 46 0.7 ×401-01-107 井戸の谷池 いどのたにいけ 奈良県 高市郡高取町 大字羽内258 自然人 1.8 36 0.2 ×401-01-114 大谷池 おおたにいけ 奈良県 高市郡高取町 大字藤井134 自然人 7.5 33 6.0 ×401-01-122 すがま池 すがまいけ 奈良県 高市郡高取町 大字丹生谷1404-1 自然人 2.2 29 0.6 ×401-01-140 コイオ池 こいお池 奈良県 高市郡高取町 大字丹生谷1738 自然人 2.2 24 0.1 ×401-01-144 山本池 やまもといけ 奈良県 高市郡高取町 大字丹生谷1333 自然人 3.1 28 0.1 ×401-01-146 吉田池 よしだいけ 奈良県 高市郡高取町 大字丹生谷1490 自然人 2.0 18 0.1 ×401-01-151 桝田池 ますだいけ 奈良県 高市郡高取町 大字丹生谷1186 自然人 3.2 35 0.5 ×402-01-074 下平田新池 しもひらたしんいけ 奈良県 高市郡明日香村 平田94 自然人 4.0 54 2.9 ○ 令和1年12月27日 ○402-01-075 上平田新池 かみひらたしんいけ 奈良県 高市郡明日香村 平田1024～1026 自然人 7.5 62 17 ○ 令和1年12月27日 ○402-01-076 堂山池 どうやまいけ 奈良県 高市郡明日香村 平田1241～1242 自然人 6.2 31 4.0 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元402-01-078 白井谷池 しらいたにいけ 奈良県 高市郡明日香村 栗原914 栗原自治会 15 58 20 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○402-01-079 馬場池 ばばいけ 奈良県 高市郡明日香村 栗原915、924-1、924-2、930-1、930-2、931-1、931-2 栗原自治会 9 58 8.0 ○ 令和1年12月27日 ○402-01-080 カゴ池 かごいけ 奈良県 高市郡明日香村 栗原950-1 栗原自治会 4.4 25 1.2 ○ 令和1年12月27日402-01-081 大谷下池 おおたにしもいけ 奈良県 高市郡明日香村 大根田518 自然人 9.5 71 5.2 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○402-01-082 大谷新池 おおたにしんいけ 奈良県 高市郡明日香村 大根田561-2 西福寺 8.5 55 8.1 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○402-01-083 大谷中池 おおたになかいけ 奈良県 高市郡明日香村 大根田573～574 自然人 13 71 5.8 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○402-01-084 阿部山新池 あべやましんいけ 奈良県 高市郡明日香村 阿部山716 自然人 10 45 17 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○402-01-091 八釣池 やつりいけ 奈良県 高市郡明日香村 八釣241～247 自然人 不明 41 0.9 ○ 令和1年12月27日402-01-093 マキド池 まきどいけ 奈良県 高市郡明日香村 飛鳥570-1、570-2 共有地 4.4 40 7.5 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○402-01-095 和田池 わだいけ 奈良県 高市郡明日香村 豊浦106-1、106-2、106-3 豊浦外拾ヶ大字共有地 5.5 810 83 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○402-01-097 阪田村池 さかたむらいけ 奈良県 高市郡明日香村 阪田370 大字阪田共有地 8.1 32 4.4 ○ 令和1年12月27日 ○402-01-099 内垣内池 うちがいといけ 奈良県 高市郡明日香村 橘326 自然人 3.9 125 1.3 ○ 令和1年12月27日 ○402-01-100 放生池 ほうじょういけ 奈良県 高市郡明日香村 橘531-2 橘寺 0.6 15 0.6 ○ 令和1年12月27日402-01-101 上池 かみいけ 奈良県 高市郡明日香村 橘629 共有地 2.8 30 1.5 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○402-01-103 御池 おんいけ 奈良県 高市郡明日香村 立部254-1 立部自治会 9.5 62 9.1 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○402-01-086 御園池 みそのいけ 奈良県 高市郡明日香村 檜前463 西福寺 2.9 82 2.5 ○ 令和1年12月27日402-01-077 スリバチ池 すりばちいけ 奈良県 高市郡明日香村 栗原304 自然人 6.6 31 1.2 ○ 令和1年12月27日 ○402-01-062 義平畑池 ぎへいばたいけ 奈良県 高市郡明日香村 尾曽171-2～3 自然人 2.0 20 0.4 ○ 令和1年12月27日402-01-096 平尾池 ひらおいけ 奈良県 高市郡明日香村 上居328-1～2 共有地 5.0 44 1.2 ○ 令和1年12月27日 ○402-01-104 山の谷池 やまのたにいけ 奈良県 高市郡明日香村 立部706 自然人 4.6 30 0.5 ○ 令和1年12月27日209-17-035 キトリ垣内池 きとりがいといけ 奈良県 高市郡明日香村 越475 自然人 1.3 39 0.2 ○ 令和1年12月27日209-05-229 弁財天池 べんざいてんいけ 奈良県 高市郡明日香村 栗原733 自然人 1.0 30 0.1 ○ 令和1年12月27日209-05-207 墓池 はかいけ 奈良県 高市郡明日香村 栗原826-1、826-2 自然人 1.4 25 0.1 ○ 令和1年12月27日209-17-030 宮ノ下池 みやのしたいけ 奈良県 高市郡明日香村 奥山516 自然人 1.1 35 0.1 ○ 令和1年12月17日209-19-021 百刈池 ひゃくがりいけ 奈良県 高市郡明日香村 東山82 共有地 2.9 24 0.1 ○ 令和1年12月27日201-03-106 宮ノ下池 みやのしたいけ 奈良県 高市郡明日香村 尾曽272～273 自然人 1.6 32 0.02 ○ 令和1年12月27日201-03-133 寺池 てらいけ 奈良県 高市郡明日香村 川原306-1 川原自治会 1.8 32 0.1 ○ 令和1年12月27日201-03-128 杉の井池 すぎのいいけ 奈良県 高市郡明日香村 川原782-1 自然人 0.7 15 0.02 ○ 令和1年12月27日442-01-227 中谷池 なかたにいけ 奈良県 高市郡明日香村 川原790-2 自然人 1.5 14 0.04 ○ 令和1年12月27日209-08-088 村池 むらいけ 奈良県 高市郡明日香村 野口14 自然人 2.2 98 0.8 ○ 令和1年12月27日 ○209-18-010 西の坊池 にしのぼういけ 奈良県 高市郡明日香村 稲渕360 自然人 1.9 18 0.05 ○ 令和1年12月27日427-01-102 庄司前池 しょうじまえいけ 奈良県 高市郡明日香村 尾曽315 自然人 3.2 17 0.02 ○ 令和1年12月27日209-09-200 藤原池 ふじわらいけ 奈良県 高市郡明日香村 橘1011～1021 自然人 2.5 18 0.04 ○ 令和1年12月27日427-01-020 カナズカ池 かなずかいけ 奈良県 高市郡明日香村 平田105、107 自然人 1.5 31 0.1 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元209-08-109 尾谷池 おたにいけ 奈良県 高市郡明日香村 栗原346 自然人 2.4 32 0.1 ○ 令和1年12月27日209-04-107 ハブ谷池 はぶたにいけ 奈良県 高市郡明日香村 栗原888、890 自然人 2.1 34 0.2 ○ 令和1年12月27日209-13-035 奥の谷池 おくのたにいけ 奈良県 高市郡明日香村 栢森457 自然人 2.1 14 0.02 ○ 令和1年12月27日361-01-002 出口上池 でぐちかみいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 下牧3丁目272 上牧町 2.5 12 0.2 －384-01-050 出口下池 でぐちしもいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 下牧3丁目272 上牧町 2.2 13 0.2 －210-01-029 シロミ池 しろみいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 下牧4丁目238 上牧町 2.0 16 0.2 －210-01-029 垣内上池 がいとかみいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 下牧3丁目262 上牧町 2.5 18 0.5 －201-03-004 下田池 しもだいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 下牧2丁目498 上牧町 2.5 28 1.7 －210-01-005 上田池 うえだいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 下牧3丁目 上牧町 1.2 30 0.2 －208-01-074 二ツ池(上) ふたついけ 奈良県 北葛城郡上牧町 下牧2丁目704 上牧町 1.3 24 0.4 －203-01-107 二ツ池(下) ふたついけ 奈良県 北葛城郡上牧町 下牧2丁目704 上牧町 3.1 51 1.8 － ○208-01-075 盆川池 ぼんがわいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 下牧2丁目745 上牧町 5.0 66 4.7 －421-01-061 濁池 にごりいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 下牧1丁目1005-1 上牧町 2.6 80 15 －206-01-086 中山谷池 なかやまだにいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 友が丘1丁目780 上牧町 3.2 64 13 －204-01-021 初瀬谷池 はせだにいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 服部台2丁目3560 上牧町 2.1 53 2.8 －201-11-149 イコマ池 いこまいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2674 上牧町 3.0 37 3.7 － ○204-01-007 トンツリ池 とんつりいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2802 上牧町 2.0 27 0.2 －208-01-133 高池 たかいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧3776 上牧町 3.7 151 2.7 －203-01-105 米山池 よねやまいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧3379 上牧町 3.8 66 3.0 － ○363-01-027 ツクモ池 つくもいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2438 上牧町 4.1 70 9.1 － ○363-01-010 阪口池 さかぐちいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧3348 上牧町 2.8 43 2.9 －381-01-112 キビ池 きびいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧536 上牧町 5.0 40 1.4 －421-01-004 ツクモ上池 つくもかみいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2377 上牧町 2.1 38 1.1 －342-01-032 アスカ谷池 あすかだにいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1978 上牧町 3.9 80 6.9 －209-04-045 新池 あたらしいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧547 上牧町 2.1 36 1.3 －209-04-047 ワンダラ池 わんだらいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧671 上牧町 4.7 65 10 －421-01-019 北二ツ池 きたふたついけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1394 上牧町 2.0 48 1.2 －363-01-025 茨崎池 ばさいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1407 上牧町 3.0 73 22 －202-01-028 神田池 じんでんいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1593 上牧町 2.5 52 4.5 －204-01-015 秩父池 ちちぶいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧932 上牧町 3.0 77 7.0 －422-01-009 南二ツ池 みなみふたついけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1025 上牧町 1.6 36 2.5 －204-01-033 花ケ池 はながいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1112 上牧町 2.7 51 5.6 － ○422-01-034 井戸ケ尻上池 いどがじりかみいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧110 上牧町 2.6 48 10 － ○363-01-024 ミカヘラズ池 みかへらずいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧140 上牧町 2.0 28 0.5 －



