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中山（２） なかやま（２） 熊本県 熊本市東区 神園1丁目3357 中山農区水利組合 自然人 3.0m 50.0m 4.50千m3 ● 2019/10/10

八反田 はったんだ 熊本県 熊本市東区 八反田１丁目3341 八反田農区水利組合 熊本市 3.0m 7.0m 6.30千m3 ― ―

中山（１） なかやま（１） 熊本県 熊本市東区 小山６丁目3343 中山農区水利組合 熊本市 2.5m 40.0m 5.00千m3 ― ―

中山（3） なかやま（3） 熊本県 熊本市東区 小山６丁目3378 中山農区水利組合 熊本市 5.0m 50.0m 3.00千m3 ― ―

谷尾崎（２） たにおざき(2） 熊本県 熊本市西区 谷尾崎町字堀切635-2 尾崎農区水利組合 自然人 3.0m 60.0m 10.00千m3 ● 2019/9/2

東門寺 とうもんじ 熊本県 熊本市西区 河内町東門寺97-1 東門寺水田利用組合 熊本市 7.5m 43.0m 6.50千m3 ― ―

大将陣 たいしょうじん 熊本県 熊本市西区 河内町岳1855 大将陣集落協定 不明 7.0m 60.0m 14.40千m3 ● 2019/9/2

大多尾 おおたお 熊本県 熊本市西区 河内町大多尾2191 大多尾ため池組合 熊本市 7.5m 47.0m 6.00千m3 ― ―

谷尾崎（３） たにおざき（３） 熊本県 熊本市西区 谷尾崎字蛇尾628-1 尾崎農区 自然人 1.8m 40.0m 1.44千m3 ● 2019/9/2

日向崎 ひゅうがさき 熊本県 熊本市西区 島崎４丁目7番 不明 不明 2.0m 18.0m 0.90千m3

谷尾崎（1） たにおざき（1） 熊本県 熊本市西区 谷尾崎町字石場又68 尾崎農区水利組合 自然人 3.0m 35.0m 7.00千m3 ● 2019/9/2

新地ため池 しんちためいけ 熊本県 熊本市南区 城南町鰐瀬2211 新地水利組合 熊本市 6.0m 289.0m 38.00千m3 ― ― ●

鬼溜池 おにためいけ 熊本県 熊本市南区 城南町陣内1303および1324 前田水利組合 熊本市 7.4m 75.0m 87.50千m3 ― ― ●

上溜池 うえためいけ 熊本県 熊本市南区 城南町今吉野410 不明 自然人 4.6m 113.5m 9.00千m3

出口溜池 でぐちためいけ 熊本県 熊本市南区 城南町今吉野397 不明 自然人 1.2m 53.8m 6.00千m3

中溜池 なかためいけ 熊本県 熊本市南区 城南町今吉野512 不明 自然人 5.6m 40.0m 5.00千m3

市口 いちぐち 熊本県 熊本市南区 城南町鰐瀬49 豊田土地改良区 不明 3.2m 50.2m 4.20千m3 ● 2019/10/11

本村溜池 ほんむらためいけ 熊本県 熊本市南区 城南町陳内5 陳内水利組合 熊本市 2.6m 175.0m 14.00千m3 ― ―

方田口 ほうたぐち 熊本県 熊本市南区 富合町平原1821-1 平原区水利組合 熊本市 4.0m 350.0m 18.00千m3 ― ―

神の上 かみのうえ 熊本県 熊本市南区 富合町平原1000-1 平原区水利組合 熊本市 4.0m 210.0m 6.00千m3 ― ―

春野 はるの 熊本県 熊本市南区 富合町平原1357 平原区水利組合 熊本市 5.0m 180.0m 5.20千m3 ― ―

下園 げぞの 熊本県 熊本市南区 富合町平原1574-1 平原区水利組合 熊本市 3.0m 140.0m 3.80千m3 ― ― ●

沢水溜池 さわみずためいけ 熊本県 熊本市南区 城南町下宮地61 沢水水利組合 熊本市 7.0m 50.0m 10.00千m3 ― ― ●

村中溜池 むらなかためいけ 熊本県 熊本市南区 城南町塚原910 島堂水利組合 熊本市 5.8m 114.0m 40.00千m3 ― ― ●

丸山溜池 まるやまためいけ 熊本県 熊本市南区 城南町塚原1312 敷田水利組合 熊本市 8.0m 50.0m 17.00千m3 ― ―

松手溜池 まつでためいけ 熊本県 熊本市南区 城南町塚原2148 権現水利組合 熊本市 9.0m 60.0m 12.00千m3 ― ―

新溜池 しんためいけ 熊本県 熊本市南区 城南町藤山663地先 田中水利組合 熊本市 8.0m 40.0m 20.80千m3 ― ―

関山溜池 せきやまためいけ 熊本県 熊本市南区 城南町藤山643-2 池下水利組合 熊本市 8.0m 40.0m 12.00千m3 ― ―

野田溜池 のだためいけ 熊本県 熊本市南区 城南町鰐瀬2369 野田水利組合 熊本市 5.5m 120.0m 13.50千m3 ― ― ●

湯の浦 ゆのうら 熊本県 熊本市南区 城南町鰐瀬500 豊田土地改良区 自然人 9.0m 70.0m 34.00千m3 ● 2019/10/11

南志導寺溜池 みなみしどうじためいけ 熊本県 熊本市南区 城南町鰐瀬1858 豊田土地改良区 自然人 8.0m 200.0m 32.00千m3 ● 2019/10/11

浦田溜池(南) うらたためいけ(みなみ) 熊本県 熊本市南区 城南町鰐瀬2667 浦田水利組合 熊本市 3.0m 140.0m 24.00千m3 ― ―

西城尾溜池 にししろおためいけ 熊本県 熊本市南区 城南町鰐瀬249 市口水利組合 熊本市 7.0m 80.0m 21.00千m3 ― ―

浦田(西) うらた(にし) 熊本県 熊本市南区 城南町鰐瀬2636 豊田土地改良区 自然人 9.0m 50.0m 19.40千m3 ● 2019/10/11

浦田溜池(北) うらたためいけ(きた) 熊本県 熊本市南区 城南町鰐瀬2680 浦田水利組合 熊本市 9.0m 50.0m 17.00千m3 ― ―

土鹿野溜池 はしかのためいけ 熊本県 熊本市南区 城南町鰐瀬3875 土鹿野水利組合 熊本市 8.0m 110.0m 40.00千m3 ― ―

沈目 しずめ 熊本県 熊本市南区 城南町沈目1683-1地先 豊田土地改良区 不明 8.0m 80.0m 27.00千m3 ● 2019/10/11

東光寺溜池 とうこうじためいけ 熊本県 熊本市南区 城南町阿高1053 不明 阿高耕地整理組合 6.3m 29.8m 4.00千m3

下谷 しもたに 熊本県 熊本市南区 城南町藤山865 池下水利組合 熊本市 8.0m 40.0m 18.40千m3 ― ―

西山 にしやま 熊本県 熊本市南区 城南町鰐瀬2346 豊田土地改良区 不明 5.0m 40.0m 6.32千m3 ● 2019/10/11

宮の下 みやのした 熊本県 熊本市南区 城南町塚原86 宮下水利組合 熊本市 4.4m 282.3m 28.59千m3 ― ― ●

権現 ごんげん 熊本県 熊本市南区 城南町阿高1056 豊田土地改良区 不明 8.0m 30.0m 4.00千m3 ● 2019/10/11

内山 うちやま 熊本県 熊本市南区 南区阿高1218 不明 自然人 6.2m 30.2m 12.00千m3

大窪（１） おおくぼ(1) 熊本県 熊本市北区 大窪1丁目85番 大窪農区水利組合 清水村大字大窪共有 4.0m 24.0m 5.30千m3 ● 2019/9/2 ●

小籠 おごもり 熊本県 熊本市北区 改寄町小籠1924 小籠水利組合 熊本市 5.0m 30.0m 5.00千m3 ― ―

小清水 こそず 熊本県 熊本市北区 明徳町宮の尾629 小清水用水組合 大字明徳共有 2.0m 30.0m 2.00千m3 ● 2019/9/2

惣門 そうもん 熊本県 熊本市北区 立福寺町惣門1060 立福寺農区水利組合 熊本市 6.0m 50.0m 10.00千m3 ― ―

井川尻 いがわじり 熊本県 熊本市北区 和泉町井川尻590 赤水農区水利組合 熊本市 5.0m 60.0m 3.20千m3 ― ―

正院浦中 しょういんうらなか 熊本県 熊本市北区 植木町大字山本字正院浦2309 新田用水組合 大字山本共有 7.2m 70.0m 22.00千m3 ● 2019/9/2 ●

宮田 みやた 熊本県 熊本市北区 植木町大字富応字宮田174 宮田溜池水利組合 自然人 3.0m 54.0m 8.80千m3 ● 2019/9/2

正院浦上 しょういんうらうえ 熊本県 熊本市北区 植木町大字山本字正院浦2328 新田用水組合 大字山本共有 3.0m 25.0m 2.80千m3 ● 2019/9/2

中嶋 なかしま 熊本県 熊本市北区 植木町大字亀甲字中嶋141 自然人 自然人 1.5m 55.0m 1.60千m3 ● 2019/12/2

長山堤 ながやまつつみ 熊本県 熊本市北区 植木町大字山本字長山2418 不明 不明 3.0m 26.0m 2.20千m3

草葉上 くさばうえ 熊本県 熊本市北区 植木町大字山本字南楠原1835-2 草葉部落水利組合 自然人 4.0m 50.0m 1.60千m3 ● 2019/12/2

村上 むらかみ 熊本県 熊本市北区 植木町大字山本字村上1310 村上ため池用水組織 大字山本共有 2.5m 21.0m 0.80千m3 ● 2019/9/2

内の下 うちのした 熊本県 熊本市北区 植木町大字内字浦尾806 内村用水組合 熊本市 4.0m 41.0m 5.60千m3 ― ―

小塚 こつか 熊本県 熊本市北区 植木町大字内字小塚迫1218 小塚ため池用水組織 不明 3.0m 21.0m 1.20千m3 ● 2019/9/2

小塚２ こつか2 熊本県 熊本市北区 植木町大字内字小塚迫1314 小塚２ため池用水組織 不明 4.0m 47.0m 3.30千m3 ● 2019/9/2 ●

小塚３ こつか3 熊本県 熊本市北区 植木町大字内字小塚迫1315 小塚３ため池用水組織 不明 3.0m 45.0m 1.90千m3 ● 2019/9/2 ●
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一安 いちやす 熊本県 熊本市北区 植木町大字清水字浦田875 一安ため池用水組織 自然人 4.0m 60.0m 4.80千m3 ● 2019/9/2

一安２ いちやす2 熊本県 熊本市北区 植木町大字清水字戸石981-1 自然人 自然人 2.5m 68.0m 1.50千m3 ● 2019/9/2

一安３ いちやす3 熊本県 熊本市北区 植木町大字清水字浦田877 一安３ため池用水組織 自然人 2.5m 40.0m 2.40千m3 ● 2019/9/2

古井川 ふるいかわ 熊本県 熊本市北区 植木町大字色出字古井川226 古井川用水組織 自然人 2.5m 30.0m 1.30千m3 ● 2019/9/2

瀬割 せわり 熊本県 熊本市北区 植木町大字色出字瀬割66 有限会社　高森農場 自然人 3.0m 36.0m 1.40千m3 ● 2019/9/2

色出 しきで 熊本県 熊本市北区 植木町大字色出字清水1229 色出用水組織 自然人 2.5m 30.0m 3.60千m3 ● 2019/9/2

正林 まさばやし 熊本県 熊本市北区 植木町大字富応字正林326 西山辻迫ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ組合 自然人 3.0m 48.0m 3.70千m3 ● 2019/9/2

天堤 てんづつみ 熊本県 熊本市北区 植木町大字豊岡字天堤566 宿・中久保・本村集落水利組合 自然人 3.0m 34.0m 0.90千m3 ● 2019/9/2

広住（井川迫） ひろすみいがわさこ 熊本県 熊本市北区 植木町大字広住字井川迫216-1外3筆 仁連塔集落水利組合 自然人 2.5m 37.0m 4.00千m3 ● 2019/9/2

広住（梅の木） ひろずみうめのき 熊本県 熊本市北区 植木町大字広住字梅の木148 仁連塔集落水利組合 自然人 2.5m 17.0m 2.20千m3 ● 2019/9/2

小道（１） こみち(1) 熊本県 熊本市北区 植木町大字広住字一丁田1287 小道集落水利組合 熊本市 2.0m 23.0m 0.80千m3 ― ―

小道（２） こみち(2) 熊本県 熊本市北区 植木町大字広住字一丁田1258 不明 自然人 2.5m 65.0m 1.20千m3

山口 やまぐち 熊本県 熊本市北区 植木町岩野3494 山口ため池用水組織 自然人 2.5m 14.0m 0.80千m3 ● 2019/9/2

新池 しんいけ 熊本県 熊本市北区 植木町大字岩野字吉原2474 新池ため池用水組合 自然人 2.5m 42.0m 0.80千m3 ● 2019/9/2

山田 やまだ 熊本県 熊本市北区 植木町大字岩野字藤原3468 山田ため池用水組織 自然人 2.5m 17.0m 0.40千m3 ● 2019/9/2

和田 わだ 熊本県 熊本市北区 植木町大字有泉字前田1336 有泉集落水利組合 自然人 1.5m 31.0m 0.11千m3 ● 2019/9/2

石川 いしかわ 熊本県 熊本市北区 植木町大字石川字林の下727 石川集落水利組合 不明 2.5m 39.0m 3.00千m3 ● 2019/9/2

向原 むこうばる 熊本県 熊本市北区 植木町大字石川字向原470 石川集落水利組合 自然人 2.5m 4.0m 1.60千m3 ● 2019/9/2

烏帽子 えぼし 熊本県 熊本市北区 植木町大字小野字烏帽子909 小野集落水利組合 自然人 3.0m 66.0m 3.80千m3 ● 2019/9/2

西田 にしだ 熊本県 熊本市北区 植木町大字大井字西田568 西田ため池用水組織 自然人 3.0m 50.0m 3.20千m3 ● 2019/9/2

白拍子 しろびょうし 熊本県 熊本市北区 植木町大字舟島字白拍子149 舟島集落水利組合 大字舟島共有 2.5m 54.0m 4.00千m3 ● 2019/9/2

柳口 やなぎぐち 熊本県 熊本市北区 植木町大字舟島字浦口529 舟島集落水利組合 大字舟島共有 3.0m 36.0m 3.20千m3 ● 2019/9/2

平井 ひらい 熊本県 熊本市北区 植木町大字平井字本村524-1 平井集落水利組合 平井自治会 1.0m 8.0m 0.50千m3 ● 2019/9/2

伊知坊(牛町) いちぼう(うしまち) 熊本県 熊本市北区 植木町大字伊知坊字牛町279 伊知坊（牛町）ため池用水組織 伊知坊共有 2.5m 53.0m 1.40千m3 ● 2019/9/2

伊知坊(五反田) いちぼう(ごたんだ) 熊本県 熊本市北区 植木町大字伊知坊字五反田162 伊知坊（五反田）ため池用水組織 伊知坊共有 3.0m 140.0m 5.60千m3 ● 2019/9/2

塚園 つかぞの 熊本県 熊本市北区 植木町大字米塚字塚園667 塚園用水組合 慈恩寺組共有 3.0m 47.0m 1.20千m3 ● 2019/9/2

慈恩寺 じおんじ 熊本県 熊本市北区 植木町大字米塚字筒川921-1 慈恩寺集落水利組合 自然人 3.0m 25.0m 1.70千m3 ● 2019/9/2

正院浦下 しょういんうらした 熊本県 熊本市北区 植木町大字山本字正院浦2283 正院浦池水利組合 大字山本共有 5.9m 63.0m 10.00千m3 ● 2019/9/2 ●

陳内（１） じんない（１） 熊本県 熊本市北区 龍田陳内3丁目16番 陳内農区（水利組合）　 自然人 3.0m 50.0m 7.50千m3 ● 2019/9/2

陳内（２） じんない（２） 熊本県 熊本市北区 龍田陳内3丁目1316-4 陳内農区（水利組合）　 自然人 4.5m 50.0m 12.50千m3 ● 2019/9/2

陳内（３） じんない（３） 熊本県 熊本市北区 龍田陳内3丁目1316-2 陳内農区（水利組合）　 熊本市 5.0m 65.0m 25.30千m3 ― ―

大窪（２） おおくぼ（２） 熊本県 熊本市北区 大窪5丁目260番 大窪農区水利組合 清水村大字大窪共有 3.0m 30.0m 2.20千m3 ● 2019/9/2

大窪（３） おおくぼ（３） 熊本県 熊本市北区 大窪1丁目668-1 大窪農区水利組合 不明 2.0m 28.0m 0.45千m3 ● 2019/9/2

白土 しらつち 熊本県 熊本市北区 貢町白土106 白土用水組合 熊本市 3.0m 50.0m 3.50千m3 ― ―

市尾下（赤迫） いちおした（あかさこ） 熊本県 熊本市北区 植木町大字富応字赤迫756 市尾集落水利組合 自然人 2.5m 52.0m 2.50千m3 ● 2019/9/2

七国（小野泉水） ななくに（おののせんすい） 熊本県 熊本市北区 植木町大字小野字七国86 小野集落水利組合 七国神社 4.0m 50.0m 7.80千m3 ● 2019/9/2

高平（１） たかひら（1） 熊本県 熊本市北区 高平２丁目735 高平農区水利組合 自然人 4.6m 45.0m 10.30千m3 ● 2019/9/2

龍田 たつだ 熊本県 熊本市北区 龍田３丁目2140番地 田迎開田組合 熊本市 3.0m 32.0m 2.75千m3 ― ―

出目 でめ 熊本県 熊本市北区 植木町大字有泉字前畑1044 有泉集落水利組合 自然人 3.5m 85.0m 3.00千m3 ● 2019/9/2

浦田 うらた 熊本県 熊本市北区 北区明徳町浦田566 浦田用水組合 大字明徳共有 5.0m 35.0m 2.60千m3 ● 2019/9/2

鹿次郎 がじろう 熊本県 熊本市北区 北区下硯川町鹿次郎302 田畑農区水利組合 熊本市 5.0m 20.0m 5.00千m3 ― ―

亀の甲 かめのこう 熊本県 熊本市北区 北区和泉町亀の甲358 桑鶴農区水利組合 熊本市 5.0m 50.0m 4.00千m3 ― ―

市尾下 いちおした 熊本県 熊本市北区 北区植木町大字富応字市尾下1165 不明 自然人 2.5m 30.0m 1.60千m3

一町田 いっちょうだ 熊本県 熊本市北区 北区改寄町一町田1803-1 一町田水利組合 熊本市 4.0m 40.0m 3.00千m3 ― ―

蓼原 たではら 熊本県 熊本市北区 北区明徳町蓼原297 蓼原用水組合 大字明徳共有 4.0m 40.0m 0.60千m3 ● 2019/9/2

付山 つきやま 熊本県 熊本市北区 北区立福寺町辻の下407 付山用水組合 熊本市 4.0m 20.0m 0.60千m3 ― ―

三日(堂地)池 さんち(どうち) 熊本県 宇土市 花園町2403 三日区 花園村共有 6.5m 61.0m 3.00千m3 ● 2019/9/17 ●

佐野(中野千切)池 さの(なかのちきり) 熊本県 宇土市 花園町1921 佐野区 花園村共有 3.6m 40.0m 6.00千m3 ● 2019/11/22 ●

佐野(西の谷)池 さの(にしのたに) 熊本県 宇土市 花園町1014,1015 佐野区 宇土市 6.0m 40.0m 4.32千m3 ― ― ●

上古閑(上)池 かみこが(うえ) 熊本県 宇土市 岩古曽町263 上古閑区 共有 4.2m 30.0m 4.50千m3 ● 2019/10/11 ●

上古閑(下)池 かみこが(した) 熊本県 宇土市 岩古曽町263 上古閑区 共有 7.3m 40.0m 4.50千m3 ● 2019/10/11 ●

曽畑(新堤)池 そばた(しんつつみ) 熊本県 宇土市 岩古曽町1452 曽畑区 曽畑区 5.8m 61.0m 8.00千m3 ● 2019/9/24 ●

曽畑(古堤)池 そばた(ふるつつみ) 熊本県 宇土市 岩古曽町1516 曽畑区 曽畑区 5.5m 20.0m 6.00千m3 ● 2019/9/24 ●

立岡(山田)池 たちおか(やまだ) 熊本県 宇土市 立岡町1024 立岡区 共有 5.3m 31.0m 3.00千m3 ● 2019/9/17 ●

四度橋池 しどばし 熊本県 宇土市 古保里町866-1 古保里区 宇土市 3.4m 70.0m 8.00千m3 ― ― ●

三十田(新堤)池 みそでん(しんつつみ) 熊本県 宇土市 松山町2962 上松山区 大字松山共有 5.6m 90.0m 30.00千m3 ● 2019/9/23 ●