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元422-01-060 尾平下池 おびらしもいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 松里園3丁目62 上牧町 5.3 53 0.4 － ○402-01-095 マキウラ池 まきうらいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧826 自然人 2.2 17 0.2 ○ 令和1年12月27日204-01-165 ガマイケ池 がまいけいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧3075 服部興産株式会社 2.5 48 1.2 ○ 令和1年12月27日203-01-179 クロマツ池 くろまついけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2699 自然人 1.8 16 0.2 ○ 令和1年12月27日208-01-094 ヤマザキ池 やまざきいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2357 自然人 1.6 8 0.04 ○ 令和1年12月27日201-11-098 ヤマシタ池 やましたいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2027 自然人 1.6 15 0.1 ○ 令和1年12月27日202-01-011 ツチヤ池 つちやいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2540 自然人 2.0 18 0.1 ○ 令和1年12月27日344-01-007 マキウラ池 まきうらいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧983 自然人 2.4 21 0.4 ○ 令和1年12月27日344-01-007 クロマツ池 くろまついけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧153 自然人 1.8 8 0.1 ○ 令和1年12月27日201-11-111 ミヤギ池 みやぎいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2019 自然人 1.6 15 0.1 ○ 令和1年12月27日363-01-008 タケシマ池 たけしまいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1436 自然人 2.3 23 0.3 ○ 令和1年12月27日204-01-076 タケシマ池 たけしまいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1692 自然人 2.0 50 0.7 ○ 令和1年12月27日201-04-007 タケシマ池 たけしまいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1659 自然人 2.2 21 0.7 ○ 令和1年12月27日201-02-045 ヤマシタ池 やましたいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2125 自然人 2.5 53 0.7 ○ 令和1年12月27日363-01-007 クズモト池 くずもといけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2034 自然人 1.4 8 0.03 ○ 令和1年12月27日203-01-144 フクイ池 ふくいいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2263 自然人 2.6 10 0.3 ○ 令和1年12月27日201-03-070 イマナカ池 いまなかいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2272 自然人 2.2 26 0.2 ○ 令和1年12月27日204-01-153 ワタヤ池 わたやいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2617 自然人 1.5 6 不明 不明426-01-036 ワタヤ池 わたやいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1706 自然人 2.4 35 不明 不明204-01-010 ホリウチ池 ほりうちいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1448 自然人 1.5 9 不明 不明202-01-037 ホリウチ池 ほりうちいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1451 自然人 2.5 10 不明 不明201-02-018 ホリウチ池 ほりうちいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1662-2 自然人 1.8 10 不明 不明201-11-071 マキウラ池 まきうらいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧407 自然人 1.8 15 不明 不明363-01-022 ヒライ池 ひらいいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 下牧3丁目755 自然人 2.3 15 不明 不明202-01-031 茶屋池 ちゃやいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1091 自然人 2.3 15 不明 不明202-01-011 ツチヤ池 つちやいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1973 自然人 2.1 16 不明 不明203-01-102 ツチヤ池 つちやいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1966 自然人 2.5 33 不明 不明204-01-119 タナカ池 たなかいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2143 自然人 2.0 11 不明 不明345-01-003 タバタ池 たばたいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2336 自然人 1.5 7 不明 不明345-01-002 タバタ池 たばたいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2341 自然人 2.4 12 不明 不明363-01-033 タバタ池 たばたいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2345 自然人 2.4 15 不明 不明208-01-034 タバタ池 たばたいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2104 自然人 2.6 23 不明 不明362-01-003 ツジモト池 つじもといけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧749 自然人 2.1 12 不明 不明362-01-004 タケシマ池 たけしまいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1466-3 自然人 1.8 13 不明 不明



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元421-01-046 タケシマ池 たけしまいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1627 不明 2.3 30 不明 不明363-01-031 アオキ池 あおきいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧336 自然人 1.8 19 不明 不明204-01-016 アオキ池 あおきいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧945 自然人 2.0 13 不明 不明208-01-084 ヤマザキ池 やまざきいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2416 不明 1.6 9 不明 不明363-01-003 クズモト池 くずもといけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2064 自然人 2.7 20 不明 不明201-02-028 イマナカ池 いまなかいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2082 自然人 1.7 8 不明 不明201-02-004 コマイ池 こまいいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧481-1 不明 2.2 12 不明 不明201-03-080 ヤスダ池 やすだいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧239 不明 1.9 10 不明 不明206-01-002 コジマ池 こじまいけ 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧2127 不明 1.8 13 不明 不明425-01-021 今池 いまいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 畠田8丁目1734 王寺町 4.9 200 30 － ○ ○ ○425-01-016 中池 なかいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 本町4丁目991-1 王寺町 6.8 120 23 － ○ ○ ○425-01-017 政池 まさいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 本町5丁目672 王寺町 4.8 95 18 － ○ ○ ○425-01-015 芦田池 あしだいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 本町4丁目414-1 王寺町 2.8 90 11 － ○ ○ ○425-01-001 舟戸新池 ふなとしんいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 舟戸2丁目4166-1 王寺町 4.2 110 9.8 － ○ ○ ○425-01-026 菩提下池 ぼだいしもいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 太子2丁目780 王寺町 6.5 40 7.3 － ○ ○ ○425-01-006 岩才池 いわんざいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 葛下1丁目4367-1 王寺町 3.2 65 4.8 －425-01-023 奥ノ坊池 おくのぼういけ 奈良県 北葛城郡王寺町 畠田7丁目1440 王寺町 4.0 42 2.9 － ○ ○ ○425-01-011 安地池 あんちいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 本町3丁目1529 王寺町 3.0 37 1.9 － ○ ○ ○425-01-020 浄薫坊下池 じょんぼしもいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 畠田5丁目547 王寺町 2.5 44 1.4 － ○ ○ ○425-01-003 瓦谷池 かわんだいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 舟戸3丁目4270 王寺町 2.8 46 1.0 － ○ ○ ○425-01-024 深池 ふかいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 畠田9丁目167 王寺町 1.5 31 0.7 － ○ ○ ○425-01-007 梅谷負池 うめがやおいいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 本町1丁目2072 王寺町 1.8 26 0.2 － ○ ○ ○425-01-007 赤池 あかいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 本町1丁目1820 王寺町 2.0 75 0.5 － ○ ○ ○425-01-009 大門池 だいもんいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 本町2丁目1885 自然人 0.4 5.0 0.05 ×425-01-065 ユヤノ谷池 ゆやのたにいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井3丁目364 王寺町 5.0 30 0.9 －425-01-010 馬場池 ばばいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 本町2丁目1562-1 不明 3.0 50 0.6 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-033 ホウジ上池 ほうじかみいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目40 自然人 3.6 26 0.09 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-039 中屋下池 なかやしもいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目134 自然人 3.0 30 0.5 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-044 シンジュ池 しんじゅいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目174 