北山内(毘沙門)池 きたやうち(びしゃもん) 熊本県 宇土市 松山町2454 上松山区 大字松山共有 5.2m 46.0m 9.00千m3 ● 2019/9/23 ●

内浦池 うちうら 熊本県 宇土市 松山町2165,2215 上松山区 大字松山共有 9.6m 84.0m 40.00千m3 ● 2019/9/23 ●

御手水(中堤)池 おちょうず(なかのつつみ) 熊本県 宇土市 松山町3874 下松山区 大字松山共有 5.1m 64.0m 30.00千m3 ● 2019/9/17 ●
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御手水(しょうけ)池 おちょうず(しょうけ) 熊本県 宇土市 松山町3871 下松山区 大字松山共有 5.9m 100.0m 23.50千m3 ● 2019/9/17 ●

神合池 こうあい 熊本県 宇土市 神合町504 神原区 神合村共有 4.0m 50.0m 8.00千m3 ● 2019/9/17 ●

飯塚池 いいつか 熊本県 宇土市 飯塚町1154 飯塚区 大字恵塚共有 4.7m 30.0m 4.00千m3 ● 2019/9/10

堤(笠岩)池 つつみ(かさいわ) 熊本県 宇土市 住吉町2507 笠岩区 大蔵省 3.2m 150.0m 24.00千m3 ― ― ●

引の花池 ひきのはな 熊本県 宇土市 上網田町2826 引の花区 大蔵省 2.2m 45.0m 3.00千m3 ― ―

花園ため池 はなぞのためいけ 熊本県 宇土市 花園町522 花園土地改良区 花園土地改良区 7.0m 480.0m 301.00千m3 ● 2019/9/17 ●

立岡ため池 たちおかためいけ 熊本県 宇土市 立岡町196 花園土地改良区 花園土地改良区 7.0m 360.0m 500.00千m3 ● 2019/9/17 ●

潟（七曲）ため池 がたななまがりためいけ 熊本県 宇土市 網津町1738 宇土八水土地改良区 不明 6.0m 232.0m 120.00千m3 ● 2019/11/21 ●

曽畑(鳥越) そばた　とりこえ 熊本県 宇土市 岩古曽町字野添822 曽畑区 曽畑区 2.6m 25.0m 2.00千m3 ● 2019/9/24 ●

伊津野(野鶴) いつの　のつる 熊本県 宇土市 野鶴町字桜畑1324 野鶴町伊津野区 大字野鶴共有 1.4m 55.0m 3.00千m3 ● 2019/9/20 ●

三日(新堤) さんち　しんづつみ 熊本県 宇土市 宇土市花園町字中島2258，2259，2260 三日区 自然人 2.6m 45.0m 10.00千m3 ● 2019/9/17 ●

岩熊（布古閑） いわくま（ぬのこが） 熊本県 宇土市 岩古曽町2614 岩熊区 自然人 3.0m 15.0m 2.00千m3 ● 2019/9/18 ●

柳迫（青堤） やなぎさこ（あおつつみ） 熊本県 宇土市 松山町3772 不明 不知火村大字御領共有地 5.0m 65.0m 15.00千m3 ● 2019/11/21 ●

柳迫（柳迫堤） やなぎさこ（やなぎさこつつみ） 熊本県 宇土市 松山町3746 不明 下益城郡松橋町共有地 6.0m 100.0m 13.00千m3 ● 2019/11/21 ●

三蔵 さんぞう 熊本県 宇土市 宮庄町593 三蔵区 宮庄，石橋，神合，神馬，栗崎，段原，椿原区共有 5.0m 10.0m 不明 ● 2019/9/17 ●

打越池 うちこしいけ 熊本県 宇土市 栗崎967 宇土市 栗崎共有 不明 不明 不明 ● 2019/12/4

柳迫（ひょうたん） やなぎさこ（ひょうたん） 熊本県 宇土市 松山町3778 打越区 不知火村大字御領共有地 3.0m 40.0m 6.00千m3 ● 2019/12/10

御手水（下堤） おちょうず（しもつつみ） 熊本県 宇土市 松山町4006 下松山区 大字松山共有 8.0m 35.0m 不明 ● 2019/9/17

猫迫ため池 ねこのさこためいけ 熊本県 宇城市 宇城市松橋町曲野1995 大池溜池水利組合 建設省 8.0m 120.0m 197.00千m3 ― ― ●

笹尾ため池 ささおためいけ 熊本県 宇城市 松橋町豊福1762 久具区長 建設省 8.0m 70.0m 75.00千m3 ― ― ●

本村ため池 ほんむらためいけ 熊本県 宇城市 三角町戸馳1540-1地先 三角町土地改良区 三角町土地改良区 10.0m 120.0m 120.00千m3 ● 2019/9/26 ●

萩尾 はぎお 熊本県 宇城市 松橋町萩尾236地先 松橋町外一ヶ町土地改良区 内務省 10.9m 378.0m 916.00千m3 ― ― ●

八ツ枝 やつえ 熊本県 宇城市 松橋町浦川内2301 松橋町外一ヶ町土地改良区 建設省 14.0m 150.0m 360.00千m3 ― ― ●

鐙ケ鼻ため池（上池） あぶみがはなためいけ 熊本県 宇城市 豊野町山崎1688 豊崎区長 建設省 10.3m 110.0m 150.00千m3 ― ― ●

沢水ため池 そうずためいけ 熊本県 宇城市 豊野町安見3700-2地先 大坪新開水利組合 下益城郡豊野町安見外 6.4m 40.0m 67.00千m3 ● 2019/12/12 ●

六ツ枝ため池 むつえためいけ 熊本県 宇城市 豊野町安見4179 大坪水利組合 下益城郡豊野町（宇城市） 10.0m 60.0m 67.00千m3 ― ― ●

柳谷ため池 やなぎたにためいけ 熊本県 宇城市 豊野町安見3872 大坪水利組合 建設省 5.6m 60.0m 37.00千m3 ― ― ●

尾村ため池 おむらためいけ 熊本県 宇城市 豊野町安見1792 中ノ浦・尾村・小丸水利組合 安見村共有 4.6m 60.0m 15.00千m3 ● 2019/10/28 ●

中尾ため池 なかおためいけ 熊本県 宇城市 豊野町糸石1831 上糸石区長 国土交通省 7.5m 100.0m 72.00千m3 ― ― ●

須賀無田ため池 すがむたためいけ 熊本県 宇城市 豊野町中間570 日当水利組合 建設省 6.2m 80.0m 55.00千m3 ― ― ●

長田ため池 ながたためいけ 熊本県 宇城市 豊野町下郷3563・3609 自然人 建設省 6.3m 71.6m 70.00千m3 ― ― ●

五反田ため池 ごたんだためいけ 熊本県 宇城市 豊野町上郷1972 上五反田溜池水利組合 上五反田溜池掛耕地整理組合 5.2m 80.0m 50.00千m3 ● 2019/9/5 ●

古氷(1)新堤 ふるこおりしんつつみ 熊本県 宇城市 三角町波多1029 自然人 古永区自治会 5.3m 50.0m 9.00千m3 ● 2019/9/30 ●

山の神 やまのかみ 熊本県 宇城市 三角町波多1187 古氷区長 波多村共有 3.0m 15.0m 2.00千m3 ● 2019/9/30 ●

御手洗池 みたらいけ 熊本県 宇城市 三角町波多1264 宮崎柑橘生産組合 自然人 8.9m 30.0m 5.00千m3 ● 2019/9/27 ●

土川池 どがわ 熊本県 宇城市 三角町波多2627 土川ため池水利組合 自然人 2.2m 50.0m 2.00千m3 ● 2019/10/19

矢崎池 やざき 熊本県 宇城市 三角町郡浦808 矢崎区長 大蔵省 2.4m 30.0m 4.00千m3 ― ― ●

大口第一池 おおくちだいいち 熊本県 宇城市 三角町大口126-1 自然人 自然人 2.0m 30.0m 3.00千m3 ● 2019/9/30

四ツ又池 よつまた 熊本県 宇城市 三角町戸馳5238 三角町土地改良区 自然人 5.2m 50.0m 3.00千m3 ● 2019/12/11 ●

惣頭池 そうずいけ 熊本県 宇城市 三角町戸馳5174 内潟区長 自然人 2.5m 15.0m 3.00千m3 ● 2019/9/11 ●

花団地池 はなだんち 熊本県 宇城市 三角町戸馳2680-1,2677-1 自然人 自然人 1.2m 45.0m 5.00千m3 ● 2019/9/30

内潟ダブ池 うちがただぶ 熊本県 宇城市 三角町戸馳6020 三角町土地改良区 国 3.0m 250.0m 30.00千m3 ― ―

片島ダブ池 かたしまだぶ 熊本県 宇城市 三角町戸馳6748-159 三角町土地改良区 不明 3.0m 300.0m 30.00千m3 ● 2019/9/26

手場池 てばいけ 熊本県 宇城市 三角町手場730 手場区長 自然人 2.3m 30.0m 1.00千m3 ● 2019/9/27

西沖田池 にしおきた 熊本県 宇城市 不知火町小曽部808-1 小曽部区長 建設省 4.0m 150.0m 13.00千m3 ― ―

三段池 さんだん 熊本県 宇城市 不知火町小曽部1776,1782 小曽部区長 建設省 7.8m 230.0m 61.30千m3 ― ― ●

柳下池 やなぎした 熊本県 宇城市 不知火町高良1374-1 塚原水利組合 宇城市 8.3m 266.0m 30.90千m3 ― ― ●

前田池 まえだ 熊本県 宇城市 不知火町高良489-1 塚原水利組合 建設省 3.5m 83.0m 3.00千m3 ― ― ●

神の元池 かみのもと 熊本県 宇城市 不知火町高良438番地地先 塚原水利組合 不明 5.5m 180.0m 1.22千m3 ● 2019/12/5 ●

亀松池 かめまつ 熊本県 宇城市 不知火町浦上1342 松崎農家組合・亀尾農家組合 建設省 7.0m 182.0m 30.00千m3 ― ― ●

中通池 なかどおり 熊本県 宇城市 不知火町長崎3172 長崎区自治会 不明 6.1m 217.0m 11.00千m3 ● 2019/10/7 ●

宮の池 みやのいけ 熊本県 宇城市 不知火町長崎3281 長崎区自治会 不明 4.6m 155.0m 6.00千m3 ● 2019/10/7

口の坪池 くちのつぼ 熊本県 宇城市 不知火町長崎1559 亀崎高田組合 不明 5.6m 215.0m 12.00千m3 ● 2019/9/4 ●

森園池 もりぞの 熊本県 宇城市 不知火町小曽部1518 小曽部区長 建設省 5.2m 102.0m 1.20千m3 ― ―

ショケダため池 しょけだためいけ 熊本県 宇城市 松橋町豊福2361 コーアツ工業(株) 不明 7.5m 44.0m 15.00千m3 ● 2019/9/26 ●

一本松ため池 いっぽんまつためいけ 熊本県 宇城市 松橋町古保山2554-2 一本松水利組合 下益城郡松橋町（宇城市） 8.0m 46.0m 35.00千m3 ― ―

初池ため池 はついけためいけ 熊本県 宇城市 松橋町古保山2278 海の平水利組合 大蔵省 4.0m 21.0m 5.00千m3 ― ―

東堤ため池 ひがしづつみためいけ 熊本県 宇城市 松橋町古保山2227 海の平水利組合 大蔵省 7.0m 97.0m 8.00千m3 ― ― ●

西堤ため池 にしづつみためいけ 熊本県 宇城市 松橋町古保山2132 海の平水利組合 大蔵省 7.0m 55.0m 6.00千m3 ― ― ●
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新堤ため池 しんづつみためいけ 熊本県 宇城市 松橋町古保山2033-2 海の平水利組合 自然人 5.0m 27.0m 3.00千m3 ● 2019/12/5 ●

西下ため池 にしのしたためいけ 熊本県 宇城市 松橋町古保山2119 海の平水利組合 大蔵省 5.5m 43.0m 6.00千m3 ― ― ●

打越ため池 うちごしためいけ 熊本県 宇城市 松橋町古保山1681-1 あまつけ水利組合 官有地 4.8m 32.0m 10.00千m3 ― ―

山犬田ため池 やまいぬだためいけ 熊本県 宇城市 松橋町萩尾2000 山犬田水利組合 松橋町当尾村 4.5m 66.0m 5.00千m3 ― ― ●

七枝ため池 ななつえためいけ 熊本県 宇城市 松橋町萩尾411 南萩尾区長 建設省 4.5m 43.0m 3.00千m3 ― ― ●

堂坂ため池 どうのさかためいけ 熊本県 宇城市 松橋町萩尾615 南萩尾区長 建設省 4.0m 45.0m 8.00千m3 ― ― ●

涼松ため池 すずみのまつためいけ 熊本県 宇城市 松橋町曲野476 自然人 下益城郡当尾村 5.0m 50.0m 12.00千m3 ― ―

琵琶田ため池 びわだためいけ 熊本県 宇城市 松橋町曲野1621 琵琶水利組合 建設省 7.5m 53.0m 15.00千m3 ― ― ●

昇立ため池 のぼりたてためいけ 熊本県 宇城市 松橋町曲野2920 橋川水利組合 建設省 8.0m 26.0m 12.00千m3 ― ― ●

秋迫ため池 あきさこためいけ 熊本県 宇城市 松橋町豊福2566 豊福区長 熊本県 6.5m 40.0m 10.00千m3 ― ―

牛尾ため池 うしおのためいけ 熊本県 宇城市 松橋町豊福2790 自然人 不明 8.0m 69.0m 40.00千m3 ● 2019/9/12 ●

袴田ため池 はかまだためいけ 熊本県 宇城市 松橋町豊福45 豊福区長 不明 7.0m 107.0m 8.00千m3 ● 2019/9/17

城迫ため池 じょうのさこためいけ 熊本県 宇城市 松橋町内田747 両仲間区農家組合 国 9.0m 38.0m 17.00千m3 ― ― ●

妙見ため池 みょうけんためいけ 熊本県 宇城市 松橋町竹崎500 竹崎区長 不明 5.5m 180.0m 15.00千m3 ● 2019/9/2 ●

宇土堤ため池 うとづつみためいけ 熊本県 宇城市 松橋町竹崎1287 竹崎区長 官有地 5.0m 155.0m 15.00千m3 ― ― ●

鳥島ため池 とりしまためいけ 熊本県 宇城市 松橋町両仲間399-1 松橋本村区長 宇城市 6.0m 26.0m 10.00千m3 ― ― ●

山堤ため池 やまづつみためいけ 熊本県 宇城市 松橋町両仲間519 両仲間区農家組合 建設省 5.5m 31.0m 8.00千m3 ― ― ●

島堤ため池 しまづつみためいけ 熊本県 宇城市 松橋町西下郷1623 島区長　 建設省 6.0m 26.0m 10.00千m3 ― ― ●

後迫ため池 うしろざこためいけ 熊本県 宇城市 松橋町西下郷1147 松橋本村区長 大蔵省 4.3m 70.0m 9.00千m3 ― ― ●

新堤Ｂ しんづつみＢ 熊本県 宇城市 松橋町西下郷305 松橋本村区長 自然人 3.0m 151.0m 47.00千m3 ● 2019/10/30 ●

深迫ため池 ふかさこためいけ 熊本県 宇城市 松橋町松橋2034 深迫水利組合 建設省 4.0m 35.0m 8.00千m3 ― ― ●

新堤Ｃ しんづつみＣ 熊本県 宇城市 松橋町松橋283 新町浜田水利組合 自然人 5.0m 103.0m 12.00千m3 ● 2019/9/30

内野ため池 うちのためいけ 熊本県 宇城市 豊野町山崎1217 北山崎区長 建設省 10.5m 112.0m 40.00千m3 ― ― ●

瓦谷上ため池 かわらだにかみためいけ 熊本県 宇城市 豊野町山崎1780 南山崎区長 建設省 8.0m 31.0m 15.00千m3 ― ―

瓦谷下ため池 かわらだにしもためいけ 熊本県 宇城市 豊野町山崎1777 南山崎区長 建設省 5.5m 32.0m 13.00千m3 ― ―

小伝寺ため池 おでじためいけ 熊本県 宇城市 豊野町上郷955 自然人 建設省 9.0m 69.0m 9.00千m3 ― ― ●

西迫ため池 にしさこためいけ 熊本県 宇城市 豊野町上郷515 自然人 建設省 8.5m 60.0m 9.00千m3 ― ― ●

水口下ため池 みずぐちしもためいけ 熊本県 宇城市 豊野町下郷1439 自然人 建設省 6.0m 61.0m 7.00千m3 ― ― ●

水口上ため池 みずぐちかみためいけ 熊本県 宇城市 豊野町下郷1514 自然人 建設省 5.5m 29.0m 7.00千m3 ― ― ●

花山上ため池 はなやまかみためいけ 熊本県 宇城市 豊野町下郷2664 自然人 建設省 6.0m 34.0m 7.00千m3 ― ― ●

花山下ため池 はなやましもためいけ 熊本県 宇城市 豊野町下郷2609 自然人 建設省 8.0m 64.0m 6.00千m3 ― ― ●

六ツ枝新堤ため池 むつえしんづつみためいけ 熊本県 宇城市 豊野町安見4099 大坪水利組合 建設省 8.0m 45.0m 3.00千m3 ― ―

年の神ため池 としのかみためいけ 熊本県 宇城市 小川町北小野565-1 北小野区長 下益城郡小川町（宇城市） 5.2m 150.0m 45.00千m3 ― ― ●

池田ため池 いけだためいけ 熊本県 宇城市 小川町北小野409 北小野区長 大字北小野共有 2.3m 72.0m 4.80千m3 ● 2019/9/27 ●

榎原ため池 えのきはらためいけ 熊本県 宇城市 小川町中小野908 中小野自治会 小川町中小野区自治会 6.7m 220.0m 22.50千m3 ● 2019/9/30 ●

前田ため池 まえだためいけ 熊本県 宇城市 小川町中小野682 中小野自治会 小川町中小野区自治会 5.8m 88.0m 45.00千m3 ● 2019/9/20 ●

谷口ため池 たにぐちためいけ 熊本県 宇城市 小川町南小野1014 南小野区長 大字南小野共有 7.5m 145.0m 35.00千m3 ● 2019/9/6 ●

立田ため池 たつだためいけ 熊本県 宇城市 小川町南小野1400 南小野区長 大字南小野共有 7.0m 155.0m 50.00千m3 ● 2019/9/6 ●

瀬戸ため池 せとためいけ 熊本県 宇城市 小川町北部田317 北部田区長 大字北部田共有 4.5m 135.0m 24.00千m3 ● 2019/9/2 ●

高倉ため池 たかくらためいけ 熊本県 宇城市 小川町北部田1078 北部田区長 大字北部田共有 5.5m 170.0m 40.00千m3 ● 2019/9/2 ●

稗田ため池 ひえだためいけ 熊本県 宇城市 小川町南部田788-1 南部田区水利組合 小川町南部田自治会 10.0m 60.0m 28.00千m3 ● 2019/9/27 ●

日岳ため池 ひだけためいけ 熊本県 宇城市 小川町西海東413 日岳町区長 自然人 6.0m 29.0m 7.50千m3 ● 2019/12/12 ●

八ツ枝ため池 やつえだためいけ 熊本県 宇城市 小川町西海東1047 自然人 自然人 6.0m 56.0m 20.00千m3 ● 2019/9/13

池の丸ため池 いけのまるためいけ 熊本県 宇城市 豊野町巢林31 自然人 国土交通省 10.0m 120.0m 32.00千m3 ― ― ●

大堤（外野） おおづつみ（ほかの） 熊本県 宇城市 豊野町安見239 蛭田水利組合 安見村 12.0m 108.0m 32.00千m3 ― ―

中ノ浦 ちゅうのうら 熊本県 宇城市 豊野町安見1926 中ノ浦・尾村・小丸水利組合 建設省 9.0m 136.0m 28.00千m3 ― ― ●

猿喰 さるばみ 熊本県 宇城市 豊野町巣林1509 下巣林区長 国土交通省 6.0m 102.0m 8.21千m3 ― ― ●

小村 おむら 熊本県 宇城市 豊野町中間916 小村水利組合 建設省 6.0m 39.0m 13.00千m3 ― ― ●

田馬 とうま 熊本県 宇城市 豊野町糸石1653 下糸石区長 国土交通省 8.0m 54.0m 20.00千m3 ― ― ●

小丸 おまる 熊本県 宇城市 豊野町安見1558 中ノ浦・尾村・小丸水利組合 安見村共有 4.0m 44.0m 5.00千m3 ● 2019/10/28

畑中 はたけなか 熊本県 宇城市 豊野町糸石1030 上糸石区長 財務省 7.0m 190.0m 10.00千m3 ― ―

西川 にしごう 熊本県 宇城市 豊野町糸石1831 自然人 国土交通省 7.0m 40.0m 7.00千m3 ― ―

栗崎 くりさき 熊本県 宇城市 豊野町安見1077 下安見区長 安見村 4.0m 43.5m 2.00千m3 ― ―

松原 まつばら 熊本県 宇城市 豊野町安見326 蛭田水利組合 安見村 8.0m 39.0m 4.00千m3 ― ―

外野第二 ほかのだいに 熊本県 宇城市 豊野町安見177 蛭田水利組合 大字安見共有 6.0m 40.0m 3.00千m3 ● 2019/10/28

迎原 むかいばる 熊本県 宇城市 豊野町安見2289 上安見区長 安見共有 5.0m 67.0m 8.00千m3 ● 2019/9/2 ●

山口 やまぐち 熊本県 宇城市 豊野町安見1515-2 中ノ浦・尾村・小丸水利組合 大字安見共有 4.5m 22.0m 1.00千m3 ● 2019/10/28

外野新堤 ほかのしんづつみ 熊本県 宇城市 豊野町安見248 蛭田水利組合 安見村 5.0m 32.0m 3.00千m3 ― ―

大川 おおかわ 熊本県 宇城市 三角町大田尾527 大田尾区長 大田尾区自治会 2.1m 36.0m 5.00千m3 ● 2019/12/6



(1)名称 (2)読み (3)所在地 (4)管理者 (5)所有者 (6)堤高 (7)堤頂長 (8)総貯水量

(m) (m) (千m3)

届出の有無
●：届出済
―：届出不要

届出年月日

（10）防災
重点ため
池の選定

状況
●：選定

（9）届出

穴田 あなだ 熊本県 宇城市 三角町大田尾691-10 大田尾区長 宇城市 3.2m 50.0m 7.00千m3 ― ―

片島 かたしま 熊本県 宇城市 三角町戸馳6718-2 自然人 自然人 2.3m 21.0m 2.00千m3 ● 2019/12/11

古場 こば 熊本県 宇城市 三角町里浦1506-5 自然人 自然人 0.8m 8.0m 0.00千m3 ● 2019/12/9

新つつみ しんつつみ 熊本県 宇城市 不知火町柏原36-1 柏原農家組合 普通水利組合　　 2.4m 10.0m 15.00千m3 ● 2019/10/3

和田 わだ 熊本県 宇城市 松橋町浦川内2101 自然人 大字浦川内共有 3.5m 28.0m 4.00千m3 ● 2019/9/26

越山 ごしやま 熊本県 宇城市 松橋町竹崎410 竹崎区長 不明 4.4m 34.0m 6.00千m3 ● 2019/9/2 ●

東谷 ひがしたに 熊本県 宇城市 松橋町萩尾2256-2 自然人 自然人 0.6m 15.0m 0.54千m3 ● 2019/9/19

北平 きたひら 熊本県 宇城市 松橋町萩尾1615 北平水利組合 建設省 1.5m 26.0m 0.92千m3 ― ―

竹下 たけした 熊本県 宇城市 松橋町浦川内624 自然人 大字浦川内共有 2.4m 28.0m 4.00千m3 ● 2019/9/12 ●

西原 にしばる 熊本県 宇城市 松橋町古保山346-7 西原水利組合 宇城市 2.8m 50.0m 2.50千m3 ― ―

栗迫 くりさこ 熊本県 宇城市 松橋町豊福1471 豊福区長 不明 2.9m 25.0m 7.00千m3 ● 2019/9/17

寺堤 てらづつみ 熊本県 宇城市 松橋町両仲間807 両仲間区農家組合 不明 2.2m 32.0m 8.00千m3 ● 2019/9/5 ●

堂免 どうめん 熊本県 宇城市 松橋町浦川内1511 自然人 大字浦川内共有 3.2m 57.0m 3.50千m3 ● 2019/9/20

陣の内 じんのうち 熊本県 宇城市 松橋町竹崎896 竹崎区長 不明 3.1m 70.0m 5.00千m3 ● 2019/9/2 ●

小ヶ倉溜池 おがくらためいけ 熊本県 宇城市 小川町東海東1323 自然人 自然人 2.6m 38.0m 3.00千m3 ● 2019/12/13

鶴溜池 つるためいけ 熊本県 宇城市 小川町西海東1995 小川西区長 自然人 2.7m 98.0m 1.50千m3 ● 2019/12/13

七ツ重溜池 ななつえためいけ 熊本県 宇城市 小川町南海東658 野添区長 自然人 2.3m 33.0m 0.00千m3 ― ―

丸林溜池 まるばやしためいけ 熊本県 宇城市 小川町東海東371 弦巻区長 自然人 1.8m 46.0m 0.00千m3 ― ―

亀迫ため池 かめのさこためいけ 熊本県 宇城市 豊野町糸石1142 上糸石区長 国土交通省 4.3m 38.8m 15.00千m3 ― ― ●

小畑ため池 おばたけためいけ 熊本県 宇城市 豊野町下郷1390 自然人 建設省 3.4m 148.0m 12.20千m3 ― ― ●

外野第一ため池 ほかのだいいちためいけ 熊本県 宇城市 豊野町安見234 蛭田水利組合 建設省 2.4m 33.8m 5.00千m3 ― ―

宮ノ下ため池 みやのしたためいけ 熊本県 宇城市 豊野町上郷1861 下上郷区長 建設省 3.2m 50.0m 0.50千m3 ― ―

鐙ケ鼻ため池（中池） あぶみがはなためいけ 熊本県 宇城市 豊野町山崎2165 豊崎区長 建設省 13.6m 160.0m 600.00千m3 ― ― ●

本町 ほんまち 熊本県 宇城市 三角町三角浦534-1 宇城市 宇城市 不明 25.0m 1.10千m3 ― ―

宮崎 みやざき 熊本県 宇城市 三角町波多1985 宇城市 宇城市 4.0m 20.0m 1.00千m3 ― ―

亀山ため池 かめやまためいけ 熊本県 宇城市 小川町南海東2702 田中区長 自然人 8.5m 45.0m 9.00千m3 ● 2019/12/10

徳楽 とくらく 熊本県 宇城市 豊野町巣林1548-2 自然人 国土交通省 不明 不明 不明 ― ―

築切 ついぎり 熊本県 宇城市 松橋町松橋1569 宇城市 宇城市 3.3m 36.0m 8.27千m3 ― ―

広間 ひろま 熊本県 宇城市 小川町東海東1427 弦巻区長 自然人 2.3m 30.0m 0.15千m3 ― ―

田中 たなか 熊本県 宇城市 小川町南海東2223-2 自然人 自然人 2.7m 50.0m 0.30千m3 ● 2019/12/9

長 ながつつみ 熊本県 宇城市 不知火町柏原15 柏原農家組合 建設省 4.0m 140.0m 4.80千m3 ― ―

野田 のだつつみ 熊本県 宇城市 不知火町柏原569 柏原農家組合 建設省 4.0m 150.0m 3.90千m3 ― ―

八柳 はちなやぎ 熊本県 宇城市 三角町中村3304-2 自然人 自然人 3.0m 25.0m 4.00千m3 ● 2019/12/5

湯殿 ゆどの 熊本県 宇城市 三角町郡浦3362-1 不明 宇土郡郡浦村 7.0m 50.0m 不明 ― ―

古氷（2）古堤 ふるこおり（２）ふるつつみ 熊本県 宇城市 三角町波多979 自然人 古氷区自治会 2.0m 30.0m 7.50千m3 ● 2019/9/6 ●

二石田 ふたいしだ 熊本県 宇城市 松橋町古保山251 不明 大蔵省 3.1m 15.0m 0.62千m3 ― ―

外越池 けいじ 熊本県 宇城市 三角町波多573 古氷区長 古氷区自治会 4.0m 20.0m 3.00千m3 ● 2019/11/26

虎御前 とらごぜん 熊本県 宇城市 松橋町古保山110 古保山区長 大蔵省 不明 不明 不明 ― ―

内の浦 うちのうら 熊本県 下益城郡美里町 大沢水704 西山区長 美里町 10.1m 140.0m 110.00千m3 ― ― ●

岡の口 おかのくち 熊本県 下益城郡美里町 大沢水771 西山区長 美里町 4.5m 43.0m 4.30千m3 ― ―

扇の平 おおぎのひら 熊本県 下益城郡美里町 大沢水420 大沢水区長 美里町 8.5m 101.0m 36.00千m3 ― ― ●

有安第一 ありやすだいいち 熊本県 下益城郡美里町 中小路333 有安区長 美里町 3.0m 138.0m 2.64千m3 ― ― ●

恵下第二 えげだいに 熊本県 下益城郡美里町 馬場1414 馬場区長 美里町 5.0m 34.0m 2.28千m3 ― ― ●

古堤（馬場） ふるづつみ（ばば） 熊本県 下益城郡美里町 馬場1435 馬場区長 美里町 8.0m 230.0m 29.50千m3 ― ― ●

新堤（馬場） しんづつみ（ばば） 熊本県 下益城郡美里町 馬場18 馬場区長 美里町 8.0m 400.0m 39.70千m3 ― ― ●

山口堤 やまぐちつつみ 熊本県 下益城郡美里町 中郡2046 上中郡区長 大蔵省 9.0m 190.0m 38.40千m3 ― ― ●

新堤（萱野） しんづつみ（かやの） 熊本県 下益城郡美里町 萱野287 萱野区長 美里町 5.6m 200.0m 17.80千m3 ― ―

山の坊 やまのぼう 熊本県 下益城郡美里町 萱野1649 萱野区長 美里町 8.0m 93.0m 35.00千m3 ― ― ●

萱野鶴 かやのづる 熊本県 下益城郡美里町 萱野1357 萱野区長 美里町 8.0m 150.0m 35.00千m3 ― ― ●

古堤（小筵） ふるづつみ（こむしろ） 熊本県 下益城郡美里町 小筵1044-2 小筵区長 官有地 5.0m 130.0m 12.61千m3 ― ― ●

新堤（小筵） しんづつみ（こむしろ） 熊本県 下益城郡美里町 小筵1349 小筵区長 大蔵省 8.0m 42.0m 4.20千m3 ― ―

新堤（佐俣） しんづつみ（さまた） 熊本県 下益城郡美里町 佐俣1373 佐俣区長 大蔵省 8.0m 37.0m 7.90千m3 ― ― ●

道面堤 どうめんつつみ 熊本県 下益城郡美里町 佐俣1523 佐俣区長 大蔵省 6.0m 30.0m 2.00千m3 ― ― ●

日平 ひびら 熊本県 下益城郡美里町 坂貫908 小岩野区長 不明 8.0m 37.0m 1.71千m3 ● 2019/9/20

熊取第二 くまとりだいに 熊本県 下益城郡美里町 原田547 原田区長 美里町 2.5m 21.0m 0.50千m3 ― ―

熊取第三 くまとりだいさん 熊本県 下益城郡美里町 原田498-1 原田区長 美里町 2.5m 21.0m 0.65千m3 ― ―

原田 はらだ 熊本県 下益城郡美里町 原田164-1 原田区長 美里町 3.5m 30.0m 1.45千m3 ― ―

津留 つる 熊本県 下益城郡美里町 津留805 津留区長 美里町 3.4m 22.0m 0.92千m3 ― ―

宝勝寺 ほうしょうじ 熊本県 下益城郡美里町 津留133 津留区長 美里町 3.0m 20.0m 0.80千m3 ― ―
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白石野 しらいしの 熊本県 下益城郡美里町 白石野930 白石野区長 共有地 8.0m 46.0m 6.30千m3 ● 2019/9/3 ●

権正（旧興正寺） ごんのかみ 熊本県 下益城郡美里町 遠野3262 権正水利組合 美里町 12.0m 40.0m 12.80千m3 ― ― ●

勢井（１） ぜい（1） 熊本県 下益城郡美里町 大井早4094-1 勢井水利組合 大蔵省 10.0m 80.0m 12.50千m3 ― ― ●

高江 たかえ 熊本県 下益城郡美里町 名越谷2993 名越谷区長 不明 6.0m 33.0m 3.84千m3 ● 2019/9/10

池の平 いけのひら 熊本県 下益城郡美里町 三加1517-1 自然人 共有地 10.0m 42.0m 12.00千m3 ● 2019/9/11 ●

高村 たかむら 熊本県 下益城郡美里町 古閑1181 古閑区長 財務省 8.0m 36.0m 5.60千m3 ― ―

内山（西） うちやまにし 熊本県 下益城郡美里町 清水160 内山区長 清水村共有 7.0m 39.0m 5.60千m3 ● 2019/9/24 ●

用来 よらい 熊本県 下益城郡美里町 川越3715-1 用来区長 大蔵省 7.0m 37.0m 3.57千m3 ― ―

桑霍 くわづる 熊本県 下益城郡美里町 豊富2193-1 桑鶴区長 大蔵省 8.0m 50.0m 5.00千m3 ― ―

小群 こむれ 熊本県 下益城郡美里町 古閑1134 古閑区長 古閑共有 6.0m 16.0m 2.43千m3 ● 2019/9/18

芳ヶ谷 よしがたに 熊本県 下益城郡美里町 今642+643+665 今区長 不明 8.0m 36.0m 5.98千m3 ● 2019/9/11

下田 しもた 熊本県 下益城郡美里町 三加822番地先（地番なし） 自然人 不明 5.0m 60.0m 3.60千m3 ● 2019/9/11 ●

大野 おおの 熊本県 下益城郡美里町 名越谷3732 名越谷区長 名越谷共有 5.0m 30.0m 3.15千m3 ● 2019/9/10 ●

水上 みずかみ 熊本県 下益城郡美里町 畝野2826 水上区長 大蔵省 5.0m 21.0m 1.50千m3 ― ―

桑野 くわの 熊本県 下益城郡美里町 甲佐平393-1 桑野区長 美里町 5.0m 20.0m 0.30千m3 ― ― ●

小崎 こざき 熊本県 下益城郡美里町 川越1902 小崎区長 大蔵省 7.0m 31.0m 1.28千m3 ― ― ●

勢井（2） ぜい（2） 熊本県 下益城郡美里町 大井早4054-1 勢井水利組合 大蔵省 10.0m 22.0m 5.60千m3 ― ―

鳥越第一 とりごえだいいち 熊本県 下益城郡美里町 大沢水355 大沢水区 美里町 5.5m 60.0m 5.40千m3 ― ― ●

鳥越第二 とりごえだいに 熊本県 下益城郡美里町 大沢水347 大沢水区 美里町 1.9m 50.0m 0.30千m3 ― ―

有安第二 ありやすだいに 熊本県 下益城郡美里町 中小路236 有安区 大蔵省 3.0m 57.5m 3.60千m3 ― ― ●

久具又 くぐまた 熊本県 下益城郡美里町 馬場1206 馬場区 美里町 2.4m 30.0m 0.30千m3 ― ―

内山(東) うちやま(ひがし) 熊本県 下益城郡美里町 清水285 内山区 清水村共有 6.5m 71.8m 2.40千m3 ● 2019/9/24 ●

柳原 やなぎはら 熊本県 下益城郡美里町 今823 今区 財務省 4.9m 37.5m 2.00千m3 ― ―

内園 うちぞの 熊本県 下益城郡美里町 畝野4188 内園区 大蔵省 3.4m 25.0m 0.10千m3 ― ―

入江谷(新) いりえだに(しん) 熊本県 下益城郡美里町 三加621+622-2+623+623-2+624+627 自然人 不明 7.1m 25.0m 0.00千m3 ● 2019/9/11

入江谷(旧) いりえだに(きゅう) 熊本県 下益城郡美里町 三加626番地先（地番なし） 自然人 不明 8.6m 40.5m 6.80千m3 ● 2019/9/11 ●