自然人 3.6 25 0.2 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-047 コシマエ池 こしまえいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目230 自然人 1.5 21 0.3 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-053 経田池 けいだいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井3丁目236 不明 2.8 15 0.4 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-052 経田池 けいだいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井3丁目235 自然人 2.2 17 0.9 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-051 経田池 けいだいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井3丁目234 不明 6.2 14 1.3 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-029 ホウジ池 ほうじいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目6 自然人 1.5 30 0.07 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元425-01-030 長池 ながいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目26 自然人 2.8 15 0.2 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-031 ハス池 はすいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目9 自然人 2.8 18 0.1 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-032 ホウジ下池 ほうじしもいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目33 自然人 3.0 18 0.07 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-034 日中前池 ひなかまえいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目68 不明 5.0 12 0.2 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-035 日中前池 ひなかまえいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目61 不明 3.0 18 0.1 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-036 寅川池 とらがわいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目91 自然人 2.0 21 0.1 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-037 寅川池 とらがわいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目92 不明 8.0 22 0.7 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-038 中屋上池 なかやかみいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目42 自然人 4.8 40 0.5 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-040 中屋池 なかやいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目38 不明 4.5 25 0.7 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-041 ハサマ池 はさまいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目146 自然人 1.8 22 0.1 ○ 令和1年12月16日425-01-042 ハサマ池 はさまいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目147 不明 2.4 40 0.07 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-004 川原谷池 かわらたにいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 舟戸3丁目4280 不明 1.8 20 0.1 ○ 令和1年12月16日425-01-005 馬場の脇池 ばばのわきいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 舟戸3丁目4276 不明 3.6 13 0.4 ○ 令和1年12月16日425-01-025 氷池 こおりいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 畠田6丁目975 共有 5.6 75 9.0 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-027 カンゴ下池 かんごしもいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 明神3丁目883 大字畠田共有 14 70 23 ○ 令和1年12月16日425-01-028 カンゴ上池 かんごかみいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 明神3丁目877,878 不明 8.5 80 30 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-043 ハサマ池 はさまいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目150 不明 1.5 30 0.1 ○ 令和1年12月16日425-01-045 二重池 にじゅういけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目163 不明 2.5 17 0.7 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-046 蒲池 がまいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目154 不明 1.5 15 0.2 ○ 令和1年12月16日425-01-048 大池 おおいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井3丁目237 自然人 4.2 27 0.5 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-049 マワタ池 まわたいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目242 不明 2.4 26 0.4 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-050 経田池 けいだいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井1丁目223 不明 5.0 13 0.7 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-054 マイノ池 まいのいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井3丁目352 自然人 2.0 32 0.07 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-055 サラ池 さらいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井3丁目357 自然人 6.0 40 1.8 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ ○425-01-056 ユヤノ谷池 ゆやのたにいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井3丁目356 不明 1.9 16 0.2 ○ 令和1年12月16日425-01-057 ユヤノ谷池 ゆやのたにいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井3丁目363 不明 2.5 30 不明 ○ 令和1年12月16日425-01-058 西浦池 にしうらいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井2丁目416-1 不明 1.8 15 不明 ○ 令和1年12月16日425-01-059 西浦池 にしうらいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井3丁目407 自然人 3.8 13 0.2 ○ 令和1年12月16日425-01-060 墓下池 はかしたいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井3丁目400 不明 4.4 22 0.5 ○ 令和1年12月16日425-01-061 奥の谷池 おくのたにいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井3丁目389 不明 3.5 25 0.2 ○ 令和1年12月16日425-01-062 奥の谷池 おくのたにいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井3丁目449-2 不明 3.5 16 不明 ○ 令和1年12月16日425-01-063 猪下池 いのしたいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井3丁目449-2 不明 1.5 16 不明 ○ 令和1年12月16日425-01-064 西の谷池 にしのたにいけ 奈良県 北葛城郡王寺町 藤井3丁目384-2 不明 2.0 18 0.1 ○ 令和1年12月16日202-01-033 大野前池 おおのまえいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大野93-1 箸尾大野土地改良区 6.0 110 51 × ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元363-01-030 池上池 いけがみいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大野401-1 箸尾大野土地改良区 3.5 60 3.8 ×344-01-013 赤坂池 あかさかいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 寺戸71 奈良県北葛城郡広陵町 1.5 50 0.2 －201-02-040 上池西池 かみいけにしいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 寺戸720-1 奈良県 2.3 50 0.1 －205-01-043 ダタウシ池 だたうしいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 寺戸685 大蔵省 0.9 60 2.0 －204-01-034 庄ケ池 しょうがいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 三吉721 自然人 1.7 30 0.3 ×206-01-027 下鴨山池 しもかもやまいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 三吉216 自然人 2.1 30 0.5 ×203-01-092 東サカノワキ池 ひがしさかのわきいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 三吉1595 自然人 2.1 30 0.07 ×201-02-051 西サカノワキ池 にしさかのわきいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 三吉1581 自然人 1.9 40 0.3 ×204-01-001 疋相上池 ひきそかみいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 疋相343 北葛城郡広陵町 4.5 40 2.2 － ○421-01-040 バンガ池 ばんがいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 無番地 北葛城郡広陵町 2.0 50 0.6 － ○204-01-141 東オコツカ池 ひがしおこつかいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 平尾436 自然人 1.6 25 0.04 ×206-01-029 奥ノ田池 おくのだいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 平尾578 創和情報開発株式会社 2.1 60 0.5 ×203-01-177 南オコツカ池 みなみおこつかいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 平尾440 自然人 1.0 60 0.01 ×204-01-143 東中池 ひがしなかいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 平尾473 不明 1.6 30 0.4 ×363-01-005 西中池 にしなかいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 平尾478 有限会社村本興産 1.7 40 0.1 ×421-01-002 宮ノ前池 みやのまえいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 平尾239 自然人 2.0 20 0.1 ×201-11-075 東北金池 ひがしきたかないけ 奈良県 北葛城郡広陵町 安部834-1 自然人 1.9 20 0.1 ×426-01-002 新池 あたらしいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大池沢789番地 北葛城郡広陵町大字沢 6.4 120 31 ○ 令和1年12月27日 ○426-01-005 清福寺池 せいふくじいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字沢715番地1 北葛城郡広陵町大字沢 2.7 60 3.8 ○ 令和1年12月27日426-01-006 後池 うしろいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字沢655番地 共有地 3.8 120 9.8 ○ 令和1年12月27日 ○426-01-013 寺戸下池 てらどしもいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字寺戸763番地 大蔵省 6.5 180 112 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○426-01-014 寺戸上池 てらどかみいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字寺戸707番地 大蔵省 4.9 130 46 ○ 令和1年12月27日426-01-016 アシ池 あしいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字三吉元斉音寺方130番地 北葛城郡広陵町大字三吉元斉音寺方 5.1 830 43 ○ 令和1年12月27日 ○426-01-019 三吉上池 みつよしかみいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字三吉元斉音寺方440番地 北葛城郡広陵町大字三吉元斉音寺方 4.5 70 12 ○ 令和1年12月27日 ○426-01-021 赤部今池 あかべいまいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字三吉元赤部方400番地1 北葛城郡広陵町大字三吉元赤部方 3.0 70 14 ○ 令和1年12月27日 ○426-01-023 麦粉池 むぎこいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字三吉元赤部方742番地1 北葛城郡広陵町大字三吉元赤部方 3.6 70 15 ○ 令和1年12月27日 ○426-01-032 千刈池 せんがりいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字三吉元大垣内方175番地、176番地 北葛城郡広陵町大字三吉元大垣内方 4.2 70 11 ○ 令和1年12月27日 ○426-01-036 古寺池 こでらいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字古寺477番地1 瀬南土地改良区 2.6 220 30 ○ 令和1年12月27日426-01-037 笠池 かさいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字笠179番地1 自然人 4.8 120 24 ○ 令和1年12月27日 ○426-01-039 西法寺池 さいほうじいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字疋相293番地1,2,3,4,5,6,7 北葛城郡広陵町 4.0 120 12 ○ 令和1年12月27日 ○426-01-057 八幡池 はちまんいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字平尾512番地1 平尾土地改良区 3.6 60 1.6 ○ 令和1年12月27日426-01-061 白髪池 しらがいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字平尾103番地1 平尾土地改良区 2.2 220 5.2 ○ 令和1年12月27日426-01-062 二丁川池 にちょうがわいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字平尾648番地1 平尾土地改良区 1.8 100 1.4 ○ 令和1年12月27日 ○426-01-068 百済新地 くだらしんいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字百済225 自然人 1.7 250 4.2 ○ 令和1年12月27日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元426-01-069 森本池 もりもといけ 奈良県 北葛城郡広陵町 百済351 自然人 2.2 600 13 ○ 令和1年12月27日426-01-070 安部池 あべいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 みささぎ台48 安部土地改良区 5.0 100 14 ○ 令和1年12月27日 ○426-01-071 安部大池 あべおおいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 みささぎ台39 安部土地改良区 5.0 100 26 ○ 令和1年12月27日 ○426-01-072 大塚池 おおつかいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字大塚604番地1 大塚土地改良区 4.5 150 9.7 ○ 令和1年12月27日426-01-073 おやす池 おやすいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字大塚554番地 大塚土地改良区 3.6 100 6.3 ○ 令和1年12月27日 ○426-01-074 柏手池 かしわでいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字大塚383番地1 大塚土地改良区 4.1 90 11 ○ 令和1年12月27日426-01-060 はす池 はすいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字南郷1225番地 山王神社 0.4 130 0.9 ○ 令和1年12月27日426-01-003 上池 かみいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字沢752番地 北葛城郡広陵町大字沢 2.0 40 1.0 ○ 令和1年12月27日426-01-018 中ミヨ下池 なかみよしもいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字三吉元斉音寺方435番地 北葛城郡広陵町大字三吉元斉音寺方 1.7 50 0.8 ○ 令和1年12月27日 ○426-01-028 西長田池 いしながたいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字三吉元大垣内方242番地 自然人 1.1 70 20 ○ 令和1年12月27日426-01-029 東長田池 ひがしながたいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字三吉元大垣内方265番地 自然人 3.2 30 0.4 ○ 令和1年12月27日426-01-031 上鴨山池 かみかもやまいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字三吉元大垣内方248番地 自然人 1.9 20 0.1 ○ 令和1年12月27日426-01-033 中細塚池 なかほそづかいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字三吉元大垣内方253番地 自然人 3.9 50 1.6 ○ 令和1年12月27日426-01-043 西南千刈池 にしみなみせんがりいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字三吉元大垣内方203番地 自然人 2.3 40 0.4 ○ 令和1年12月27日426-01-058 東中池 ひがしなかいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 平尾473 不明 1.6 30 0.3 ○ 令和1年12月27日426-01-063 宮ノ前池 みやのまえいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字平尾239番地 自然人 2.0 20 0.1 ○ 令和1年12月27日426-01-065 乾池 いぬいいけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字安部858-2 自然人 3.0 79 1.0 ○ 令和1年12月27日426-01-067 金池 かないけ 奈良県 北葛城郡広陵町 大字安部811-1 自然人 2.0 17 1.3 ○ 令和1年12月27日427-01-001 後池 うしろいけ 奈良県 北葛城郡河合町 穴闇259 財務省 2.5 67 1.3 －427-01-002 古池 ふるいけ 奈良県 北葛城郡河合町 穴闇154 財務省 3.5 68 3.0 －427-01-003 ドタ池 どたいけ 奈良県 北葛城郡河合町 川合924 自然人 4.5 69 不明 －427-01-004 トリガ池 とりがいけ 奈良県 北葛城郡河合町 泉台15 河合町共有地 5.5 70 不明 －427-01-005 蛇池 じゃいけ 奈良県 北葛城郡河合町 泉台14 河合町共有地 6.5 71 0.3 －427-01-006 中井池 なかいいけ 奈良県 北葛城郡河合町 穴闇125-1 自然人 7.5 72 0.09 －427-01-007 松井池 まついいけ 奈良県 北葛城郡河合町 穴闇124 自然人 8.5 73 不明 －427-01-008 百合ケ谷池 ゆりがたにいけ 奈良県 北葛城郡河合町 穴闇1111 官有地 9.5 74 0.9 ×427-01-009 瓦ケ谷池 かわらがたにいけ 奈良県 北葛城郡河合町 穴闇1128 官有地 11 75 0.07 －427-01-010 杉本池 すぎもといけ 奈良県 北葛城郡河合町 穴闇953 自然人 12 76 0.4 －427-01-011 新池 しんいけ 奈良県 北葛城郡河合町 穴闇1085 財務省・奈良県 13 77 3.8 －427-01-012 三ツ池 みついけ 奈良県 北葛城郡河合町 穴闇1139 官有地 14 78 1.5 －427-01-013 三ツ池 みついけ 奈良県 北葛城郡河合町 穴闇208 河合町共有地 15 79 1.9 －427-01-016 中井池 なかいいけ 奈良県 北葛城郡河合町 穴闇937-2 自然人 18 82 不明 ×427-01-017 堂山池 どうやまいけ 奈良県 北葛城郡河合町 大輪田1936 官有地 19 83 0.6 －427-01-018 下井池 しもいいけ 奈良県 北葛城郡河合町 大輪田36-1 自然人 20 84 不明 －



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元427-01-019 中山池 なかやまいけ 奈良県 北葛城郡河合町 大輪田1937 官有地 21 85 0.4 －427-01-020 中村池 なかむらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 大輪田1017 自然人 22 86 不明 －427-01-021 赤田池 あかだいけ 奈良県 北葛城郡河合町 広瀬台３丁目872 財務省 23 87 12 －427-01-023 八王子下池 はちおうじしもいけ 奈良県 北葛城郡河合町 大輪田461 官有地 25 89 2.2 －427-01-024 八王子上池 はちおうじかみいけ 奈良県 北葛城郡河合町 大輪田462 官有地 26 90 0.8 －427-01-025 柏原池 かしはらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 大輪田502 官有地 27 91 1.4 －427-01-026 西谷下池 にしたにしもいけ 奈良県 北葛城郡河合町 大輪田400 官有地 28 92 0.6 －427-01-027 西谷上池 にしたにかみいけ 奈良県 北葛城郡河合町 大輪田401 官有地 29 93 0.4 －427-01-028 竹田池 たけだいけ 奈良県 北葛城郡河合町 大輪田454 自然人 30 94 不明 ×427-01-031 中山田池 なかやまだいけ 奈良県 北葛城郡河合町 中山台1丁目16 河合町 33 97 7.2 －427-01-032 釘池 くぎいけ 奈良県 北葛城郡河合町 高塚台１丁目18 河合町 34 98 3.9 －427-01-033 狩又池 かりまたいけ 奈良県 北葛城郡河合町 穴闇557 不明 35 99 1.5 －427-01-034 口中池 こんないけ 奈良県 北葛城郡河合町 穴闇664 西大和開発株式会社 36 100 不明 －427-01-036 口中谷池 こんなたにいけ 奈良県 北葛城郡河合町 穴闇575 不明 37 101 12 －427-01-037 コガモ池 こがもいけ 奈良県 北葛城郡河合町 池部243 共有地 38 102 8.4 ○ 令和2年9月11日 ○ ○427-01-038 前田池 まえだいけ 奈良県 北葛城郡河合町 長楽111 官有地 39 103 不明 －427-01-039 吉本池 よしもといけ 奈良県 北葛城郡河合町 池部123 自然人 40 104 0.03 －427-01-040 南田池 みなみだいけ 奈良県 北葛城郡河合町 池部261 自然人 41 105 13 ○ 令和2年9月11日427-01-044 服部池 はっとりいけ 奈良県 北葛城郡河合町 山坊206 自然人 45 109 0.1 －427-01-045 中野池 なかのいけ 奈良県 北葛城郡河合町 山坊247 自然人 46 110 0.6 －427-01-046 北野池 きたのいけ 奈良県 北葛城郡河合町 山坊353 自然人 47 111 0.1 －427-01-049 福田池 ふくだいけ 奈良県 北葛城郡河合町 山坊5739 自然人 50 114 0.3 －427-01-051 中ノ坊池 なかのぼういけ 奈良県 北葛城郡河合町 山坊599 自然人 52 116 1.3 ×427-01-053 山下池 やましたいけ 奈良県 北葛城郡河合町 山坊624 自然人 54 118 0.4 －427-01-054 小谷上池 こたにかみいけ 奈良県 北葛城郡河合町 山坊487 自然人 55 119 1.1 ×427-01-056 竹田池 たけだいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田17 自然人 57 121 0.2 －427-01-057 松本池 まつもといけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田2247 自然人 58 122 0.3 －427-01-058 松本池 まつもといけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田22 自然人 59 123 0.2 －427-01-059 不明 ふめい 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田40 西大和開発株式会社 60 124 0.1 －427-01-060 堀内池 ほりうちいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田2262 自然人 61 125 0.03 －427-01-061 不明 ふめい 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田61 西大和開発株式会社 62 126 0.03 －427-01-062 不明 ふめい 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田83-1 西大和開発株式会社 63 127 0.03 －427-01-063 木嶋池 きじまいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田170 自然人 64 128 0.03 －427-01-064 グミ池 ぐみいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田167 官有地 65 129 2.1 －