堂平 どうびら 熊本県 下益城郡美里町 三加298 自然人 下田組共有 2.4m 20.0m 0.30千m3 ● 2019/9/11

堤の迫 つつみのさこ 熊本県 下益城郡美里町 大窪1211 大窪水利組合 美里町 13.0m 20.0m 0.40千m3 ― ―

平田 ひらた 熊本県 下益城郡美里町 三加1859 自然人 不明 3.8m 15.5m 0.50千m3 ● 2019/9/11

吉君 よしきみ 熊本県 下益城郡美里町 豊富635 今村区 官有地 6.0m 30.0m 1.80千m3 ― ―

野中溜池 のなかためいけ 熊本県 上益城郡御船町 高木5074 高山水利組合 高山組共有 5.0m 80.0m 50.00千m3 ● 2019/10/2 ●

平皿溜池 ひらさらためいけ 熊本県 上益城郡御船町 高木5263 高山水利組合 高山組共有 7.5m 90.0m 30.00千m3 ● 2019/10/2

仏生溜池 ぶっしょうためいけ 熊本県 上益城郡御船町 高木5341 高山水利組合 高山組共有 7.3m 36.0m 20.00千m3 ● 2019/10/2 ●

亀山溜池 かめやまためいけ 熊本県 上益城郡御船町 高木4512 高山水利組合 高山組共有 5.0m 70.0m 15.00千m3 ● 2019/10/2 ●

のぼろ溜池 のぼろためいけ 熊本県 上益城郡御船町 木倉6458 北木倉区 北木倉村共有 8.0m 30.0m 7.00千m3 ● 2019/10/10

たつぐえ溜池 たつぐえためいけ 熊本県 上益城郡御船町 木倉6455 北木倉区 北木倉村共有 7.1m 29.0m 3.00千m3 ● 2019/10/10 ●

玉虫溜池 たまむしためいけ 熊本県 上益城郡御船町 滝尾1008 玉虫区 自然人 5.0m 30.0m 6.00千m3 ● 2019/10/23 ●

滝園上溜池 たきぞのかみためいけ 熊本県 上益城郡御船町 七滝3002 滝園水利組合 財務局 4.0m 30.0m 10.00千m3 ― ―

滝園下溜池 たきぞのしもためいけ 熊本県 上益城郡御船町 七滝2593 滝園水利組合 財務局 3.0m 30.0m 3.00千m3 ― ―

小川野溜池 おがわのためいけ 熊本県 上益城郡御船町 七滝5324 小川野区 自然人 5.0m 50.0m 5.00千m3 ● 2019/10/25

八勢溜池 やせためいけ 熊本県 上益城郡御船町 上野295-1 八勢水利組合 財務局 6.0m 60.0m 30.00千m3 ― ―

五里木溜池 ごりきためいけ 熊本県 上益城郡御船町 上野204 古閑迫水利組合 上野餅畑組共有 5.0m 20.0m 7.50千m3 ● 2019/10/8

東べら溜池 ひがしべらためいけ 熊本県 上益城郡御船町 田代6472 座女木区 田代共有 4.0m 30.0m 7.00千m3 ● 2019/9/24

木戸屋溜池 きどやためいけ 熊本県 上益城郡御船町 田代3925 木戸屋区 自然人 4.0m 42.0m 1.50千m3 ● 2019/9/30

立野溜池 たてのためいけ 熊本県 上益城郡御船町 高木2127 下高野農夫長 自然人 3.5m 25m 1.50千m3 ● 2019/10/29

後迫溜池 うしろさこためいけ 熊本県 上益城郡御船町 高木3549 上高野区 高野組共有 6.0m 40m 2.50千m3 ● 2019/10/23
牛ノ地獄溜池（井ノ地獄） うしのじごくためいけ 熊本県 上益城郡御船町 高木3282 上高野区 高野組共有 6.0m 40m 3.00千m3 ● 2019/10/23 ●

下中原溜池 しもなかばるためいけ 熊本県 上益城郡御船町 高木2714-1 上高野区 自然人 4.4m 34m 3.00千m3 ● 2019/10/23 ●

中原溜池 なかばるためいけ 熊本県 上益城郡御船町 高木2853-1 上高野区 御船町 4.7m 80m 7.00千m3 ― ― ●

辺田上溜池 へたうえためいけ 熊本県 上益城郡御船町 高木4210 上高野区 御船町 10.0m 60m 3.00千m3 ― ―

観音院溜池 かんのんいんためいけ 熊本県 上益城郡御船町 木倉1674 河内井手水利組合 南木倉組共有 3.7m 30m 4.00千m3 ● 2019/11/29 ●

上辺田見溜池 かみへたみためいけ 熊本県 上益城郡御船町 辺田見834 上辺田見区長 辺田見共有 3.8m 29m 1.00千m3 ● 2019/10/4 ●

油面溜池 あぶらめためいけ 熊本県 上益城郡御船町 木倉1832 河内井手水利組合 自然人 3.7m 23m 4.00千m3 ● 2019/11/29

宮ノ原溜池 みやのはらためいけ 熊本県 上益城郡御船町 木倉1956 河内井手水利組合 自然人 5.6m 40m 7.00千m3 ● 2019/11/29 ●

上松迫溜池 かみまつざこためいけ 熊本県 上益城郡御船町 木倉2168 河内井手水利組合 自然人 4.1m 45m 4.00千m3 ● 2019/11/29

滝川溜池（牛ヶ瀬） たきがわためいけ(うしがせ） 熊本県 上益城郡御船町 滝川1615 自然人 滝川共有 7.1m 155m 21.00千m3 ● 2019/11/29 ●

上山神溜池 かみやまがみためいけ 熊本県 上益城郡御船町 御船416 自然人 御船町 3.1m 30m 3.00千m3 ― ―

白岩溜池 しらいわためいけ 熊本県 上益城郡御船町 御船186 自然人 御船町 3.4m 23m 5.00千m3 ― ― ●

平原溜池1 ひらばるためいけ 熊本県 上益城郡御船町 辺田見1398 自然人 辺田見共有 4.6m 34m 2.00千m3 ● 2019/11/29 ●
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平原溜池2 ひらばるためいけ 熊本県 上益城郡御船町 辺田見1393 下辺田見水利組合 辺田見共有 4.0m 10m 1.00千m3 ● 2019/12/19

竹の迫溜池1 たけのさこためいけ 熊本県 上益城郡御船町 滝尾5276 竹の迫区長 竹の迫組共有 5.0m 30m 4.40千m3 ● 2019/10/29

竹の迫溜池2 たけのさこためいけ 熊本県 上益城郡御船町 滝尾4871 竹の迫区長 竹の迫組共有 4.0m 35m 4.00千m3 ● 2019/10/29 ●

釜出溜池(上) かまでためいけ(かみ) 熊本県 上益城郡御船町 上野地内 不明 御船町 4 25 6.50千m3 ― ―

阿弥陀溜池 あみだためいけ 熊本県 上益城郡御船町 高木地内 下高野農夫長 下高野区 6 51 10千ｍ３ ● 2019/10/29

下谷川溜池 しもたにかわためいけ 熊本県 上益城郡御船町 高木地内 上高野区 不明 不明 不明 不明 ● 2019/10/23

妙見堂溜池 みょうけんどうためいけ 熊本県 上益城郡御船町 水越地内 五ヶ瀬区 不明 1.5ｍ 20m 0.6千m3 ● 2019/10/3

瓜山溜池２ うりやまためいけ２ 熊本県 上益城郡御船町 御船５１０ 自然人 御船町共有 3.35 23 不明 ● 2019/10/23

板の窪溜池 いたのくぼためいけ 熊本県 上益城郡御船町 田代５０８ 自然人 自然人 250 13 2.00千m3 ● 2019/10/30

辺田下溜池 へたんしたためいけ 熊本県 上益城郡御船町 高木地内 上高野区 不明 不明 不明 不明 ● 2019/10/23

山ノ谷の堤 やまのたにのつつみ 熊本県 上益城郡御船町 木倉字山ノ谷5801 自然人 不明 不明 不明 不明 ― ―

釜出溜池(下) かまでためいけ（しも） 熊本県 上益城郡御船町 上野堤の本6049 自然人 自然人 2.5 150 20千ｍ３ ● 2019/10/29

猿山の堤 さるやまのつつみ 熊本県 上益城郡御船町 水越猿山 上井出掛り 不明 不明 不明 不明 ● 2019/10/18

裏ため池 うらためいけ 熊本県 上益城郡御船町 木倉地内 河内井手水利組合 不明 5 35 4千ｍ3 ● 2019/11/29

浮島 うきしま 熊本県 上益城郡嘉島町 井寺2822 井寺区長 浮島熊野座神社 4.0m 239.5m 108.00千m3 ● 2019/9/11

干原 ほしはら 熊本県 上益城郡嘉島町 北甘木232地先 自然人 国 4.0m 148.5m 8.70千m3 ― ―

松ノ木迫 まつのきざこ 熊本県 上益城郡嘉島町 大字北甘木724 自然人 集落（北甘木地区） 3.0m 35m 5.90千m3 ● 2019/10/24

三王免ため池 さんおうめんためいけ 熊本県 上益城郡益城町 大字小池字三王免3220 本土山区長 大字小池共有 8.5m 74.0m 15.00千m3 ● 2019/9/25 ●

小池の堤 おいけのつつみ 熊本県 上益城郡益城町 大字小池字丸林2362 小池秋永区長 国 4.5m 83.0m 62.00千m3 ― ― ●

新池 しんいけ 熊本県 上益城郡益城町 大字小池字浦田3033 土山区長 大字小池共有 3.0m 40.0m 4.40千m3 ● 2019/10/10

椎の木迫の堤 しいのきさこのつつみ 熊本県 上益城郡益城町 大字小池字椎木迫3174 土山区長 大字小池共有 5.3m 267.0m 57.00千m3 ● 2019/9/24 ●

新屋敷第２堤 しんやしきだい２つつみ 熊本県 上益城郡益城町 大字小池字烏帽子嶽3281 飯田区長 大字小池共有 6.4m 51.0m 17.00千m3 ● 2019/9/25 ●

新屋敷第１堤 しんやしきだい１つつみ 熊本県 上益城郡益城町 大字小池字大人足3474 飯田区長 大字小池共有 3.0m 55.0m 37.00千m3 ● 2019/9/25 ●

宮園の堤 みやぞののつつみ 熊本県 上益城郡益城町 大字砥川字宮園2087 下砥川区長 大字砥川共有 3.3m 87.0m 17.00千m3 ● 2019/9/26 ●

舟井川第２堤 ふないがわだい２つつみ 熊本県 上益城郡益城町 大字砥川字舟井川2849 上砥川区長 大字砥川共有 4.4m 57.3m 26.00千m3 ● 2019/9/13 ●

舟井川第１堤 ふないがわだい１つつみ 熊本県 上益城郡益城町 大字砥川字舟井川2857 上砥川区長 大字砥川共有 2.7m 57.0m 18.00千m3 ● 2019/9/13 ●

亀ノ子堤 かめのこつつみ 熊本県 上益城郡益城町 大字福原字東烏山6185 南区長 不明 2.6m 83.0m 9.90千m3 ● 2019/12/2 ●

福田寺の堤 ふくでんじのつつみ 熊本県 上益城郡益城町 大字福原字福田寺5587 内寺区長 不明 2.8m 16.0m 6.00千m3

平田堤 ひらたつつみ 熊本県 上益城郡益城町 大字平田字堤259 平田上区長 大字平田共有 6.4m 60.0m 28.00千m3 ● 2019/9/27 ●

堂園の池 どうぞののいけ 熊本県 上益城郡益城町 上陳657地先 上陳・堂園区長 自然人 2.0m 63.0m 19.00千m3 ● 2019/10/15

長谷第１堤 ながたにだい１つつみ 熊本県 上益城郡益城町 大字福原字村上4181 袴野区長 自然人 5.1m 62.0m 28.00千m3 ● 2019/12/11

長谷第２の堤 だがたにだい２のつつみ 熊本県 上益城郡益城町 大字福原字長谷4170 袴野区長 自然人 4.5m 80.0m 28.00千m3 ● 2019/12/11

素麺滝 そうめんだき 熊本県 上益城郡益城町 赤井1893地先 益城町土地改良区 不明 2.0m 200.0m 10.00千m3 ● 2019/10/29 ●

秋永防災ダム あきながぼうさいだむ 熊本県 上益城郡益城町 小池2074-2地先 益城町土地改良区 熊本県 4.0m 200.0m 3.10千m3 ― ―

葉山の堤 はやまのつつみ 熊本県 上益城郡益城町 大字砥川字葉山2150 砥川地区 大字砥川共有 2.9m 82m 37.00千m3 ● 2019/9/26 ●

城ノ尾堤 しろのおつつみ 熊本県 上益城郡益城町 大字砥川字城尾3045 砥川地区 大字砥川共有 3.2m 35m 15.00千m3 ● 2019/9/13 ●

平田中堤 ひらたなかつつみ 熊本県 上益城郡益城町 大字平田字鍬迫712 平田中地区区長 大字平田共有 2.7m 33m 5.20千m3 ● 2019/9/27 ●

三竹堤 みたけてい 熊本県 上益城郡益城町 大字下陳字三竹808 三竹地区 大字下陳共有 7.2m 50m 13.00千m3 ● 2019/9/27 ●

新中山溜池 しんなかやまためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 中山650 中山区長 中山区共有 7.0m 20.0m 8.00千m3 ● 2019/10/17

前田溜池 まえだためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 中山363 中山区長 中山区共有 6.0m 25.0m 23.00千m3 ● 2019/10/17 ●

鎌迫溜池 かまさこためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 南三箇1312 南三箇区長 南三箇区共有 3.0m 70.0m 35.00千m3 ● 2019/10/16 ●

めおと下溜池 めおとしもためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 南三箇1144 南三箇区長 南三箇区共有 5.0m 15.0m 29.00千m3 ● 2019/10/16 ●

めおと上溜池 めおとかみためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 南三箇1141 南三箇区長 南三箇区共有 8.0m 80.0m 28.00千m3 ● 2019/10/16 ●

大平溜池 おおひらためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 南三箇1275 南三箇区長 南三箇区共有 4.5m 50.0m 70.00千m3 ● 2019/10/16 ●

長田溜池 ながたためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 南三箇91-1 南三箇区長 南三箇区共有 5.5m 100.0m 33.00千m3 ● 2019/10/16 ●

世持下溜池 よもちしもためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 世持825 世持区長 世持区共有 5.0m 40.0m 38.00千m3 ● 2019/10/21 ●

世持上溜池 よもちかみためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 世持876 世持区長 世持区共有 6.0m 100.0m 25.00千m3 ● 2019/10/21 ●

笹尾溜池 ささおためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 船津3139 熊本南カントリークラブ 熊本南カントリークラブ 3.0m 30.0m 5.00千m3 ● 2019/10/24

平八溜池 へいはちためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 船津2027 船津区長 船津区共有 6.0m 20.0m 6.00千m3 ● 2019/10/17

八瀬尾上溜池 やせおかみためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 船津2039 船津区長 船津区共有 4.0m 17.0m 18.00千m3 ● 2019/10/17

八瀬尾下溜池 やせおしもためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 船津2031 船津区長 船津区共有 6.0m 40.0m 40.00千m3 ● 2019/10/17

馬門溜池 まかどためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 船津1684 船津区長 農林省 7.0m 90.0m 12.00千m3 ― ― ●

上小塚第２溜池 かみこづかだい２ためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 早川309 早川区 早川区共有 4.0m 50.0m 20.00千m3 ● 2019/10/18 ●

上小塚第３溜池 かみこづかだい３ためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 早川128 早川区 早川区共有 3.0m 15.0m 5.00千m3 ● 2019/10/18 ●

後山溜池 うしろやまためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 上早川1885 上早川２区区長 上早川２区共有 5.0m 40.0m 17.00千m3 ● 2019/10/16 ●

鴫山溜池 しぎやまためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 上早川2928 上早川１区区長 上早川１区共有 2.0m 60.0m 15.00千m3 ● 2019/11/7 ●

山口溜池 やまぐちためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 上早川4279 上早川４区区長 上早川４区共有 3.0m 15.0m 5.00千m3 ● 2019/10/21 ●

田代新溜池 たしろしんためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 上早川3479-2 上早川１区区長 上早川１区共有 8.0m 60.0m 14.00千m3 ● 2019/11/7 ●

上田代溜池 かみたしろためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 上早川3533 上早川１区区長 上早川１区共有 5.0m 50.0m 20.00千m3 ● 2019/11/7 ●
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宮ノ尾溜池 みやのおためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 中横田1988 中横田区長 宮ノ尾組共有 5.5m 35.0m 6.00千m3 ● 2019/11/7 ●

早馬溜池 はやまためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 中横田915 中横田区長 中横田区共有 3.0m 40.0m 8.00千m3 ● 2019/11/7 ●

立神溜池 たてがみためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 中横田67 中横田区長 立神組共有 3.5m 30.0m 18.00千m3 ● 2019/11/7 ●

西上溜池 にしがみためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 西寒野1509 西寒野区長 農林省 5.0m 40.0m 19.00千m3 ― ― ●

平太郎溜池 へいたろうためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 西寒野2277 西寒野区長 農林省 3.0m 25.0m 7.00千m3 ― ― ●

古閑溜池 こがためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 東寒野587 東寒野区長 東寒野区共有 3.5m 20.0m 16.00千m3 ● 2019/11/7 ●

内田溜池 うちだためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 東寒野2158 東寒野区長 東寒野区共有 6.0m 40.0m 8.00千m3 ● 2019/11/7 ●

京地溜池 きょうじためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 上揚465-1 上揚区長 上揚区共有 4.0m 60.0m 27.00千m3 ● 2019/10/28 ●

安平溜池 やすひらためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 安平237 安平区長 安平区共有 7.0m 15.0m 4.00千m3 ● 2019/10/16

小鹿溜池 おがためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 小鹿872-1 小鹿区長 小鹿区共有 6.0m 60.0m 30.00千m3 ● 2019/10/16

西原溜池 にしはらためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 西原310-1 西原区長 西原区共有 6.0m 20.0m 10.00千m3 ● 2019/12/6

裏田 うらだ 熊本県 上益城郡甲佐町 田口字中山原588番地 下田口区長 下田口共有 6.0m 20m 8.00千m3 ● 2019/10/23 ●

豊原溜池 とよはらためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 南三箇字豊原292番地 南三箇区長 南三箇区共有 3.5m 20m 9.00千m3 ● 2019/10/16 ●

玄蕃谷 げんばだに 熊本県 上益城郡甲佐町 船津字玄蕃谷2923番地1地内 熊本南カントリークラブ 熊本南カントリークラブ 6.0m 40m 1.20千m3 ● 2019/10/24

大谷 おおたに 熊本県 上益城郡甲佐町 船津字大谷3061番地2地内 熊本南カントリークラブ 熊本南カントリークラブ 2.0m 25m 1.20千m3 ● 2019/10/24

上小塚第1 かみこづかだいいち 熊本県 上益城郡甲佐町 早川字上小塚268番地 早川区 早川区共有 3.0m 20m 6.00千m3 ● 2019/10/18 ●

天神森 てんじんもり 熊本県 上益城郡甲佐町 上早川字上田代3671番地1 上早川１区区長 上早川１区共有 4.0m 1.5m 2.00千m3 ● 2019/11/7 ●