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元427-01-065 田中池 たなかいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田123 自然人 66 130 0.4 －427-01-066 上村池 かみむらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田309 自然人 67 131 不明 －427-01-067 吉川池 よしかわいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田297-3 自然人 68 132 0.1 －427-01-068 上村池 かみむらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田2264 自然人 69 133 0.09 －427-01-069 細池 ほそいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田364 官有地 70 134 3.3 －427-01-070 蒲池池 がまいけいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田151 自然人 71 135 0.4 －427-01-076 梅本池 うめもといけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田608 自然人 72 136 0.3 －427-01-077 松井池 まついいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田518 自然人 73 137 0.05 －427-01-078 木下池 きのしたいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田507 自然人 74 138 0.05 －427-01-079 北野池 きたのいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田508 自然人 75 139 0.02 －427-01-080 吉村池 よしむらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田530 自然人 76 140 0.03 －427-01-081 吉村池 よしむらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田461 自然人 77 141 0.01 －427-01-082 吉村池 よしむらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田462 自然人 78 142 不明 －427-01-084 山崎池 やまざきいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田451 自然人 80 144 0.4 ×427-01-085 梅本池 うめもといけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田608 自然人 81 145 0.2 －427-01-086 青木池 あおきいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田621 自然人 82 146 0.04 －427-01-087 木下池 きのしたいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1841 自然人 83 147 不明 －427-01-088 木下池 きのしたいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1839 自然人 84 148 不明 －427-01-089 カカエ池 かかえいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1849 官有地 85 149 5.3 －427-01-090 堀内池 ほりうちいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1783 自然人 86 150 0.03 －427-01-091 堀内池 ほりうちいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1741 自然人 87 151 0.2 －427-01-092 福田池 ふくだいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1733 自然人 88 152 0.3 －427-01-094 竹島池 たけしまいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1865 自然人 89 153 0.3 －427-01-096 池田池 いけだいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1913 官有地 90 154 0.8 －427-01-098 上村池 かみむらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1937 自然人 91 155 0.3 ×427-01-099 吉川池 よしかわいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1966 自然人 92 156 0.5 －427-01-100 吉川池 よしかわいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田2001-1 自然人 93 157 0.7 －427-01-101 上村池 かみむらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田2004 奈良県 94 158 0.3 －427-01-103 杉井池 すぎいいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田673 自然人 96 160 不明 －427-01-104 杉井池 すぎいいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田666 自然人 97 161 0.4 －427-01-105 杉井池 すぎいいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田665 自然人 98 162 0.4 －427-01-106 今池 いまいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田670 官有地 99 163 37 － ○427-01-107 今仲池 いまなかいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田836 自然人 100 164 1.1 ×427-01-108 梅本池 うめもといけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田824 自然人 101 165 0.07 －



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元427-01-109 中松屋池 なかまつやいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田703-3 自然人 102 166 0.2 －427-01-110 今仲池 いまなかいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田851 自然人 103 167 0.2 ×427-01-111 南浦池 みなみうらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田867 官有地 104 168 1.4 －427-01-113 中山池 なかやまいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田866 自然人 105 169 0.1 －427-01-114 上本池 かみもといけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田854 自然人 106 170 不明 ×427-01-115 上本池 かみもといけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田856 自然人 107 171 0.3 ×427-01-116 上本池 かみもといけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田921-1 自然人 108 172 0.08 ×427-01-117 宮崎池 みやざきいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田707 自然人 109 173 0.4 －427-01-118 伊藤池 いとういけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田717 自然人 110 174 0.09 －427-01-119 福本池 ふくもといけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田721 自然人 111 175 0.3 －427-01-120 田中池 たなかいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1464 自然人 112 176 0.2 －427-01-121 吉川池 よしかわいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田784 自然人 113 177 0.1 －427-01-122 吉川池 よしかわいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田735 自然人 114 178 0.4 －427-01-124 上村池 かみむらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田740 自然人 115 179 不明 －427-01-126 ナタ池 なたいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田762 自然人 116 180 1.2 －427-01-127 田中池 たなかいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1465 自然人 117 181 0.6 －427-01-128 今仲池 いまなかいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1467 自然人 118 182 0.2 －427-01-129 中野池 なかのいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1431 自然人 119 183 0.2 －427-01-131 今仲池 いまなかいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1428 自然人 120 184 不明 －427-01-132 今仲池 いまなかいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田942-1 河合町 121 185 0.5 －427-01-133 宮崎池 みやざきいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1418 自然人 122 186 0.4 －427-01-134 木下池 きのしたいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田952 自然人 123 187 不明 －427-01-135 山下池 やましたいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田959 自然人 124 188 0.5 －427-01-136 上村池 かみむらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田978 自然人 125 189 不明 －427-01-137 新池 しんいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1088 官有地 126 190 3.9 － ○427-01-138 加明池 がんべいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1096 官有地 127 191 33 － ○427-01-139 吉村池 よしむらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田974 自然人 128 192 0.5 －427-01-140 黒松池 くろまついけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1053 自然人 129 193 0.03 －427-01-141 黒松池 くろまついけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1061 自然人 130 194 0.2 －427-01-142 堀内池 ほりうちいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1014 河合町 131 195 0.09 －427-01-143 増井池 ますいいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1021 河合町 132 196 0.3 －427-01-145 竹島池 たけしまいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1174 自然人 134 198 不明 －427-01-146 トサシ池 とさしいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1204 官有地 135 199 1.6 －427-01-147 青木池 あおきいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1205-1 自然人 136 200 不明 －