中尾 なかお 熊本県 上益城郡甲佐町 中横田字中尾1487番地 中横田区長 中横田区共有 2.5m 20m 7.00千m3 ● 2019/11/7

目野 めの 熊本県 上益城郡甲佐町 中横田字上目野1308番地 中横田区長 中横田区共有 4.5m 10m 6.00千m3 ● 2019/11/7 ●

栗山 くりやま 熊本県 上益城郡甲佐町 西寒野字鹿生田970番地 西寒野区長 農林省 5.0m 20m 3.10千m3 ― ―

西下（小堤） にしした 熊本県 上益城郡甲佐町 西寒野字宮園1510番地 西寒野区長 農林省 2.0m 15m 4.00千m3 ― ― ●

山田ため池 やまだためいけ 熊本県 上益城郡山都町 山田２７４ 矢部土地改良区 不明（水路敷） 10.0m 65.0m 125.00千m3 ― ― ●

石堂ため池 いしどうためいけ 熊本県 上益城郡山都町 三ヶ２６４０ 三ヶ水利組合 大字三ヶ共有 11.2m 70.0m 26.00千m3 ● 2019/10/24

七ツ迫ため池 ななつさこためいけ 熊本県 上益城郡山都町 白石253地先 自然人 不明（河川敷） 10.0m 40.0m 4.00千m3 ― ―

宮田ため池 みやたためいけ 熊本県 上益城郡山都町 菅尾330-2地先 自然人 自然人 1.5m 15.0m 0.20千m3 ● 2019/10/17

小崎第１ため池 こざきだい１ためいけ 熊本県 上益城郡山都町 菅尾621地先 菅尾区長 不明（白地） 1.5m 20.0m 0.30千m3 ― ―

小崎第２ため池 こざきだい２ためいけ 熊本県 上益城郡山都町 菅尾802地先 自然人 自然人 2.5m 20.0m 0.50千m3 ● 2019/10/18

境の谷ため池 さかいのたにためいけ 熊本県 上益城郡山都町 菅尾633地先 菅尾区長 不明（水路敷） 2.0m 40.0m 0.80千m3 ― ―

菖蒲の口ため池 しょうぶのくちためいけ 熊本県 上益城郡山都町 下名連石2250地先 自然人 自然人 4.0m 15.0m 0.40千m3 ● 2019/10/23

松尾ため池 まつおためいけ 熊本県 上益城郡山都町 三ケ1133地先 三ヶ区長 不明（水路敷） 5.0m 30.0m 5.00千m3 ― ―

日南田ため池 ひなたためいけ 熊本県 上益城郡山都町 三ケ1762地先 日南田井手水利組合 不明（水路敷） 5.0m 25.0m 1.50千m3 ― ― ●

藤木ため池 ふじきためいけ 熊本県 上益城郡山都町 藤木501地先 藤木水利組合 浜町西部土地改良区 8.0m 25.0m 3.00千m3 ● 2019/10/25

赤迫ため池 あかさこためいけ 熊本県 上益城郡山都町 男成723地先 男成稲生原共同組合 不明（白地） 4.0m 30.0m 4.00千m3 ― ―

山中谷下ため池 やまなかたにしたためいけ 熊本県 上益城郡山都町 入佐3376-1地先 入佐区長 矢部町 3.5m 30.0m 1.50千m3 ― ―

小払ため池 おばらいためいけ 熊本県 上益城郡山都町 小笹506地先 小払区長 小払区長 5.0m 25.0m 5.00千m3 ● 2019/10/21

京の女郎ため池 きょうのじょろうためいけ 熊本県 上益城郡山都町 長田516地先 京の女郎水利組合 不明（水路敷） 7.0m 65.0m 8.70千m3 ― ―

小柏原ため池 おがしわらためいけ 熊本県 上益城郡山都町 島木408地先 自然人 小柏原共有 4.0m 30.0m 1.60千m3 ● 2019/10/25

藤木下ため池 ふじきしもためいけ 熊本県 上益城郡山都町 藤木588-2地先 藤木水利組合 浜町西部土地改良区 1.7m 63.0m 0.90千m3 ● 2019/10/25

長田ため池 ながたためいけ 熊本県 上益城郡山都町 長田132地先 長田水利組合 不明（水路敷） 2.5m 15.0m 0.30千m3 ― ―

井無田ため池 いむたためいけ 熊本県 上益城郡山都町 井無田1383地先 井無田水利組合 山都町 8.0m 88.4m 46.00千m3 ― ― ●

赤迫ため池 あかさこためいけ 熊本県 上益城郡山都町 大平476地先 自然人 国土交通省 5.0m 20.0m 3.00千m3 ― ― ●

栃原ため池 とちはらためいけ 熊本県 上益城郡山都町 小峰415-3地先 自然人 自然人 3.0m 20.0m 0.60千m3 ● 2019/10/21

小峰ため池 おみねためいけ 熊本県 上益城郡山都町 小峰1927地先 自然人 自然人 3.0m 20.0m 0.60千m3 ● 2019/10/22

山中谷上ため池 やまなかたにかみためいけ 熊本県 上益城郡山都町 入佐池田3205 自然人 自然人 2.5m 20m 0.60千m3 ● 2019/10/18

ヒゲブクため池 ひげぶくためいけ 熊本県 上益城郡山都町 下名連石下髭副3890 自然人 自然人 2.0m 30m 1.00千m3 ● 2019/10/20

日南田下ため池 ひなたしもためいけ 熊本県 上益城郡山都町 三ケ年之神1896 日南田井手水利組合 不明（水路敷） 2.5m 28m 1.20千m3 ― ―

谷山ため池 たにやまためいけ 熊本県 上益城郡山都町 牧野岩の下1138 自然人 自然人 2.5m 20m 0.50千m3 ● 2019/10/22

馬見原上ノ川ため池 まみはらうえのかわためいけ 熊本県 上益城郡山都町 馬見原上ノ川798 自然人 自然人 4.0m 20m 0.60千m3 ● 2019/10/21 ●

大野東御手洗のため池 おおのひがしみたらいのためいけ 熊本県 上益城郡山都町 大野宮ノ後777 自然人 山都町 1.0m 10m 0.10千m3 ― ―

郷野原ため池 ごうのはるためいけ 熊本県 上益城郡山都町 郷野原赤迫2004地先 郷野原水利組合 山都町 11.1m 88m 78.30千m3 ― ― ●

湯舟溜池 ゆぶねためいけ 熊本県 菊池市 旭志麓2725 旭志村土地改良区 不明 16.4m 380.0m 362.00千m3 ● 2019/8/1 ●

薬師の堤 やくしのつつみ 熊本県 菊池市 出田2695地先 西屋敷組合 上出田区 3.0ｍ 90.0m 4.00千m3 ● 2019/9/19 ●

平山 ひらやま 熊本県 菊池市 四町分3759番地1 自然人 平山区 10.0m 100.0m 13.00千m3 ● 2019/8/1

寺小野 てらおの 熊本県 菊池市 龍門400番地先 寺小野区長 寺小野区 4.0m 11.0m 4.50千m3 ● 2019/8/9

上高星上 かみたかほしうえ 熊本県 菊池市 稗方1375番地 不明 高星圃場整備組合 5.0m 36.0m 2.00千m3 ● 2019/10/18

大久保 おおくぼ 熊本県 菊池市 七城町蘇崎1183番地 七城町土地改良区 不明 3.0m 30.0m 2.70千m3 ● 2019/8/8

野田 のだ 熊本県 菊池市 七城町蘇崎1454番地 七城町土地改良区 不明 3.0m 19.0m 1.70千m3 ● 2019/8/8

三万田上谷 みまんだうえだに 熊本県 菊池市 泗水町亀尾3678番地 泗水町土地改良区 不明 2.5m 160.0m 7.50千m3 ● 2019/8/23

三万田下原 みまんだしもばる 熊本県 菊池市 泗水町亀尾3085番地 泗水町土地改良区 不明 2.5m 250.0m 12.00千m3 ● 2019/8/23
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三万田東谷 みまんだひがしだに 熊本県 菊池市 泗水町亀尾3311番地2 泗水町土地改良区 不明 1.5m 120.0m 9.00千m3 ● 2019/8/23

野田原 のだばる 熊本県 合志市 野々島4563地先 西合志土地改良区 西合志町 4.8m 30.0m 9.00千m3 ― ―

丸内 まるうち 熊本県 合志市 野々島字丸内2688 西合志土地改良区 自然人 7.0m 220m 7.60千m3 ● 2019/8/30

大池 おおいけ 熊本県 合志市 御代志878 西合志土地改良区 不明 5.0m 30.0m 1.70千m3 ● 2019/8/30

池尻 いけじり 熊本県 合志市 上生1134-1 西合志土地改良区 自然人 5.5m 120.0m 1.90千m3 ● 2019/8/30

出分堤 でぶんつつみ 熊本県 合志市 福原字中村廻728-1 中村廻開田組合 福原耕地整理組合 7.0m 8m 42.00千m3 ● 2019/8/2

仮宿 かじゅく 熊本県 菊池郡大津町 平川1-1番地地先 平川水利組合 大津町 13.0m 73.0m 36.00千m3 ― ― ●

茂藤里 もとり 熊本県 菊池市 大字重味 茂藤里区 茂藤里区 4.0m 33.0m 7.00千m3 ● 2019/8/23

高野瀬下 たかのせした 熊本県 菊池市 大字隈府 菊池市土地改良区 自然人 2.5m 36.0m 6.00千m3 ● 2019/8/19 ●

落水 おてみず 熊本県 菊池市 大字森北 甲森北区 甲森北区 2.0m 70.0m 2.00千m3 ● 2019/8/7

雪野 ゆきの 熊本県 菊池市 大字雪野 まきばり管理組合 不明 6.5m 50.0m 10.00千m3 ● 2019/8/16

岡立石 おかたていし 熊本県 菊池市 泗水町大字田島 岡区 不明 1.8m 90.0m 1.20千m3 ● 2019/8/23

岡宅地 おかたくち 熊本県 菊池市 泗水町田島岡宅地2761番地１ 泗水町土地改良区 不明 不明 不明 不明 ● 2019/8/23

太田 おおだ 熊本県 菊池市 豊間 大田区 建設省 不明 不明 不明 ― ―

下組 しもぐみ 熊本県 菊池市 四町分笹原775番地5 自然人 不明 不明 不明 不明 ● 2019/8/13

袈裟尾 けさお 熊本県 菊池市 袈裟尾 不明 不明 不明 不明 不明 ― ―

玉祥寺 ぎょうくしょうじ 熊本県 菊池市 玉祥寺 不明 不明 不明 不明 不明 ― ―

観音岳 かんのんだけ 熊本県 菊池市 原 不明 熊本森林管理署 不明 不明 不明 ― ―

樋門 ひもん 熊本県 菊池市 木野　木野1871番地 堀切区長 不明 不明 不明 不明 ● 2019/8/19

高塚 たかつか 熊本県 菊池市 稗方 不明 不明 不明 不明 不明 ― ―

上原 かみばる 熊本県 菊池市 稗方 不明 不明 不明 不明 不明 ― ―

打越 うちごし 熊本県 菊池市 七城町蘇崎打越 不明 不明 不明 不明 不明 ● 2019/10/10

平野池本 ひらのいけもと 熊本県 菊池市 泗水町南田島 不明 不明 不明 不明 不明 ― ―

井戸方池本 いどほいけもと 熊本県 菊池市 泗水町南田島 不明 不明 不明 不明 不明 ― ―

柳水ため池 やなぎみずためいけ 熊本県 菊池郡菊陽町 原水4325 菊陽町 菊陽町 不明 不明 不明 ― ―

上古閑堤 うえこがてい 熊本県 合志市 福原字小迫1274 合志市 建設省、合志市 3.0m 4m 6.00千m3 ― ―

乙丸堤 おとまるつつみ 熊本県 合志市 畿久富字今井戸1012 合志市 財務省 3.5m 3m 11.00千m3 ― ―

上庄堤 かみのしょうつつみ 熊本県 合志市 上庄字城山281 合志市 大蔵省 4.0m 4m 11.00千m3 ― ―

高良木 こうらぎ 熊本県 合志市 御代志字高良木465 西合志土地改良区 自然人 3.0m 30m 0.80千m3 ● 2019/8/30

野付堤 のつきつつみ 熊本県 合志市 福原字佃2408 合志市 大蔵省 4.0m 5m 9.50千m3 ― ―

高江 たかえ 熊本県 菊池市 泗水町高江豊小学狐迫1410-2 泗水町土地改良区 泗水町土地改良区 不明 不明 不明 ● 2019/9/24

大浦池 おおうらいけ 熊本県 荒尾市 野原1053 菰屋大浦係水利組合 野原菰屋共有地 8.0m 93.0m 254.00千m3 ● 2019/12/24 ●

池黒池 いけぐろいけ 熊本県 荒尾市 無番地（荒尾3467-9地先） 池黒池掛水利組合 荒尾市 7.0m 125.0m 142.00千m3 ― ― ●

赤田池 あかだいけ 熊本県 荒尾市 野原1003 焼石水利組合 八幡村野原外2共有地 7.4m 110.0m 103.00千m3 ● 2019/12/24 ●

三段下池 さんだんしたいけ 熊本県 荒尾市 一部2204 向一部地区水利組合 大字一部共有地 4.7m 79.1m 43.00千m3 ● 2019/12/24 ●

三段上池 さんだんうえいけ 熊本県 荒尾市 一部2159 向一部地区水利組合 大字一部共有地 3.2m 33.3m 16.00千m3 ● 2019/12/24

三段中池 さんだんなかいけ 熊本県 荒尾市 一部2175-1 向一部地区水利組合 大字一部共有地 3.6m 64.9m 35.00千m3 ● 2019/12/24 ●

新堤池 しんつつみいけ 熊本県 荒尾市 無番地（蔵満2249-2地先） 蔵満地区水利組合 大字蔵満共有地 3.0m 63.5m 16.00千m3 ● 2019/10/30 ●

稗田池 ひえだいけ 熊本県 荒尾市 蔵満2094-1 蔵満地区水利組合 荒尾市 2.9m 34.6m 5.00千m3 ― ―

西塚池 にしづかいけ 熊本県 荒尾市 蔵満2274－1 蔵満地区水利組合 大字蔵満共有地 3.3m 47.9m 9.00千m3 ● 2019/10/30 ●

新図西池 しんずにしいけ 熊本県 荒尾市 川登1598 川登地区水利組合 川登共有地 1.6m 17.3m 3.00千m3 ● 2019/11/6

見田橋池 みたばしいけ 熊本県 荒尾市 川登1599 川登地区水利組合 川登共有地 3.6m 85.7m 25.00千m3 ● 2019/11/6 ●

新図中池 しんずなかいけ 熊本県 荒尾市 川登1581 川登地区水利組合 川登共有地 3.5m 43.2m 10.00千m3 ● 2019/11/6

新図下池 しんずしたいけ 熊本県 荒尾市 川登1582 川登地区水利組合 川登共有地 2.8m 28.2m 2.00千m3 ● 2019/11/6

中牟田池 なかむたいけ 熊本県 荒尾市 川登926・府本661 川登地区水利組合 川登共有地・自然人 3.0m 50.2m 8.00千m3 ● 2019/11/6

釜蓋上池 かまふたうえいけ 熊本県 荒尾市 川登868 川登地区水利組合 川登共有地 3.5m 77.6m 21.00千m3 ● 2019/11/6 ●

釜蓋下池 かまふたしたいけ 熊本県 荒尾市 川登866 川登地区水利組合 川登共有地 3.0m 85.8m 22.00千m3 ● 2019/11/6 ●

蒲池 かばいけ 熊本県 荒尾市 平山143 平山地区水利組合 下井手　養水掛共有地 4.6m 40.4m 7.00千m3 ● 2019/10/28 ●

石飛池 いしとびいけ 熊本県 荒尾市 平山2559 唐池地区水利組合 下井手　養水掛共有地 4.0m 23.3m 5.00千m3 ● 2019/11/5

矢櫃池 やひついけ 熊本県 荒尾市 上平山555 上平山地区水利組合 上平山共有地 4.8m 43.3m 9.00千m3 ● 2019/12/27 ●

ドンヌキ池 どんぬきいけ 熊本県 荒尾市 上平山273 上平山地区水利組合 下井手　養水掛共有地 1.6m 34.9m 4.00千m3 ● 2019/12/24

長池 ながいけ 熊本県 荒尾市 平山1206・上平山204 平山地区水利組合 下井手　養水掛共有地 4.3m 77.7m 18.00千m3 ● 2019/12/24

蓼口池 たでぐちいけ 熊本県 荒尾市 平山1374 平山地区水利組合 上井手　養水掛共有地 3.9m 80.2m 24.00千m3 ● 2019/12/24 ●

鷲の巣池 わしのすいけ 熊本県 荒尾市 本井手3 本井手地区水利組合 本井手　養水掛共有地 3.2m 43.3m 8.00千m3 ● 2019/11/26 ●

掛本池 かけもといけ 熊本県 荒尾市 本井手547 本井手地区水利組合 本井手　養水掛共有地 3.4m 59.8m 8.00千m3 ● 2019/12/24 ●

栗ヶ浦池 くりがうらいけ 熊本県 荒尾市 本井手1364 本井手地区水利組合 自然人 3.2m 37.4m 5.00千m3 ● 2019/12/24

井手道池 いでどういけ 熊本県 荒尾市 宮内1243 宮内地区水利組合 荒尾市 5.0m 74.3m 59.00千m3 ― ―

松ヶ浦池 まつがうらいけ 熊本県 荒尾市 宮内1016 宮内地区水利組合 荒尾市 5.0m 80.5m 51.00千m3 ― ― ●

岩原池 いわはらいけ 熊本県 荒尾市 宮内611 宮内地区水利組合 荒尾市 2.5m 50.2m 10.00千m3 ― ― ●
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日焼池（新図上池） しんずかみいけ 熊本県 荒尾市 川登1595 川登地区水利組合 自然人 2.6m 24.3m 3.00千m3 ● 2019/11/6

中牟田中池 なかむたなかいけ 熊本県 荒尾市 川登924 川登地区水利組合 川登共有地 2.0m 55.3m 4.00千m3 ● 2019/11/6

中牟田上池 なかむたかみいけ 熊本県 荒尾市 川登923 川登地区水利組合 川登共有地 2.6m 31.8m 1.00千m3 ● 2019/11/6

蟹喰池 かにくいいけ 熊本県 荒尾市 水野６４６ 水野地区水利組合 大字水野共有地 1.9m 27.0m 1.90千m3 ● 2019/12/24 ●

しょうけ池 しょうけいけ 熊本県 荒尾市 高浜６９９ 高浜地区水利組合 高浜共有地 2.7m 26.0m 2.80千m3 ● 2019/12/24

高浜大浦池 たかはまおおうらいけ 熊本県 荒尾市 高浜７７２ 高浜地区水利組合 高浜共有地 3.3m 43.0m 10.10千m3 ● 2019/12/24

北ノ後池 きたのしろいけ 熊本県 荒尾市 高浜３７９，３８０，３８１ 高浜地区水利組合 自然人 3.1m 15.0m 1.60千m3 ● 2019/12/24

五反田池 ごたんだいけ 熊本県 荒尾市 高浜５１６ 高浜地区水利組合 高浜共有地 4.1m 68.0m 15.20千m3 ● 2019/12/24

へぐり池 へぐりいけ 熊本県 荒尾市 牛水２３０３，２３１０，２３１３ 高浜地区水利組合 大字梅田高浜長洲町共有地・大字牛水共有地 5.0m 72.0m 46.40千m3 ● 2019/12/24

吸田池 すいたいけ 熊本県 荒尾市 菰屋１７３５ 菰屋吸田係水利組合 菰屋共有地 2.6m 41.0m 9.90千m3 ● 2019/12/24

萩の浦池（新ヶ谷池） はぎのうらいけ 熊本県 荒尾市 菰屋４３６ 菰屋大浦係水利組合 菰屋共有地 2.8m 32.0m 7.00千m3 ● 2019/12/24

馬背下池 うまのせしもいけ 熊本県 荒尾市 菰屋５８８ 菰屋大浦係水利組合 菰屋共有地 2.8m 42.0m 6.10千m3 ● 2019/12/24

馬背中池 うまのせなかいけ 熊本県 荒尾市 菰屋４１０ 菰屋大浦係水利組合 自然人 2.0m 27.0m 4.00千m3 ● 2019/12/24

馬背上池 うまのせかみいけ 熊本県 荒尾市 菰屋４８６，４８７，４８８ 菰屋大浦係水利組合 自然人 2.0m 26.0m 1.00千m3 ● 2019/12/24

馬背北池 うまのせきたいけ 熊本県 荒尾市 菰屋４４６ 菰屋大浦係水利組合 自然人 3.0m 26.0m 6.80千m3 ● 2019/12/24

新ヶ谷上池（新堤上池） しんがたにかみいけ 熊本県 荒尾市 菰屋２３２ 菰屋大浦係水利組合 菰屋共有地 2.5m 17.0m 1.70千m3 ● 2019/12/24

新ヶ谷下池（新堤下池） しんがたにしもいけ 熊本県 荒尾市 菰屋２３９ 菰屋大浦係水利組合 菰屋共有地 3.6m 49.0m 13.00千m3 ● 2019/12/24 ●

新ヶ谷中池（新堤中池） しんがたになかいけ 熊本県 荒尾市 菰屋２３４ 菰屋大浦係水利組合 菰屋共有地 3.1m 20.0m 10.10千m3 ● 2019/12/24 ●

宮ノ堤上池 みやのつつみかみいけ 熊本県 荒尾市 菰屋２００ 菰屋大浦係水利組合 菰屋共有地 3.5m 18.0m 6.30千m3 ● 2019/12/24

宮ノ堤中池 みやのつつみなかいけ 熊本県 荒尾市 菰屋２００ 菰屋大浦係水利組合 菰屋共有地 3.5m 29.0m 3.00千m3 ● 2019/12/24

荘浦下池 そううらしもいけ 熊本県 荒尾市 菰屋２０４１ 菰屋中萩係水利組合 菰屋共有地 3.1m 58.0m 8.70千m3 ● 2019/12/24 ●

荘浦上池 そううらかみいけ 熊本県 荒尾市 菰屋２０４１ 菰屋中萩係水利組合 菰屋共有地 3.1m 50.0m 12.60千m3 ● 2019/12/24 ●

松ヶ浦池 まつがうらいけ 熊本県 荒尾市 野原６３６ 野原地区水利組合 野原共有地 3.0m 30.0m 4.40千m3 ● 2019/12/24

蘭牟田池 いむたいけ 熊本県 荒尾市 野原１０７３ 野原地区水利組合 野原共有地 4.0m 74.0m 24.10千m3 ● 2019/12/9 ●

龍ヶ峰池 りゅうがみねいけ 熊本県 荒尾市 野原１１２５ 一の井手水利組合 野原共有地 5.6m 84.0m 16.60千m3 ● 2019/12/24 ●

下藤木池 しもふじきいけ 熊本県 荒尾市 金山７５８ 金山地区水利組合 金山共有地 2.6m 33.0m 5.30千m3 ● 2019/12/24

藪浦池 やぶらいけ 熊本県 荒尾市 金山１５０３ 金山地区水利組合 金山共有地 5.0m 66.0m 88.00千m3 ● 2019/12/24 ●

大藤池 おおふじいけ 熊本県 荒尾市 金山２０３４ 金山地区水利組合 金山共有地 4.5m 65.0m 18.90千m3 ● 2019/12/24

玉口池 たまぐちいけ 熊本県 荒尾市 水野1186 今村区 大字水野共有地 6.0m 30.0m 1.80千m3 ● 2019/12/24

淀浦池 よどうらいけ 熊本県 荒尾市 水野976 水野地区水利組合 大字水野共有地 3.5m 46m 8.38千m3 ● 2019/12/24

七杖池 ななつえいけ 熊本県 荒尾市 牛水2222 菰屋大浦係水利組合 大字牛水共有地 2.3m 30m 3.00千m3 ● 2019/12/24

宮ノ前池 みやのまえいけ 熊本県 荒尾市 菰屋224 菰屋大浦係水利組合 自然人 2.5m 23m 2.38千m3 ● 2019/12/24 ●

ツゲ池 つげいけ 熊本県 荒尾市 菰屋1802-1 菰屋大浦係水利組合 自然人 2.5m 43m 5.09千m3 ● 2019/12/24

雨堤池 あめつつみいけ 熊本県 荒尾市 金山891 金山地区水利組合 自然人 2.2m 22m 0.35千m3 ● 2019/12/24

塚ノ前池（海行原下池） つかのまえいけ（かいこばるしもいけ） 熊本県 荒尾市 樺1170 樺地区水利組合 樺共有地 2.5m 19m 0.41千m3 ● 2019/12/26

海行原池 かいごばるいけ 熊本県 荒尾市 樺1846 樺地区水利組合 樺共有地 2.5m 21m 3.13千m3 ● 2019/12/26 ●

三反田池 さんたんだいけ 熊本県 荒尾市 府本552 府本水利組合 川登共有地 5.0m 40m 3.44千m3 ● 2019/12/24 ●

池の塘池 いけのともいけ 熊本県 荒尾市 樺969-1 樺地区水利組合 樺共有地 1.4m 49m 2.35千m3 ● 2019/12/26 ●

菰池 こもいけ 熊本県 荒尾市 平山2586 平山地区水利組合 下井手　養水掛共有地 5.1m 90m 6.78千m3 ● 2019/11/6

あみだ池 あみだいけ 熊本県 荒尾市 平山2637 平山地区水利組合 自然人 2.4m 53m 2.88千m3 ● 2019/11/6

山浦池 やまうらいけ 熊本県 荒尾市 上平山193 平山地区水利組合 上平山共有地 4.0m 19m 4.35千m3 ● 2019/12/24

長山池 ながやまいけ 熊本県 荒尾市 上井出945-2 上井手地区水利組合 荒尾市 3.4m 51m 11.00千m3 ― ―

下の池 しものいけ 熊本県 荒尾市 上井出310 元村堰水利組合 荒尾市 4.0m 83m 4.30千m3 ― ―

刈払池 かりはらいいけ 熊本県 荒尾市 万田中358-1 万田中地区水利組合 荒尾市・熊本県 3.7m 53m 3.40千m3 ― ―

深瀬浦池 ふかせうらいけ 熊本県 荒尾市 下井手217 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/3 ●

古庄原池 ふるしょうばるいけ 熊本県 荒尾市 下井手796 助丸水利組合 下井手共有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/26 ●

池浦池 いけうらいけ 熊本県 荒尾市 川登1296 川登地区水利組合 川登共有地 不明 不明 不明 ● 2019/11/6 ●

松尾池 まつおいけ 熊本県 荒尾市 樺398 自然人 樺共有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/26 ●

樫尾池 かしおいけ 熊本県 荒尾市 府本1249 自然人 大字府本共有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/25 ●

辻池 つじいけ 熊本県 荒尾市 野原1123 一の井手水利組合 野原共有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/26 ●

九の九池 くのくいけ 熊本県 荒尾市 一部1747 不明 大字一部共有地 不明 不明 不明 ● 2019/10/23 ●

竹下池 たけしたいけ 熊本県 荒尾市 一部585 一部水利組合 大字一部共有地 不明 不明 不明 ● 2019/10/25

中藤木池 なかふじきいけ 熊本県 荒尾市 金山218-1 金山地区水利組合 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/12/24

野中池 のなかいけ 熊本県 荒尾市 樺786 樺地区水利組合 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/12/26

裏毘沙門池 うらびしゃもんいけ 熊本県 荒尾市 樺818 樺地区水利組合 樺共有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/26

新堤池 しんつつみいけ 熊本県 荒尾市 万田403 万田地区水利組合 万田共有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/24

新堤上池 しんつつみかみいけ 熊本県 荒尾市 万田396-1 万田地区水利組合 荒尾市 不明 不明 不明 ― ―

薬師ノ上池 やくしのかみいけ 熊本県 荒尾市 平山302-8 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/12/19

平原池 ひらはらいけ 熊本県 荒尾市 万田1050 万田共有地 万田共有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/26
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大平池 おおひらいけ 熊本県 荒尾市 宮内出目3丁目 不明 荒尾市 不明 不明 不明 ― ―

山下池 やましたいけ 熊本県 荒尾市 宮内898 宮内地区水利組合 荒尾市 不明 不明 不明 ― ―

井出道池 いでみちいけ 熊本県 荒尾市 宮内1176 宮内地区水利組合 荒尾市 不明 不明 不明 ― ―

向栗ヶ浦池 むこうくりがうらいけ 熊本県 荒尾市 本井手１５０２ 不明 荒尾市 不明 不明 不明 ― ―

西鷲尾池 にしわしおいけ 熊本県 荒尾市 本井手４２ 不明 本井手養水掛有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/26

柳の浦池 やなぎのうらいけ 熊本県 荒尾市 上井手674 不明 熊本県 不明 不明 不明 ― ―

新井池 あらいいけ 熊本県 荒尾市 上井手133-1 不明 荒尾市 不明 不明 不明 ― ―

立山池 たちやまいけ 熊本県 荒尾市 上平山260 自然人 下井手　養水掛共有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/24

新屋敷池 しんやしきいけ 熊本県 荒尾市 川登1938-1 不明 荒尾市 不明 不明 不明 ― ―

池浦下池 いけうらしもいけ 熊本県 荒尾市 川登1297～1306 川登地区水利組合 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/6

日焼池 ひやけいけ 熊本県 荒尾市 川登1292 川登地区水利組合 川登共有地 不明 不明 不明 ● 2019/11/6

下日焼池 しもひやけいけ 熊本県 荒尾市 川登2109 不明 川登共有地 不明 不明 不明 ● 2019/11/6

白土池 しらつちいけ 熊本県 荒尾市 川登906-1 川登地区水利組合 川登共有地 不明 不明 不明 ● 2019/11/6

松尾池 まつおいけ 熊本県 荒尾市 平山８８ 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/12/26

野中池 のなかいけ 熊本県 荒尾市 平山2631 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/12/26

菰池上池 こもいけかみいけ 熊本県 荒尾市 平山2615 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/8

菰池中池 こもいけなかいけ 熊本県 荒尾市 平山2623 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/28

八反田池 はったんだいけ 熊本県 荒尾市 平山2218 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/12/24

皮籠田池 かわごだいけ 熊本県 荒尾市 平山2287・2288 自然人 自然人 不明 不明 不明

焼石池 やけいしいけ 熊本県 荒尾市 金山1909 自然人 金山共有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/26

南道々上池 みなみどうどうかみいけ 熊本県 荒尾市 牛水1804 牛水地区水利組合 牛水共有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/26

南道々下池 みなみどうどうしもいけ 熊本県 荒尾市 牛水1804 牛水地区水利組合 牛水共有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/26

へぐり上池 へぐりかみいけ 熊本県 荒尾市 牛水２３０３，２３１０，２３１３ 自然人 大字梅田高浜長洲町共有地・大字牛水共有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/26

石神池 いしがみいけ 熊本県 荒尾市 川登2118-1 不明 川登共有地 不明 不明 不明 ● 2019/11/6

大浦上池 おおうらかみいけ 熊本県 荒尾市 野原1048 菰屋大浦係水利組合 菰屋共有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/26

佐平田池 さひらたいけ 熊本県 荒尾市 野原３６０ 不明 自然人 不明 不明 不明

焼石上池 やけいしかみいけ 熊本県 荒尾市 金山1242 金山地区水利組合 金山共有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/26

水呑場池 みずのみばいけ 熊本県 荒尾市 樺1276 樺地区水利組合 樺共有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/26

小山田池 こやまだいけ 熊本県 荒尾市 平山2457 平山地区水利組合 下井手　養水掛共有地 不明 不明 不明 ● 2019/11/6

西古庄原池 にしふるしょうはらいけ 熊本県 荒尾市 下井手886 不明 下井手　養水掛共有地 不明 不明 不明 ● 2019/10/28

北鷲尾池 きたわしおいけ 熊本県 荒尾市 本井手21 不明 本井手養水掛有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/26

谷頭池 たにあたまいけ 熊本県 荒尾市 本井手778 不明 荒尾市 不明 不明 不明 ― ―

川後田池 かわごだいけ 熊本県 荒尾市 川登1863－59,1863‐68，1863‐125 不明 熊本県・荒尾市 不明 不明 不明 ― ―

毘沙門池 びしゃもんいけ 熊本県 荒尾市 樺786 樺地区水利組合 樺共有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/26

観音池 かんのんいけ 熊本県 荒尾市 府本1747 自然人 大字府本共有地 不明 不明 不明 ● 2019/12/25

古屋敷池 ふるやしきいけ 熊本県 荒尾市 府本4 自然人 荒尾市 不明 不明 不明 ― ―

会下池 えげいけ 熊本県 荒尾市 府本1559-1 府本水利組合 荒尾市 不明 不明 不明 ― ―

南上揚池 みなみかみあげいけ 熊本県 荒尾市 府本1650 府本水利組合 荒尾市 不明 不明 不明 ― ―

河原谷 かわらのたに 熊本県 玉名市 青野1863　他（筆界未定） 河原谷用水組合 自然人 10.0m 60.0m 135.00千m3 ● 2019/10/25 ●

浮田上ノ池 うきたうえのいけ 熊本県 玉名市 岱明町開田594 浮田土地改良組合 開田共有 10.1m 94.0m 228.84千m3 ● 2019/12/17 ●

浮田中ノ池 うきたなかのいけ 熊本県 玉名市 岱明町開田577 浮田土地改良組合 開田共有 8.7m 117.0m 192.07千m3 ● 2019/12/17 ●

立花堤 たちばなつつみ 熊本県 玉名市 天水町立花435 立花西区 立花共有地 5.1m 60.0m 7.00千m3 ● 2019/10/17 ●

四十九A しじゅうくＡ 熊本県 玉名市 築地1560 築地上区 四十九池神社 2.6m 65.0m 10.00千m3 ● 2019/10/17 ●

四十九B しじゅうくB 熊本県 玉名市 築地1561 築地上区 四十九池神社 2.5m 64.0m 20.00千m3 ● 2019/10/17 ●

山部田 やまべた 熊本県 玉名市 上小田115 上小田下区 上小田共有地 4.5m 100.0m 25.00千m3 ● 2019/12/10 ●

長浦A ながうらA 熊本県 玉名市 築地1410 築地上区 不明 3.3m 34.0m 5.00千m3 ● 2019/10/17 ●

長浦B ながうらB 熊本県 玉名市 築地1410 築地上区 不明 3.0m 43.0m 15.00千m3 ● 2019/10/17 ●

本堤 ほんづつみ 熊本県 玉名市 山田1233-2 自然人 建設省 6.0m 66.0m 18.00千m3 ― ― ●

杉田 すぎた 熊本県 玉名市 伊倉北方1480-1　他（筆界未定） 東田端区（代理：玉名市農地整備課） 自然人 4.1m 40.0m 12.00千m3 ● 2019/12/26 ●

宮の後 みやのご 熊本県 玉名市 山田775 自然人 建設省 4.0m 43.0m 12.00千m3 ― ― ●

城足後 じょうたるご 熊本県 玉名市 宮原596 宮原村区 自然人 3.0m 38.0m 10.00千m3 ● 2019/10/19 ●

紅池 べにいけ 熊本県 玉名市 伊倉北方2022-1　他（筆界未定） 一本松区 自然人 3.3m 15.0m 8.00千m3 ● 2019/10/21 ●

梶原 かじわら 熊本県 玉名市 伊倉北方2560-1 日の出区 自然人 3.3m 12.0m 5.00千m3 ● 2019/12/12 ●

馬場 ばば 熊本県 玉名市 中尾316 中尾区 中尾共有地 2.9m 41.0m 4.80千m3 ● 2019/10/18 ●

宮後 みやご 熊本県 玉名市 宮原487 宮原村区 自然人 4.1m 30.0m 2.00千m3 ● 2019/10/19

五反池 ごたんいけ 熊本県 玉名市 天水町7194-1 玉名市土地改良区 天水町 2.0m 78.0m 6.00千m3 ― ― ●

箱崎池 はこざきいけ 熊本県 玉名市 岱明町開田845 開田区 大蔵省 2.7m 60.0m 1.16千m3 ― ―

西川原池 にしかわはらいけ 熊本県 玉名市 岱明町開田51 開田区（代理：玉名市農地整備課） 開田共有 2.1m 72.0m 1.34千m3 ● 2019/12/26

浮田下ノ池 うきたしものいけ 熊本県 玉名市 築地948 浮田土地改良組合 不明 6.0m 330.0m 36.58千m3 ● 2019/12/17 ●
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中尾原新池 なかおばらしんいけ 熊本県 玉名市 岱明町西照寺753 西照寺区（代理：玉名市農地整備課） 西照寺共有 2.5m 240.0m 6.41千m3 ● 2019/12/26 ●

善兵衛田池 ぜんべえだいけ 熊本県 玉名市 岱明町古閑20-1 古閑区 岱明町 2.2m 184.0m 6.22千m3 ― ― ●

立山池 たてやまいけ 熊本県 玉名市 岱明町古閑76-1 古閑区 岱明町 2.5m 184.0m 4.49千m3 ― ―

古閑の池 こがのいけ 熊本県 玉名市 岱明町古閑112 古閑区（代理：玉名市農地整備） 古閑共有 1.5m 147.0m 2.47千m3 ● 2019/12/26 ●

野田よしき池 のだよしきいけ 熊本県 玉名市 岱明町古閑522-2 古閑区（代理：玉名市農地整備課） 自然人 1.4m 78.0m 0.36千m3 ● 2019/12/26

野田（上）池 のだ（じょう)いけ 熊本県 玉名市 岱明町古閑506 古閑区（代理：玉名市農地整備課） 古閑共有 4.0m 140.0m 3.37千m3 ● 2019/12/26

京塚の池 きょうつかのいけ 熊本県 玉名市 岱明町上145 睦合上区（代理：玉名市農地整備課） 上共有 2.0m 299.0m 6.71千m3 ● 2019/12/26 ●

新池 しんいけ 熊本県 玉名市 岱明町上177 睦合上区（代理：玉名市農地整備課） 上共有 3.0m 386.0m 12.06千m3 ● 2019/12/26 ●

北田池 きただいけ 熊本県 玉名市 岱明町上207-1 睦合上区 岱明町 1.3m 135.0m 2.42千m3 ― ― ●

辻池 つじいけ 熊本県 玉名市 岱明町上1086 睦合上区（代理：玉名市農地整備課） 上共有 2.5m 133.0m 5.70千m3 ● 2019/12/26

陣池 じんいけ 熊本県 玉名市 岱明町三崎208 三崎区（代理：玉名市農地整備課） 三崎共有 1.8m 175.0m 1.96千m3 ● 2019/12/26

中道池 なかみちいけ 熊本県 玉名市 岱明町三崎464 三崎区（代理：玉名市農地整備課） 三崎共有 2.8m 353.0m 8.28千m3 ● 2019/12/26