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元427-01-152 伊藤池 いとういけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1279-3 自然人 141 205 不明 －427-01-154 木下池 きのしたいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1295 自然人 143 207 0.5 ×427-01-155 上村池 かみむらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1263 自然人 144 208 0.4 ×427-01-157 平池 ひらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1254 官有地 146 210 2.2 －427-01-158 青木池 あおきいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1299 自然人 147 211 0.4 ×427-01-160 ヒネイ池 ひねいいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1346 財務省 149 213 1.2 ×427-01-161 木下池 きのしたいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田2352 自然人 150 214 0.07 －427-01-162 上村池 かみむらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田137 自然人 151 215 0.03 －427-01-043 二ノ谷池 にのたにいけ 奈良県 北葛城郡河合町 山坊244 自然人 4.2 57 2.9 ○ 令和2年3月9日427-01-047 甲賀池 こうがいけ 奈良県 北葛城郡河合町 山坊353-1 不明 4.0 76 12 ○ 令和2年3月9日427-01-048 おおとだ池 おおとだいけ 奈良県 北葛城郡河合町 山坊776 不明 2.0 31 1.9 ○ 令和2年3月9日427-01-050 南浦池 みなみうらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 山坊591 自然人 3.0 38 1.2 ○ 令和2年3月9日427-01-052 大谷池 おおたにいけ 奈良県 北葛城郡河合町 山坊684 自然人 4.5 62 11 ○ 令和2年3月9日427-01-055 小谷下池 こたにしもいけ 奈良県 北葛城郡河合町 山坊486 自然人 3.1 36 0.9 ○ 令和2年3月9日427-01-030 上池 かみいけ 奈良県 北葛城郡河合町 薬井376 共有池 4.3 79 2.6 ○ 令和2年1月30日 ○ ○427-01-041 鳥井戸池 とりいどいけ 奈良県 北葛城郡河合町 山坊２４ 自然人 3.2 180 1.4 ○ 令和2年3月9日427-01-153 門口池 かどぐちいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1293 自然人 3.0 31 0.7 ○ 令和2年2月25日427-01-042 山下池 やましたいけ 奈良県 北葛城郡河合町 山坊178 自然人 3.3 17 0.3 ○ 令和2年2月21日427-01-148 青木池 あおきいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1273 自然人 1.5 10 0.03 ○ 令和2年2月23日427-01-149 青木池 あおきいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1270 自然人 3.4 36 0.6 ○ 令和2年2月23日427-01-150 梅本池 うめもといけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1151 自然人 3.5 50 0.5 ○ 令和2年2月20日427-01-144 中野池 なかのいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1165-1 自然人 2.7 27 0.2 ○ 令和2年2月20日427-01-159 竹島池 たけしまいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1308 自然人 2.8 16 0.2 ○ 令和2年2月18日427-01-083 サラコ池 さらこいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田540 自然人 4.0 50 0.8 ○ 令和2年2月10日427-01-014 杉本池 すぎもといけ 奈良県 北葛城郡河合町 穴闇957 自然人 2.4 25 0.2 ○ 令和2年2月9日427-01-151 山本池 やまもといけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1278 自然人 2.7 30 0.7 ○ 令和2年2月7日427-01-102 山本池 やまもといけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田652 自然人 2.8 17 0.2 ○ 令和2年2月7日427-01-015 上村池 かみむらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 穴闇922-2 自然人 2.6 17 0.2 ○ 令和2年2月7日427-01-029 高橋池 たかはしいけ 奈良県 北葛城郡河合町 大輪田452 自然人 2.2 10 0.08 ○ 令和2年2月3日427-01-022 岡本池 おかもといけ 奈良県 北葛城郡河合町 大輪田619-5 自然人 2.8 34 0.4 ○ 令和2年2月3日427-01-156 上村池 かみむらいけ 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田1226 自然人 2.4 29 0.3 ○ 令和2年1月30日441-01-001 モリ①池 もり①いけ 奈良県 吉野郡吉野町 山口450 山口自治会 5.3 48 4.4 ○ 令和1年12月18日 ○441-01-002 ナバ谷池 なばたにいけ 奈良県 吉野郡吉野町 志賀620 志賀共有地 7.1 38 5.2 ○ 令和1年12月17日441-01-003 薬師堂池 やくしどういけ 奈良県 吉野郡吉野町 千股1227 千股共有地 5.5 45 2.5 ○ 令和1年11月22日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元441-01-004 ジョンボ①池 じょんぼ①いけ 奈良県 吉野郡吉野町 山口1292 山口自治会 3.1 20 0.6 ○ 令和1年12月18日441-01-005 クリタニ池 くりたにいけ 奈良県 吉野郡吉野町 志賀1426 志賀共有地 4.1 27 0.6 ○ 令和1年12月17日 ○441-01-006 タニタ池 たにたいけ 奈良県 吉野郡吉野町 三茶屋1150 自然人 1.8 不明 不明 ○ 令和1年12月3日441-01-007 ナシノ木⑤池 なしのき⑤いけ 奈良県 吉野郡吉野町 山口1752 自然人 2.2 不明 不明 ○ 令和1年12月9日441-01-008 ナシノキ②池 なしのき②いけ 奈良県 吉野郡吉野町 山口1284-1 自然人 2.2 不明 不明 ○ 令和1年12月20日441-01-009 ジョンボ②池 じょんぼ②いけ 奈良県 吉野郡吉野町 山口1279 自然人 2.5 不明 不明 ○ 令和1年12月5日441-01-010 ウラテ①池 うらて①いけ 奈良県 吉野郡吉野町 山口27 自然人 2.6 不明 不明 ○ 令和1年12月10日441-01-011 菅生寺①池 すごうじ①いけ 奈良県 吉野郡吉野町 平尾134 自然人 2.0 不明 不明 ○ 令和1年11月18日441-01-012 菅生寺②池 すごうじ②いけ 奈良県 吉野郡吉野町 平尾143-1 自然人 2.2 不明 不明 ○ 令和1年11月20日441-01-013 カイト①池 かいと①いけ 奈良県 吉野郡吉野町 平尾342-1 自然人 2.1 不明 不明 ○ 令和1年11月5日441-01-014 カイト②池 かいと②いけ 奈良県 吉野郡吉野町 平尾353 自然人 2.1 不明 不明 ○ 令和1年11月5日441-01-015 マス山①池 ますやま①いけ 奈良県 吉野郡吉野町 平尾386 自然人 3.7 不明 0.4 ○ 令和1年12月6日 ○441-01-016 庄ヤ谷③池 しょうやだに③いけ 奈良県 吉野郡吉野町 志賀63-1 自然人 2.3 不明 不明 ○ 令和1年12月9日441-01-017 ナタ山②池 なたやま②いけ 奈良県 吉野郡吉野町 峰寺362-1 自然人 2.6 不明 不明 ○ 令和1年11月7日441-01-018 堂ノ西②池 どうのにし②いけ 奈良県 吉野郡吉野町 峰寺228-2 自然人 2.2 不明 不明 ○ 令和1年11月6日441-01-019 堂ノ西①池 どうのにし①いけ 奈良県 吉野郡吉野町 峰寺225 自然人 2.5 不明 不明 ○ 令和1年11月6日－ 中増大池 なかましおおいけ 奈良県 吉野郡大淀町 中増662-1 不明 13 55 3.5 ○ 令和1年10月28日 ○－ 北六田村池 きたむだむらいけ 奈良県 吉野郡大淀町 北六田238 自然人 3.0 44 9.7 ○ 令和1年11月29日 ○－ 九の本２池 くのもと２いけ 奈良県 吉野郡大淀町 桧垣本573 自然人 4.2 41 2.0 ○ 令和1年10月30日 ○－ 倉ケ谷１池 くらがたに１いけ 奈良県 吉野郡大淀町 桧垣本1211 自然人 2.0 40 3.0 ○ 令和1年10月23日 ○－ ミソタ大池 みそたおおいけ 奈良県 吉野郡大淀町 比曽185 不明 3.1 45 0.9 ○ 令和1年12月26日 ○－ 菖蒲池 しょうぶいけ 奈良県 吉野郡大淀町 馬佐11-6 不明 11 41 7.9 ○ 令和1年12月23日 ○－ 土田新池 つったしんいけ 奈良県 吉野郡大淀町 土田547 不明 4.3 72 9.0 ○ 令和1年12月27日 ○－ シメギ３池 しめぎ３いけ 奈良県 吉野郡大淀町 中増2529 不明 3.3 25 0.9 ○ 令和2年2月7日－ タコギ３池 たこぎ３いけ 奈良県 吉野郡大淀町 比曽1363 自然人 5.8 35 0.9 ○ 令和1年12月24日 ○－ タコギ２池 たこぎ２いけ 奈良県 吉野郡大淀町 比曽1362 自然人 7.3 48 0.8 ○ 令和1年12月24日 ○－ ウボンゴ池 うぼんごいけ 奈良県 吉野郡大淀町 佐名伝412-2 自然人 0.8 25 0.1 ○ 令和2年1月26日－ 柳谷１池 やなぎたにいちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 佐名伝139-1 自然人 2.4 18 0.2 ○ 令和2年2月1日－ 堂の下池 どうのしたいけ 奈良県 吉野郡大淀町 持尾411番地 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年2月12日－ ウスズキ池 うすずきいけ 奈良県 吉野郡大淀町 持尾344 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年2月12日－ 峰の奥池 みねのおくいけ 奈良県 吉野郡大淀町 持尾366 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年2月12日－ 堂ノ上池 どうのうえいけ 奈良県 吉野郡大淀町 持尾396 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年2月12日－ フロノ本池 ふろのもといけ 奈良県 吉野郡大淀町 持尾535 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年2月12日－ 辰己垣内池 たつみがいといけ 奈良県 吉野郡大淀町 持尾444 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年2月12日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元－ 滝ノ本池 たきのもといけ 奈良県 吉野郡大淀町 持尾453 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年2月12日－ 井戸の奥池 いどのおくいけ 奈良県 吉野郡大淀町 矢走471 大淀町 