観音池 かんのんいけ 熊本県 玉名市 岱明町三崎643-1 三崎区 岱明町 2.0m 164.0m 4.28千m3 ― ―

下林田池 しもはやしだいけ 熊本県 玉名市 岱明町三崎809 林田土地管理組合 三崎共有 2.0m 121.0m 2.09千m3 ● 2019/12/24 ●

戸切池 とぎりいけ 熊本県 玉名市 岱明町三崎1140 三崎区（代理：玉名市農地整備課） 三崎共有 2.5m 165.0m 3.11千m3 ● 2019/12/26

八反田池 はったんだいけ 熊本県 玉名市 岱明町三崎1166-1 林田土地改良組合 三崎区 2.5m 320.0m 21.69千m3 ● 2019/12/24 ●

中山池 なかやまいけ 熊本県 玉名市 岱明町庄山280 庄山区（代理：玉名市農地整備課） 庄山共有 2.0m 102.0m 2.69千m3 ● 2019/12/26

中野尾池 なかのおいけ 熊本県 玉名市 岱明町庄山661-1 庄山区（代理：玉名市農地整備課） 庄山区 1.8m 243.0m 11.41千m3 ● 2019/12/26

中野尾（２）池 なかのお（２）いけ 熊本県 玉名市 岱明町庄山716-2 庄山区（代理：玉名市農地整備課） 庄山区 1.5m 145.0m 2.34千m3 ● 2019/12/26 ●

池田池 いけだいけ 熊本県 玉名市 岱明町庄山872 庄山区（代理：玉名市農地整備課） 庄山共有 2.5m 318.0m 10.68千m3 ● 2019/12/26 ●

池田（２）池 いけだ（２）いけ 熊本県 玉名市 岱明町庄山892 庄山区（代理：玉名市農地整備課） 庄山共有 2.6m 190.0m 4.82千m3 ● 2019/12/26 ●

正林池 しょうばやしいけ 熊本県 玉名市 岱明町下前原206 下前原区 共有地 2.3m 220.0m 7.25千m3 ● 2019/12/23 ●

中尾丸池 なかおまるいけ 熊本県 玉名市 岱明町大野下981 馬場区 大野下共有地 2.1m 211.0m 6.54千m3 ● 2019/10/17 ●

扇崎西溜池 おうぎざきにしためいけ 熊本県 玉名市 岱明町扇崎717 本村区・明神尾区 扇崎共有地 2.7m 390.0m 33.50千m3 ● 2019/10/31 ●

扇崎東溜池 おうぎざきひがしためいけ 熊本県 玉名市 岱明町扇崎1214 明神尾区 日本国 2.9m 477.0m 28.70千m3 ― ― ●

京塚池 きょうづかいけ 熊本県 玉名市 岱明町開田429 開田区（代理：玉名市農地整備課） 開田共有 1.0m 217.0m 4.86千m3 ● 2019/12/26 ●

城の尾池 しろのおいけ 熊本県 玉名市 岱明町西照寺84 雲雀丘区（代理：玉名市農地整備課） 西照寺共有 5.5m 186.0m 8.85千m3 ● 2019/12/26 ●

野内池 のうちいけ 熊本県 玉名市 岱明町西照寺551-1 西照寺区 岱明町 1.5m 90.0m 0.50千m3 ― ― ●

大浦池 おおうらいけ 熊本県 玉名市 岱明町西照寺662 西照寺区（代理：玉名市農地整備課） 西照寺共有 2.8m 108.0m 2.12千m3 ● 2019/12/26 ●

大浦（2）池 おおうら（2）いけ 熊本県 玉名市 岱明町西照寺702 西照寺区（代理：玉名市農地整備課） 西照寺共有 2.0m 144.0m 3.23千m3 ● 2019/12/26

中尾原池 なかおばらいけ 熊本県 玉名市 岱明町西照寺833 西照寺区（代理：玉名市農地整備課） 西照寺共有 2.4m 264.0m 8.21千m3 ● 2019/12/26 ●

野田（下）池 のだ（した）いけ 熊本県 玉名市 岱明町古閑502-2 古閑区（代理：玉名市農地整備課） 自然人 1.2m 48.0m 0.51千m3 ● 2019/12/26

上今泉池 かみいまいずみいけ 熊本県 玉名市 岱明町上34 睦合上区（代理：玉名市農地整備課） 上共有 2.2m 71.0m 0.73千m3 ● 2019/12/26

塚浦池 つかうらいけ 熊本県 玉名市 岱明町上115-1 睦合上区（代理：玉名市農地整備課） 上共有 3.5m 128.0m 1.87千m3 ● 2019/12/26

辻（2）池 つじ（2）いけ 熊本県 玉名市 岱明町上1102 睦合上区（代理：玉名市農地整備課） 上共有 2.8m 124.0m 3.12千m3 ● 2019/12/26

五藤丸池 ごとうまるいけ 熊本県 玉名市 岱明町中土504 玉名市 岱明町 2.5m 203.0m 4.60千m3 ― ― ●

西原池 にしはらいけ 熊本県 玉名市 岱明町下前原642 下前原区 自然人 2.9m 131.0m 2.59千m3 ● 2019/12/23

旗布池 はたぶいけ 熊本県 玉名市 岱明町庄山124 庄山区（代理：玉名市農地整備課） 庄山共有 1.6m 69.0m 0.53千m3 ● 2019/12/26

今泉池 いまいずみいけ 熊本県 玉名市 岱明町上511 睦合上区（代理：玉名市農地整備課） 上共有 1.3m 165.0m 0.54千m3 ● 2019/12/26

北原池 きたはらいけ 熊本県 玉名市 岱明町野口585 下前原区 野口村上組共有地 3.6m 63.0m 0.75千m3 ● 2019/12/23 ●

前池 まえいけ 熊本県 玉名市 岱明町中土（地番不明） 中土東区 玉名市 2.0m 90.0m 0.72千m3 ― ―

上小田1 かみおだ1 熊本県 玉名市 上小田1534 上小田中区 上小田共有地 2.9m 33.0m 2.10千m3 ● 2019/10/21 ●

新堤 にいつつみ 熊本県 玉名市 立願寺287　他（筆界未定） 下立願寺区 自然人 2.9m 35.0m 3.60千m3 ● 2019/10/17 ●

後平堤 あとびらつつみ 熊本県 玉名市 築地1512-406 山田上区 建設省 10.8m 43.0m 10.80千m3 ― ― ●

北坂西 きたさかにし 熊本県 玉名市 北坂門田406 北坂門田区 北坂門田共有地 4.4m 93.0m 4.00千m3 ● 2019/10/30
落入（石尾地区２号ため池） おちいり（いしのおちくにごうためいけ） 熊本県 玉名市 三ッ川5473-394 玉名市農地整備課 自然人 7.7m 39.3m 7.30千m3 ― ―

古宮 ふるみや 熊本県 玉名市 宮原147 宮原村区 自然人 2.9m 40.0m 1.10千m3 ● 2019/12/16

出目 でめ 熊本県 玉名市 三ッ川2380 川床区 自然人 5.0m 26.0m 2.10千m3 ● 2019/10/21 ●

正無迫 しょうむざこ 熊本県 玉名市 玉名2386 大坊区 自然人 3.0m 21.6m 0.80千m3 ● 2019/10/23

城迫間1下流 じょうざこ1　かりゅう 熊本県 玉名市 溝上112 溝上区 自然人 2.4m 33.4m 6.50千m3 ● 2019/10/16 ●

北坂東 きたさかひがし 熊本県 玉名市 北坂門田14 北坂門田区 北坂門田共有地 5.5m 31.0m 3.40千m3 ● 2019/10/30 ●

萩尾前 はぎおまえ 熊本県 玉名市 築地255-5 築地西区 玉名市 0.4m 164.0m 0.70千m3 ― ―

帯田１ おびた1 熊本県 玉名市 青野334 原区 自然人 4.2m 34.0m 3.40千m3 ● 2019/10/25

田の尻 たのしり 熊本県 玉名市 青野1221 原区 自然人 3.8m 43.0m 1.20千m3 ● 2019/10/25

筒井平 つついびら 熊本県 玉名市 寺田1188 吉丸区 寺田村共有地 3.9m 32.0m 1.90千m3 ● 2019/10/18

田崎 たさき 熊本県 玉名市 田崎183-1 田崎区 田崎区 1.6m 30.0m 0.30千m3 ● 2019/10/17 ●

神宮前 じんぐうまえ 熊本県 玉名市 川部田6 山部田区 川部田共有地 0.8m 25.0m 0.10千m3 ● 2019/10/17

北田 きただ 熊本県 玉名市 石貫984-2 石貫２区 梅府共有地 3.9m 26.5m 0.80千m3 ● 2019/10/24

西田 にしだ 熊本県 玉名市 築地（地番不明） 築地上区 不明 10.7m 49.0m 20.20千m3 ● 2019/12/11
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帯田２ おびた2 熊本県 玉名市 青野121-1 原区 自然人 5.0m 16.0m 2.70千m3 ● 2019/10/25

東迫 ひがしさこ 熊本県 玉名市 津留797 自然人 内務省 3.1m 22.0m 0.30千m3 ― ― ●

宮の前 みやのまえ 熊本県 玉名市 中尾395 中尾区 中尾共有地 3.0m 23.0m 1.60千m3 ● 2019/10/18 ●

城迫間2 上流 じょうざこま2　じょうりゅう 熊本県 玉名市 溝上104 溝上区 上共有地 5.5m 43.0m 2.20千m3 ● 2019/10/16 ●

城麓 じょうろく 熊本県 玉名市 築地1373 築地上区 不明 2.9m 34.0m 1.60千m3 ● 2019/10/17

萩尾後 はぎおうしろ 熊本県 玉名市 築地1079 築地西区 不明 5.0m 36.5m 1.80千m3 ● 2019/10/21 ●

隠田 いんだ 熊本県 玉名市 青野1843 上横田区 自然人 5.8m 62.6m 3.00千m3 ● 2019/10/25 ●

松尾 まつお 熊本県 玉名市 山田1299 山田上区 自然人 5.0m 18.0m 2.20千m3 ● 2019/10/23 ●

平木 ひろき 熊本県 玉名市 石貫1733 自然人 仁田尾，見初山共有地 3.4m 30.0m 1.00千m3 ● 2019/10/25

上小田2 かみおだ2 熊本県 玉名市 上小田424 上小田下区 上小田共有地 2.6m 31.5m 0.60千m3 ● 2019/12/10

合田 ごうだ 熊本県 玉名市 青野1102 合田区 自然人 3.4m 24.0m 0.50千m3 ● 2019/10/18

牛ノ谷（石尾地区１号ため池）うしのたに（いしのおちくいちごうためいけ） 熊本県 玉名市 三ッ川5473-395 玉名市農地整備課 自然人 7.9m 不明 13.80千m3 ― ―

谷奥 たにおく 熊本県 玉名市 月田1163 月田区 月田村中共有地 4.0m 41.0m 3.50千m3 ● 2019/10/17 ●

なご浦池 なごうらいけ 熊本県 玉名市 岱明町西照寺1066 西照寺区（代理：玉名市農地整備課） 西照寺共有 1.6m 2.0m 131.19千m3 ● 2019/12/26 ●

若宮池 わかみやいけ 熊本県 玉名市 岱明町古閑257-1 古閑区（代理：玉名市農地整備課） 自然人 2.0m 102.0m 2.98千m3 ● 2019/12/26 ●

前田池 まえだいけ 熊本県 玉名市 岱明町下前原（地番不明） 下前原区 玉名市 1.9m 243.0m 2.41千m3 ― ―

谷口池 たにぐちいけ 熊本県 玉名市 岱明町西照寺1066 西照寺区（代理：玉名市農地整備課） 西照寺共有 2.8m 188.0m 5.80千m3 ● 2019/12/26 ●

石貫３区１号配水池 いしぬきさんくいちごうはいすいち 熊本県 玉名市 石貫1385-1 玉名市農地整備課 玉名市 2.7m 不明 1.70千m3 ― ―

石貫３区２号配水池 いしぬきさんくにごうはいすいち 熊本県 玉名市 石貫1284-2 玉名市農地整備課 玉名市 3.6m 不明 0.64千m3 ― ―

石貫３区３号配水池 いしぬきさんくさんごうはいすいち 熊本県 玉名市 石貫1214 玉名市農地整備課 玉名市 3.7m 不明 1.12千m3 ― ―

石貫４区１号配水池 いしぬきよんくいちごうはいすいち 熊本県 玉名市 三ッ川5471-2 玉名市農地整備課 玉名市 不明 不明 3.00千m3 ― ―

石貫４区２号配水池 いしぬきよんくにごうはいすいち 熊本県 玉名市 石貫2110 玉名市農地整備課 玉名市 4.0m 不明 2.10千m3 ― ―

石貫４区３号配水池 いしぬきよんくさんごうはいすいち 熊本県 玉名市 石貫673-547 玉名市農地整備課 玉名市 不明 不明 13.60千m3 ― ―

福山地区１号配水池 ふくやまちくいちごうはいすいち 熊本県 玉名市 三ッ川4676-12 玉名市農地整備課 玉名市 5.7m 不明 9.30千m3 ― ―

福山地区２号配水池 ふくやまちくにごうはいすいち 熊本県 玉名市 三ッ川4740 玉名市農地整備課 玉名市 4.2m 不明 3.70千m3 ― ―

石尾地区３号配水池 いしのおちくさんごうはいすいち 熊本県 玉名市 三ッ川4174-2 玉名市農地整備課 玉名市 6.9m 不明 6.50千m3 ― ―

古閑平ため池 こがひらためいけ 熊本県 玉名郡玉東町 大字上木葉178 自然人 自然人 1.8m 60m 5.00千m3 ● 2019/8/22

山口ため池 やまぐちためいけ 熊本県 玉名郡玉東町 大字山口333 自然人 玉東町 3.5m 60m 5.25千m3 ― ― ●

宮ノ元ため池 みやのもとためいけ 熊本県 玉名郡玉東町 大字白木1829 自然人 自然人 4.0m 50m 9.00千m3 ● 2019/8/9 ●

重役ため池 じゅうやくためいけ 熊本県 玉名郡玉東町 大字上白木56-1 自然人 自然人 4.0m 24m 2.50千m3 ● 2019/10/11

井弥原ため池1 いやばるためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 関町字南井弥原493 井弥原水利組合 関町共有地 7.9m 70.0m 50.00千m3 ● 2019/7/22 ●

菅谷ため池1 すがたにためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 関東字菅谷353-1 自然人 自然人 6.4m 23.0m 7.12千m3 ● 2019/8/13 ●

梅の木谷ため池 うめのきたにためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関外目字金輪塚208 自然人 自然人 6.3m 44.0m 17.86千m3 ● 2019/8/5 ●

日明ため池 ひあけためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関下字南中山1970 不明 中山組共有 3.7m 68.0m 6.29千m3 ● 2019/8/28 ●

山の神ため池 やまのかみためいけ 熊本県 玉名郡南関町 今字後田697 自然人 自然人 2.4m 24.0m 1.62千m3 ● 2019/8/4

梨ケ迫ため池 なしがさこためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字宮ノ前1226 水利組合 自然人 4.7m 50.0m 12.25千m3 ● 2019/7/24 ●

辺保山ため池 へぼやまためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字辺保山1374 共有 自然人 4.4m 34.0m 2.33千m3 ● 2019/7/30 ●

井川谷ため池 いがわだにためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字井川谷2051 自然人 自然人 4.8m 55.0m 13.17千m3 ● 2019/7/24 ●

山口ため池1 やまぐちためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 豊永字山口4498-1 自然人 自然人 6.2m 35.0m 5.70千m3 ● 2019/8/8 ●

熊登ため池 くまのぼりためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字熊登201 自然人 自然人 3.0m 44.0m 1.87千m3 ● 2019/8/13 ●

古閑原ため池 こがはるためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字古閑原1770 自然人 自然人 3.9m 26.0m 0.76千m3 ● 2019/8/5

池田ため池 いけだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字池田3041 自然人 自然人 3.9m 28.0m 5.37千m3 ● 2019/7/29 ●

岩ヶ浦ため池2 いわがうらためいけに 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字岩ケ浦1023 自然人 自然人 2.8m 16.0m 1.02千m3 ● 2019/7/27 ●

城ノ宇土堤 じょうのうどつつみ 熊本県 玉名郡南関町 四ツ原字城の宇土779 自然人 自然人 1.7m 31.0m 1.19千m3 ● 2019/8/20

高浦ため池 たかうら 熊本県 玉名郡南関町 四ツ原字西原1861 自然人 自然人 3.2m 35.0m 3.14千m3 ● 2019/7/23

井弥原ため池2 いやばるためいけに 熊本県 玉名郡南関町 関町字北井弥原504 井弥原水利組合 関町共有地 8.3m 54.0m 20.19千m3 ● 2019/7/22 ●

山口ため池2 やまぐちためいけに 熊本県 玉名郡南関町 豊永字山口4498-2 自然人 自然人 6.8m 4.2m 2.60千m3 ● 2019/8/8 ●

瀬戸ため池 せとためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字瀬戸875 自然人 自然人 2.4m 22m 3.00千m3 ● 2019/7/30 ●

山瀬ため池 やませためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字山瀬4718 自然人 自然人 2.3m 18m 1.00千m3 ● 2019/11/26

間地ため池 まじためいけ 熊本県 玉名郡南関町 相谷字間地146 自然人 自然人 3.4m 30m 1.00千m3 ● 2019/8/3

小多々良ため池2 こだたらためいけに 熊本県 玉名郡南関町 相谷字コダタラ823 自然人 自然人 4.0m 33m 1.00千m3 ● 2019/8/29 ●

門田ため池2 かどたためいけに 熊本県 玉名郡南関町 豊永字門田3242 不明 自然人 1.3m 25m 1.00千m3 ● 2019/8/29 ●

白土ため池2 しらつちためいけに 熊本県 玉名郡南関町 関東字白土3-1・3-2 自然人 自然人 4.8m 18m 1.00千m3 ● 2019/8/5 ●

白毛ため池 しらけためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関東字堤下2031-1 自然人 自然人 9.0m 57m 42.00千m3 ● 2019/8/23 ●

大谷ため池 おおたにためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関東字大谷2534-1 自然人 自然人 6.2m 59m 12.00千m3 ● 2019/10/7 ●

北ノ浦ため池 きたのうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関外目字北ノ浦650 自然人 自然人 4.2m 36m 2.00千m3 ● 2019/8/15 ●

境浦ため池 さかいうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関外目字境浦802-3 株式会社プラトム 株式会社モロフジケミカル 4.0m 21m 1.00千m3 ● 2019/10/16 ●

尾楢ため池 おならためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字尾楢842 自然人 自然人 2.8m 29m 1.00千m3 ● 2019/7/30 ●

寺尾ため池 てらのおためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字寺尾1156 自然人 自然人 1.6m 26m 1.00千m3 ● 2019/7/30
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蕨谷ため池 わらびだにためいけ 熊本県 玉名郡南関町 久重字蕨谷2212 自然人 自然人 4.2m 17m 1.00千m3 ● 2019/7/25

後田ため池 うしろだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 長山字小原1676 長山小原農業水利組合 自然人 3.0m 18m 1.00千m3 ● 2019/8/15 ●