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日－ イヤン谷池 いやんだにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 矢走587 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年1月30日－ オク下2池 おくした２いけ 奈良県 吉野郡大淀町 鉾立61 自然人 不明 不明 0.5 ○ 令和2年2月14日－ 佐名伝宮池 さなてみやいけ 奈良県 吉野郡大淀町 佐名伝216-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年1月20日－ 芋谷池 いもだにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 佐名伝685-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年1月20日－ 墓地池 ぼちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 佐名伝164-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年1月24日－ 小池 こいけ 奈良県 吉野郡大淀町 佐名伝152-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年1月24日－ 峯山2池 みねやま2いけ 奈良県 吉野郡大淀町 佐名伝121-1、120-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年1月25日－ 柳谷2池 やなぎたに2いけ 奈良県 吉野郡大淀町 佐名伝140-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年2月1日－ 栃谷池 とちたにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 佐名伝918-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年2月1日－ 登尾池 のぼりおいけ 奈良県 吉野郡大淀町 佐名伝896-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年2月1日－ 堂ノ上2池 どうのうえにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 佐名伝696-1、698-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年2月3日－ バッチ大池 ばっちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 新野416 自然人 7.2 30 20 ○ 令和2年2月10日 ○－ 山田4池 やまだ４いけ 奈良県 吉野郡大淀町 比曽524 自然人 3.0 15 0.6 ○ 令和2年1月6日－ 岡谷池 おかたにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 下渕508-1 自然人 3.1 不明 0.6 ○ 令和1年10月21日 ○－ 尾上2池 おがみ2いけ 奈良県 吉野郡大淀町 馬佐496 不明 4.2 不明 0.2 ○ 令和1年12月20日 ○－ 鳥毛1池 とりけ1いけ 奈良県 吉野郡大淀町 馬佐917 不明 3.8 不明 0.4 ○ 令和1年12月23日 ○－ 西の池 にしのいけ 奈良県 吉野郡大淀町 鉾立108 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年10月－ 南谷池 みなみだにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 鉾立247 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年10月－ 北谷池 きただにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 鉾立197 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年10月－ 南垣内池 みなみかいといけ 奈良県 吉野郡大淀町 鉾立88 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年10月－ オクシタ おくした 奈良県 吉野郡大淀町 鉾立241 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年10月20日－ 九の本6池 くのもと6いけ 奈良県 吉野郡大淀町 桧垣本590 自然人 2.5 不明 0.5 ○ 令和1年10月30日 ○－ ハシゴダニ池 はしごだにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 畑屋72 不明 4.2 不明 0.6 ○ 令和1年10月29日 ○－ 九の本9池 くのもと9いけ 奈良県 吉野郡大淀町 桧垣本919 自然人 2.0 不明 0.5 ○ 令和1年10月10日 ○－ 山田1池 やまだ1いけ 奈良県 吉野郡大淀町 桧垣本926-1、927 不明 不明 不明 不明 ○ 令和1年10月23日 ○－ 前田池 まえだいけ 奈良県 吉野郡大淀町 桧垣本2935 自然人 4.5 不明 1.2 ○ 令和1年10月23日 ○－ 佐名伝新池 さなてしんいけ 奈良県 吉野郡大淀町 佐名伝505-1 自然人 3.5 不明 5.3 ○ 令和1年12月27日 ○－ 阿弥陀池 あみだいけ 奈良県 吉野郡大淀町 中増1426 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年1月14日－ 大口のため池 おおぐちのためいけ 奈良県 吉野郡大淀町 中増2650-1 自然人 2.1 27 0.3 ○ 令和2年2月3日－ 宮ノ垣内２池 みやのがいとにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 中増宮前1239-1 自然人 2.0 不明 不明 ○ 令和2年1月30日－ ハヲ上クノギハダマ はをうえくのぎはだま 奈良県 吉野郡大淀町 中増1022-2 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年1月20日－ うっちゃけ池 うっちゃけいけ 奈良県 吉野郡大淀町 中増陽原2409-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年1月21日



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元－ 金池 かないけ 奈良県 吉野郡大淀町 中増（柚垣内）1320 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年2月1日－ すり鉢池 すりばちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 中増759 自然人 1.0 不明 不明 ○ 令和1年11月22日 ○－ 野尻4池 のじりよんいけ 奈良県 吉野郡大淀町 中増4 自然人 4.4 不明 0.5 ○ 令和1年10月10日 ○－ 辰己の下池 たつみのしたいけ 奈良県 吉野郡大淀町 持尾425 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年2月12日－ 奥池 おくいけ 奈良県 吉野郡大淀町 越部1352 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年1月27日 ○－ カンジャウ２池 かんじゃうにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 比曽27 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年5月18日 ○－ 小西池 こにしいけ 奈良県 吉野郡大淀町 北六田458 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年5月18日－ 弓山池 ゆみやまいけ 奈良県 吉野郡大淀町 北六田484 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年5月18日－ クワイダニ３池 くわいだにさんいけ 奈良県 吉野郡大淀町 新野537-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年5月18日 ○－ 九の本１池 くのもといちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 桧垣本498-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年5月18日 ○－ ウルシ谷池 うるしだにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 矢走184 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年5月18日－ 大谷池 おおたにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 矢走213-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年5月18日－ 宮の谷２池 みやのたににいけ 奈良県 吉野郡大淀町 矢走504 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年5月18日－ 宮の谷１池 みやのたにいちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 矢走503 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年5月18日－ 奥の谷池 おくのたにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 矢走361 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年5月18日－ 北羽根池 きたばねいけ 奈良県 吉野郡大淀町 薬水879 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年5月18日－ 弓山２池 ゆみやまにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 北六田374-4 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年5月18日－ 弓山１池 ゆみやまいちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 北六田385 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年5月18日－ ハゲラ２池 はげらにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 矢走33 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年5月18日－ 喜多池 きたいけ 奈良県 吉野郡大淀町 薬水987 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年5月18日－ 横沢池 よこさわいけ 奈良県 吉野郡大淀町 薬水907 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和2年5月18日－ 比曽大池 ひそおおいけ 奈良県 吉野郡大淀町 比曽524 自然人 不明 不明 不明 ×－ 二ノ田池 にのたいけ 奈良県 吉野郡大淀町 西増499 自然人 不明 不明 不明 ×－ カンジャウ１池 かんじゃういちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 比曽20-12 自然人 不明 不明 不明 × ○－ 不堂寺池 ふどうじいけ 奈良県 吉野郡大淀町 比曽874 自然人 不明 不明 不明 ×－ ショウブ池 しょうぶいけ 奈良県 吉野郡大淀町 比曽881 自然人 不明 不明 不明 ×－ ハナ山池 はなやまいけ 奈良県 吉野郡大淀町 北野1205 自然人 不明 不明 不明 ×－ タコギ４池 たこぎよんいけ 奈良県 吉野郡大淀町 比曽1393 自然人 不明 不明 不明 × ○－ 東の奥池 ひがしのおくいけ 奈良県 吉野郡大淀町 馬佐195 自然人 不明 不明 不明 ×－ 尾上１池 おがみいちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 馬佐483-1 自然人 不明 不明 不明 ×－ シバカイ池 しばかいいけ 奈良県 吉野郡大淀町 馬佐1017-1 自然人 不明 不明 不明 ×－ 新野大西池 にのおおにしいけ 奈良県 吉野郡大淀町 越部1493 自然人 不明 不明 不明 × ○－ 畑屋新池 はたやしんいけ 奈良県 吉野郡大淀町 畑屋590 自然人 不明 不明 不明 ×－ 広芝２池 ひろしばにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 越部295 自然人 不明 不明 不明 × ○



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元－ 仙谷池 せんたにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 越部192-2 自然人 不明 不明 不明 × ○－ 中尾１池 なかおいちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 畑屋77 自然人 不明 不明 不明 ×－ 土田大池 つったおおいけ 奈良県 吉野郡大淀町 土田272-1 自然人 不明 不明 不明 ×－ 山田４池 やまだよんいけ 奈良県 吉野郡大淀町 桧垣本919 自然人 不明 不明 不明 ×－ 谷ノ池 たにのいけ 奈良県 吉野郡大淀町 桧垣本1194 自然人 不明 不明 不明 ×－ 倉ケ谷２池 くらがたににいけ 奈良県 吉野郡大淀町 桧垣本1212 大淀町 不明 不明 不明 －－ 北谷１池 きたたにいちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 岩壺976 自然人 不明 不明 不明 ×－ 岩壷大池 いわつぼおおいけ 奈良県 吉野郡大淀町 岩壺732-1 自然人 不明 不明 不明 ×－ 木戸池 きどいけ 奈良県 吉野郡大淀町 桧垣本2299 自然人 不明 不明 不明 × ○－ ドンガメ池 どんがめいけ 奈良県 吉野郡大淀町 桧垣本2400 自然人 不明 不明 不明 ×－ 檜垣本新池 ひがいもとしんいけ 奈良県 吉野郡大淀町 桧垣本2505-1 自然人 不明 不明 不明 × ○－ タキガ谷池 たきがだにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 岩壺512 自然人 不明 不明 不明 ×－ 北垣内２池 きたがいとにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 岩壺644-2 自然人 不明 不明 不明 ×－ 畑谷池 はたやいけ 奈良県 吉野郡大淀町 岩壺784-1 自然人 不明 不明 不明 ×－ 上チヨサ池 かみちよさいけ 奈良県 吉野郡大淀町 岩壺139 自然人 不明 不明 不明 ×－ ボーダ共有池 ぼーだきょうゆういけ 奈良県 吉野郡大淀町 岩壺133 自然人 不明 不明 不明 ×－ メオ池 めおいけ 奈良県 吉野郡大淀町 今木695 自然人 不明 不明 不明 ×－ 大谷１池 おおたにいちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 今木946-1 自然人 不明 不明 不明 ×－ 今木新池 いまきしんいけ 奈良県 吉野郡大淀町 今木1000 自然人 不明 不明 不明 ×－ 奥出新池 おくでしんいけ 奈良県 吉野郡大淀町 薬水1167-8 大淀町 不明 不明 不明 －－ 奥ノ谷池 おくのたにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 今木331 自然人 不明 不明 不明 ×－ 赤味田池（福神調整池） あかみだいけ 奈良県 吉野郡大淀町 福神1-150　1-186 自然人 不明 不明 不明 ×－ 西谷池 にしたにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 今木235 自然人 不明 不明 不明 ×－ 登坂池 とさかいけ 奈良県 吉野郡大淀町 薬水812 自然人 不明 不明 不明 ×－ 北中田１池 きたなかたいちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 薬水788 自然人 不明 不明 不明 ×－ シゲ堂１池 しげどういちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 今木18 自然人 不明 不明 不明 ×－ 枯木池 かれきいけ 奈良県 吉野郡大淀町 今木99 自然人 不明 不明 不明 ×－ 下垣内池 しもがいといけ 奈良県 吉野郡大淀町 今木57 自然人 不明 不明 不明 ×－ 向井戸池 むかいどいけ 奈良県 吉野郡大淀町 薬水299-2 自然人 不明 不明 不明 ×－ ハネアイ２池 はねあいにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 中増2370-1 自然人 不明 不明 不明 ×－ カナヤ２池 かなやにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 中増192-1 自然人 不明 不明 不明 ×－ 宮ノ垣内１池 みやのがいといちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 中増747 自然人 不明 不明 不明 ×－ 西増カナヤ１池 にしましかなやいちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 西増73 自然人 不明 不明 不明 ×－ 西増カナヤ２池 にしましかなやにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 西増77 自然人 不明 不明 不明 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元－ シバサキ池 しばさきいけ 奈良県 吉野郡大淀町 西増41 自然人 不明 不明 不明 ×－ ニシウラ１池 にしうらいちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 西増499 自然人 不明 不明 不明 ×－ ニシウラ５池 にしうらごいけ 奈良県 吉野郡大淀町 西増1317 自然人 不明 不明 不明 ×－ ジユウ田２池 じゆうたにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 西増1380 自然人 不明 不明 不明 ×－ ジユウ田１池 じゆうたいちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 西増1378-1 自然人 不明 不明 不明 ×－ ウエタ池 うえたいけ 奈良県 吉野郡大淀町 西増1498 自然人 不明 不明 不明 ×－ モリダコ池 もりだこいけ 奈良県 吉野郡大淀町 比曽836 自然人 不明 不明 不明 ×－ カナヲサ３池 かなをささんいけ 奈良県 吉野郡大淀町 比曽118の一部 自然人 不明 不明 不明 ×－ 新小２池 しんしょうにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 西増10 自然人 不明 不明 不明 ×－ 新小１池 しんしょういちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 西増77 自然人 不明 不明 不明 ×－ 野尻１池 のじりいちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 西増302 自然人 不明 不明 不明 ×－ キツネオ１池 きつねおいちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 西増73 自然人 不明 不明 不明 ×－ 下タイナ１池 しもたいないちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 西増1121 自然人 不明 不明 不明 ×－ タコギ１池 たこぎいちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 比曽1361 自然人 不明 不明 不明 × ○－ ハンヤミネ１池 はんやねみいちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 比曽1559-1 自然人 不明 不明 不明 ×－ 広島池 ひろしまいけ 奈良県 吉野郡大淀町 比曽1643 自然人 不明 不明 不明 ×－ 垣内池 がいといけ 奈良県 吉野郡大淀町 畑屋532 自然人 不明 不明 不明 ×－ 池谷２池 いけたににいけ 奈良県 吉野郡大淀町 馬佐597 自然人 不明 不明 不明 ×－ 万代３池 まんだいさんいけ 奈良県 吉野郡大淀町 越部985 自然人 不明 不明 不明 ×－ 北垣内１池 きたがいといちいけ 奈良県 吉野郡大淀町 岩壺653-1 自然人 不明 不明 不明 ×－ 北垣内２池 きたがいとにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 岩壺627 自然人 不明 不明 不明 ×－ ミソタ池 みそたいけ 奈良県 吉野郡大淀町 岩壺225 自然人 不明 不明 不明 ×－ 曽羽谷池 そばたにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 岩壺265 自然人 不明 不明 不明 ×－ 家の下の池 いえのしたのいけ 奈良県 吉野郡大淀町 岩壺74 自然人 不明 不明 不明 ×－ 北垣内池 きたがいといけ 奈良県 吉野郡大淀町 桧垣本1197 自然人 不明 不明 不明 ×－ ミノン谷池 みのんだにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 岩壺897 自然人 不明 不明 不明 ×－ 大谷２池 おおたににいけ 奈良県 吉野郡大淀町 今木951 自然人 不明 不明 不明 ×－ オガマ池 おがまだにいけ 奈良県 吉野郡大淀町 岩壺820-12 自然人 不明 不明 不明 ×－ シゲ堂池 しげどういけ 奈良県 吉野郡大淀町 今木1508 自然人 不明 不明 不明 ×－ へかが芝２池 へかがしばいけ 奈良県 吉野郡大淀町 今木871 自然人 不明 不明 不明 ×－ 寺井池 てらいいけ 奈良県 吉野郡大淀町 薬水93-1 自然人 不明 不明 不明 ×－ 中尾４池 なかおよんいけ 奈良県 吉野郡大淀町 畑屋82 自然人 不明 不明 不明 ×－ 畑谷３池 はたたにさんいけ 奈良県 吉野郡大淀町 岩壺839 自然人 不明 不明 不明 ×443-01-002 山本池 やまもといけ 奈良県 吉野郡下市町 阿知賀3286 自然人 1.0 7.0 不明 ×



(1)ｺｰﾄﾞ番号 (1)名称 (2)読み (1)都道府県 (2)市町村 (3)大字、字、番地 (1)堤高(m) (2)堤頂長(m) (3)総貯水量(千m3) ○：済×：未－：不要 届出年月日 (1)作成の状況 (2)公表の状況令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点令和３年１月時点奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベース奈良県農業用ため池データベースコードコードコードコード 所在地所在地所在地所在地名称名称名称名称 所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤）所有者（堤） 防災防災防災防災重点重点重点重点ためためためため池池池池 ハザードマッハザードマッハザードマッハザードマップ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等プ作成状況等届出届出届出届出諸元諸元諸元諸元443-01-010 菅原池 すがわらいけ 奈良県 吉野郡下市町 阿知賀2460 吉野郡下市町 8.8 55 不明 －443-01-011 小路谷池 しょうじだにいけ 奈良県 吉野郡下市町 小路1606 吉野郡下市町 7.0 30 不明 －443-01-012 原野池 わらのいけ 奈良県 吉野郡下市町 阿知賀1049 吉野郡下市町 7.4 40 不明 －443-01-014 泉池 いずみいけ 奈良県 吉野郡下市町 阿知賀362 自然人 0.5 10 不明 ×443-01-035 丸尾池 まるおいけ 奈良県 吉野郡下市町 新住1220 吉野郡下市町 3.0 16 不明 －443-01-036 御坊池 ごぼういけ 奈良県 吉野郡下市町 下市3245 自然人 2.0 26 不明 ×443-01-041 辻本池 つじもといけ 奈良県 吉野郡下市町 立石57 自然人 2.0 25 不明 ×443-01-046 玉田池 たまだいけ 奈良県 吉野郡下市町 下市1402 自然人 5.0 20 不明 ×443-01-022 三本松池 さんぼんまついけ 奈良県 吉野郡下市町 阿知賀1222 不明 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日443-01-025 大吹池 おおぶけいけ 奈良県 吉野郡下市町 阿知賀864 不明 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日443-01-026 昭和池 しょうわいけ 奈良県 吉野郡下市町 阿知賀1208 不明 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日443-01-029 馬草新池 まくさしんいけ 奈良県 吉野郡下市町 峯山861 峯山自治会 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○443-01-030 馬草池 まくさいけ 奈良県 吉野郡下市町 峯山1211-2 峯山自治会外1名 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ ○443-01-031 別池 べついけ 奈良県 吉野郡下市町 阿知賀1943 不明 7.0 16 1.8 ○ 令和1年12月27日443-01-017 原野新１号池 わらのしんいちごういけ 奈良県 吉野郡下市町 阿知賀570 不明 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日443-01-039 木村下池 きむらしもいけ 奈良県 吉野郡下市町 新住2040 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日443-01-040 木村上池 きむらかみいけ 奈良県 吉野郡下市町 新住2040 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日443-01-024 大屋池 おおやいけ 奈良県 吉野郡下市町 大字阿知賀1977 自然人 5.0 10 0.2 ○ 令和1年12月27日443-01-001 岸本池 きしもといけ 奈良県 吉野郡下市町 大字阿知賀3423 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日443-01-003 出合池 であいいけ 奈良県 吉野郡下市町 大字阿知賀3091 不明 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日443-01-006 林池 はやしいけ 奈良県 吉野郡下市町 大字阿知賀1975 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日443-01-028 東池 ひがしいけ 奈良県 吉野郡下市町 大字阿知賀926-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日443-01-033 ひょうたん池 ひょうたんいけ 奈良県 吉野郡下市町 大字新住1583 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日443-01-034 谷車池 たにぐるまいけ 奈良県 吉野郡下市町 大字新住1733-1 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日443-01-038 鶴川下池 つるかわしもいけ 奈良県 吉野郡下市町 大字新住1442 自然人 7.0 16 不明 ○ 令和1年12月27日443-01-042 森田池 もりたいけ 奈良県 吉野郡下市町 大字原谷647 自然人 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日443-01-045 永田池 えいだいけ 奈良県 吉野郡下市町 大字阿知賀920 不明 不明 不明 不明 ○ 令和1年12月27日