日南ため池 にちなんためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字日南1794 自然人 自然人 3.7m 19m 1.00千m3 ● 2019/8/20 ●

ダノ浦ため池 だのうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字白早稲816 自然人 自然人 4.0m 40m 1.00千m3 ● 2019/7/30

桜原ため池1(上) さくらばるためいけいち（うえ） 熊本県 玉名郡南関町 豊永字桜原1815 自然人 自然人 3.5m 33m 1.00千m3 ● 2019/8/1 ●

桜原ため池2（下） さくらばるためいけに（した） 熊本県 玉名郡南関町 小原字今宿2238-5 自然人 自然人 3.5m 22m 1.00千m3 ● 2019/8/1 ●

下尾田ため池 しもおたためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字下尾田2828 自然人 自然人 3.3m 18m 1.00千m3 ● 2019/7/30

佛迫ため池 ほとけさこためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字佛迫3089 自然人 自然人 4.9m 45m 4.00千m3 ● 2019/7/24 ●

門田ため池 かどたためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字門田3234 不明 自然人 2.8m 28m 2.00千m3 ● 2019/8/5 ●

熊登ため池1（上） くまのぼりためいけいち（上） 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字熊登193 自然人 自然人 1.9m 37m 1.00千m3 ● 2019/8/5

熊登ため池2（中） くまのぼりためいけに（中） 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字熊登193 自然人 自然人 1.9m 37m 1.00千m3 ● 2019/8/5

熊登ため池3（下） くまのぼりためいけさん（下） 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字熊登198-1 自然人 自然人 3.8m 25m 3.00千m3 ● 2019/8/13 ●

西ヶ浦ため池 にしがうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字西ケ浦2231 自然人 自然人 3.4m 32m 3.00千m3 ● 2019/7/28 ●

宮浦ため池 みやうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字柴尾3401 自然人 自然人 4.8m 45m 3.00千m3 ● 2019/7/25 ●

中重倉ため池1（上） なかしげくらためいけいち（うえ） 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字中重倉604 自然人 自然人 3.0m 20m 1.00千m3 ● 2019/8/2 ●

中重倉ため池2（下） なかしげくらためいけに（した） 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字中重倉604 自然人 自然人 4.7m 51m 1.00千m3 ● 2019/8/2 ●

永尾ため池 ながおためいけ 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字永尾1355 自然人 自然人 2.2m 20m 1.00千m3 ● 2019/7/24 ●

中原ため池1 なかはらためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字松尾4157 自然人 自然人 3.4m 20m 2.00千m3 ● 2019/8/14 ●

城ノ浦ため池 じょうのうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字城ノ浦4268-3 自然人 自然人 2.5m 20m 1.00千m3 ● 2019/8/2

田良下ため池 たらしもためいけ 熊本県 玉名郡南関町 四ツ原字田良197 自然人 自然人 2.2m 24m 1.00千m3 ● 2019/8/20 ●

田良上ため池 たらかみためいけ 熊本県 玉名郡南関町 四ツ原字田良210 自然人 自然人 3.0m 27m 1.00千m3 ● 2019/8/20 ●

谷ため池 たにためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関町字坊田1151 自然人 防田組共有 2.9m 23m 1.64千m3 ● 2019/8/21 ●

堂の浦ため池 どうのうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関東字堂ノ浦279-1・279-2 自然人 自然人 4.8m 26m 2.70千m3 ● 2019/8/22 ●

東谷ため池 ひがしだにためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関外目字東谷272-2 自然人 自然人 1.9m 26m 0.81千m3 ● 2019/10/7

吉ヶ浦ため池 よしがうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関外目字吉ケ浦349 墨摺川水利組合 自然人 4.1m 30m 5.20千m3 ● 2019/8/27 ●

山の谷ため池 やまのたにためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関外目字西金輪塚418 自然人 自然人 4.6m 18m 4.49千m3 ● 2019/10/16 ●

北の浦ため池2 きたのうらためいけに 熊本県 玉名郡南関町 関外目字北ノ浦664 自然人 自然人 5.3m 34m 3.51千m3 ● 2019/10/16 ●

浦の谷ため池 うらのたにためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関外目字下原1798 自然人 下原組共有地 3.7m 20m 4.18千m3 ● 2019/8/20 ●

仲間ため池 なかまためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関村字石丸1101 自然人 自然人 4.5m 25m 3.44千m3 ● 2019/8/6 ●

防田ためいけ ぼうだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関村字坊田1207-1 自然人 自然人 2.1m 42m 4.93千m3 ● 2019/8/6 ●

石場ため池 いしばためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関村字石場1485 自然人 自然人 4.2m 28m 1.16千m3 ● 2019/8/21 ●

中谷ため池１ なかたにためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 関下字鍋川108 自然人 自然人 7.6m 40m 32.86千m3 ● 2019/8/9 ●

中谷ため池2 なかたにためいけに 熊本県 玉名郡南関町 関下字鍋川113 不明 自然人 4.5m 24m 2.53千m3 ● 2019/12/23 ●

願水ため池 がんすいためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関下字津留357-1 自然人 津留組共有 5.2m 42m 19.17千m3 ● 2019/8/9 ●

八重丸ため池１ やえのまるためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 関下字八重丸502-2 自然人 自然人 2.4m 18m 0.96千m3 ● 2019/8/20 ●

蕨尾ため池 わらびおためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関下字蕨尾1447 区長 関下共有 3.8m 25m 4.56千m3 ● 2019/10/25 ●

大阪ため池 だいざかためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関下字中山1985 不明 自然人 4.5m 32m 2.40千m3 ● 2019/8/28 ●

浦ため池 うらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関下字北中山2079-2 不明 自然人 3.2m 19m 1.10千m3 ● 2019/8/28 ●

一反八畝ため池 いったんやせためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字寺尾1143 自然人 自然人 2.8m 26m 1.74千m3 ● 2019/7/30

寺尾ため池 てらおためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永寺尾1156 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/12/23

鷺ノ巢ため池 さぎのすためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字鷺ノ巢1440 自然人 自然人 4.2m 24m 3.07千m3 ● 2019/7/30

タタラ追ため池 たたらざこためいけ 熊本県 玉名郡南関町 久重字鑢鞴迫32 不明 自然人 2.2m 23m 0.53千m3 ● 2019/7/29 ●

小場ため池 こばためいけ 熊本県 玉名郡南関町 久重字小場658 自然人 自然人 4.1m 23m 3.90千m3 ● 2019/8/1 ●

菖蒲谷ため池 しょうぶたにためいけ 熊本県 玉名郡南関町 久重字菖蒲谷811 自然人 自然人 3.2m 65m 4.41千m3 ● 2019/8/1 ●

荒田浦ため池 あらたのうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 久重字荒田浦924 自然人 自然人 5.5m 62m 23.76千m3 ● 2019/9/6

筒井迫ため池 つついざこためいけ 熊本県 玉名郡南関町 久重字筒井迫3662 自然人 自然人 4.5m 44m 7.14千m3 ● 2019/8/5

千本ため池 せんぼんためいけ 熊本県 玉名郡南関町 久重字千本3697 自然人 自然人 3.4m 33m 4.51千m3 ● 2019/8/5

甘木田ため池 あまぎだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上長田字甘木田782 自然人 自然人 3.5m 30m 1.83千m3 ● 2019/8/14 ●

日の浦ため池 ひのうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上長田字日ノ浦948 自然人 自然人 2.9m 44m 2.11千m3 ● 2019/8/14 ●

宮ノ原ため池 みやのはらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上長田字宮ノ原1191・1194 自然人 自然人 5.2m 27m 4.60千m3 ● 2019/8/14 ●

間渡ため池 まわたりためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上長田字間渡1592 自然人 自然人 2.8m 38m 6.81千m3 ● 2019/8/14 ●

戸切田ため池 とぎりだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上長田字戸切田1667 自然人 自然人 2.8m 18m 3.55千m3 ● 2019/8/21 ●

胡麻塚ため池 ごまづかためいけ 熊本県 玉名郡南関町 高久野字境田608 自然人 自然人 3.5m 28m 4.77千m3 ● 2019/7/30 ●

柴ノ中ため池 しばのなかためいけ 熊本県 玉名郡南関町 高久野字柴ノ中711 自然人 自然人 2.3m 24m 0.82千m3 ● 2019/8/7 ●

下原ため池 しものはるためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字下原2030 自然人 自然人 3.9m 23m 2.39千m3 ● 2019/10/24 ●

東前ため池 ひがしまえためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字東前2343 自然人 自然人 3.7m 72m 4.71千m3 ● 2019/8/14 ●

中前ため池 なかまえためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字中前2376 自然人 自然人 6.2m 25m 2.02千m3 ● 2019/8/14 ●

下前ため池 しもまえためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字下前2403 自然人 自然人 1.8m 21m 0.58千m3 ● 2019/8/19 ●

高頭ため池１ たかがしらためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 細永字高頭2442 自然人 自然人 5.2m 33m 3.02千m3 ● 2019/8/19 ●
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高頭ため池２ たかがしらためいけに 熊本県 玉名郡南関町 細永字高頭2459 自然人 自然人 1.6m 18m 0.31千m3 ● 2019/8/19 ●

嚴ため池 かざるためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字嚴2527 自然人 自然人 3.3m 34m 1.87千m3 ● 2019/8/26

嚴谷ため池 かざるだにためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字嚴谷2847 自然人 自然人 4.4m 23m 3.78千m3 ● 2019/8/14

頭石ため池 かしらいしためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字頭石3152 自然人 自然人 4.2m 25m 5.32千m3 ● 2019/8/13 ●

浦ノ谷ため池 うらのたにためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字浦谷3264-1 自然人 自然人 4.6m 37m 6.80千m3 ● 2019/8/13

雁ノ浦ため池 がんのうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字雁ノ浦3753 自然人 自然人 4.9m 19m 1.08千m3 ● 2019/8/16

大迫井川上ため池 おおさこいがわかみためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字大迫井川4165 自然人 自然人 5.3m 40m 3.85千m3 ● 2019/8/5

大迫井川下ため池 おおさこいがわしもためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字大迫井川4171 自然人 自然人 6.1m 18m 1.01千m3 ● 2019/8/6

長尾ため池 ながおためいけ 熊本県 玉名郡南関町 小原字長尾1143 自然人 自然人 11.2m 31m 21.53千m3 ● 2019/8/1 ●

五反田ため池 ごたんだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 小原字五反田1719 自然人 自然人 6.0m 34m 15.50千m3 ● 2019/8/1 ●

関地ため池 熊本県 玉名郡南関町 相谷間地146 不明 不明 不明 不明 不明 ● 2019/12/23 ●

前田ため池 まえだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 相谷字前田472 自然人 自然人 5.6m 30m 5.67千m3 ● 2019/8/29 ●

多々良ため池 たたらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 相谷字タタラ591 自然人 自然人 6.8m 49m 8.55千m3 ● 2019/8/29 ●

小多々良ため池 こだたらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 相谷字コダタラ811 自然人 自然人 3.9m 32m 4.90千m3 ● 2019/8/29 ●

コダタラため池２ こだたらためいけ2 熊本県 玉名郡南関町 相谷コダタラ823 不明 不明 不明 不明 不明 ● 2019/12/23

横脇ため池 よこわきためいけ 熊本県 玉名郡南関町 相谷字横脇993 自然人 自然人 4.7m 25m 5.15千m3 ● 2019/8/29 ●

冷水ため池 ひやみずためいけ 熊本県 玉名郡南関町 相谷字冷水1126 自然人 自然人 3.1m 19m 1.76千m3 ● 2019/8/29 ●

下堤 しもづつみ 熊本県 玉名郡南関町 相谷字小田1909 自然人 自然人 8.0m 33m 19.95千m3 ● 2019/8/29 ●

上堤 かみづつみ 熊本県 玉名郡南関町 相谷字小田1928 自然人 自然人 8.0m 18m 15.54千m3 ● 2019/8/29 ●

十時ため池 とどきためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪町字十時263 不明 自然人 3.0m 20m 1.30千m3 ● 2019/8/26 ●

北原ため池 きたはらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪町字北原346 不明 自然人 2.9m 43m 1.61千m3 ● 2019/8/26 ●

浦ため池 うらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪町字後谷563 自然人 自然人 3.8m 49m 13.99千m3 ● 2019/8/26 ●

枦取ため池 はぜとりためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪町字枦取1289 自然人 自然人 3.1m 21m 1.61千m3 ● 2019/8/26 ●

鯉尻ため池1 こいじりためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字鯉尻153 不明 自然人 3.1m 42m 2.42千m3 ● 2019/7/30

寺井川ため池 てらいがわためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字寺井川268 自然人 自然人 4.6m 34m 6.94千m3 ● 2019/7/30 ●

三ッ枝ため池 みつえだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字三ッ枝378 自然人 自然人 3.9m 30m 4.09千m3 ● 2019/7/30 ●

火箱ため池２ ひばこためいけに 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字火箱583 不明 自然人 3.8m 24m 3.56千m3 ● 2019/7/30 ●

山道ため池 やまみちためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字山道705 不明 自然人 4.6m 34m 3.21千m3 ● 2019/7/30 ●

奈良山ため池 ならやまためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字大迫810 不明 自然人 3.0m 23m 1.04千m3 ● 2019/7/30

大迫ため池 おおさこためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字大迫862 自然人 自然人 3.6m 33m 2.77千m3 ● 2019/7/30

坂本ため池 さかもとためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字坂本922 不明 自然人 3.3m 29m 2.16千m3 ● 2019/7/30

上後田ため池 かみうしろだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字上後田1177 不明 自然人 5.5m 41m 16.33千m3 ● 2019/7/30

中尾ため池 なかおためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字中尾2067 自然人 自然人 4.5m 31m 5.90千m3 ● 2019/7/30

池井川ため池 いけいがわためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字池井川2427 不明 自然人 3.5m 31m 3.23千m3 ● 2019/7/30

東谷ため池 ひがしだにためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字茶木浦2627 自然人 自然人 4.2m 28m 2.18千m3 ● 2019/7/30 ●

笹栗ため池 ささぐりためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字笹栗3049 不明 自然人 4.1m 18m 1.52千m3 ● 2019/7/30

上折坂ため池 かみおりさかためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字上折坂3378 不明 自然人 4.2m 27m 3.27千m3 ● 2019/7/30 ●

下井川ため池 しもいがわためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字市木723 不明 自然人 3.7m 30m 1.80千m3 ● 2019/8/5 ●

夏ケ迫ため池 なつがさこためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字宮ノ前1226 自然人 自然人 4.7m 50m 12.25千m3 ● 2019/7/24 ●

宇曽ため池 うそためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字宇曽4431 自然人 自然人 2.7m 35m 1.76千m3 ● 2019/8/16 ●

寺の下ため池 てらのしたためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字熊登201 不明 不明 不明 不明 不明 ● 2019/12/23 ●

古閑原ため池 こははらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 下坂字森ノ木2604 不明 不明 不明 不明 不明 ● 2019/8/5

八畝田ため池２ やせだためいけに 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字古閑原1770 自然人 自然人 3.1m 25m 1.87千m3 ● 2019/8/20 ●

月ノ浦ため池２ つきのうらためいけに 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字八畝田1002 自然人 自然人 3.0m 20m 0.72千m3 ● 2019/7/24 ●

北辺田ため池 きたのへたためいけ 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字日ノ浦1476-1 自然人 自然人 2.5m 36m 1.98千m3 ● 2019/8/9

西ヶ浦ため池2 にしがうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字二本木1539 不明 不明 不明 不明 不明 ● 2019/12/23

宮の前ため池 みやのまえためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関町字栗迫380-3 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/5

堂浦ため池 どううらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関町字下城1532-2 自然人 自然人 3.0m 16m 2.50千m3 ● 2019/7/31

下城ため池 しもじょうためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関町字下城1547-3 自然人 自然人 3.0m 10m 1.10千m3 ● 2019/9/3

堀池園ため池 ほりいけぞのためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関町字下城1549 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/31

上城ため池 かみじょうためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関町字上城1692-2 不明 自然人 2.0m 15m 1.20千m3 ● 2019/9/2

白土ため池１ しらつちためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 関東字白土12-1・12-2 自然人 自然人 不明 不明 0.12千m3 ● 2019/8/13

辻ため池１ つじためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 関東字辻121-2 自然人 自然人 2.0m 15m 1.00千m3 ● 2019/8/13

辻ため池２ つじためいけに 熊本県 玉名郡南関町 関東字辻123-1・123-2 自然人 自然人 3.0m 15m 4.00千m3 ● 2019/8/13

菅谷ため池 すがたにためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関東字菅谷334-3 自然人 自然人 不明 不明 0.23千m3 ● 2019/8/5

仏生ため池 ほとけおためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関東字福山591-2・596‐2 自然人 自然人 不明 不明 0.64千m3 ● 2019/8/13

下道ため池 しもみちためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関東字福山609-5・609‐7 自然人 自然人 不明 不明 0.02千m3 ● 2019/8/13

前原ため池 まえばるためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関東字前原2438-2 自然人 自然人 不明 不明 0.11千m3 ● 2019/8/15

郷敷ため池 ごうしきためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関東字郷敷2446-1 自然人 自然人 4.0m 30m 5.00千m3 ● 2019/8/15
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上笛鹿ため池 かみふえろくためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関東字上笛鹿2783-1 自然人 自然人 不明 不明 2.80千m3 ● 2019/8/15

立山ため池 たてやまためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関外目字立山143-3 自然人 自然人 1.6m 18m 0.19千m3 ● 2019/7/26

上堤 うえんつつみ 熊本県 玉名郡南関町 関外目字下夕田1989-2 自然人 自然人 2.5m 23m 0.86千m3 ● 2019/8/10

下夕田ため池 しただためいけ 熊本県 玉名郡南関町 関外目字下夕田1990 自然人 自然人 1.3m 19m 0.20千m3 ● 2019/8/10

夫婦堤 めおとづつみ 熊本県 玉名郡南関町 関下字上床2 自然人 自然人 5.0m 75m 32.10千m3 ● 2019/8/9

八重丸ため池２ やえのまるためいけに 熊本県 玉名郡南関町 関下字八重丸445 自然人 自然人 3.0m 30m 20.00千m3 ● 2019/8/20

徳丸ため池 とくまるためいけ 熊本県 玉名郡南関町 久重字徳丸404 自然人 自然人 3.0m 10m 3.00千m3 ● 2019/7/29

陣太郎ため池 じんたろうためいけ 熊本県 玉名郡南関町 久重字陣太郎928-29 自然人 自然人 5.1m 17m 4.28千m3 ● 2019/7/30

松丸ため池１ まつまるためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 久重字松丸3054-2 自然人 自然人 2.4m 27m 0.97千m3 ● 2019/8/5

永見田ため池 ながみだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上長田字永見田882 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/25

岡ため池 おかためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上長田字岡1050 自然人 自然人 2.5m 24m 0.71千m3 ● 2019/7/25

原ため池 はらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 高久野字原241 自然人 自然人 2.0m 15m 1.50千m3 ● 2019/7/27

宮ノ下ため池 みやのしたためいけ 熊本県 玉名郡南関町 高久野字原304 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/28

前田ため池 まえだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 長山字前田99 一般社団法人　長山山口農業用水、溜池管理組合 自然人 2.9m 12m 0.54千m3 ● 2019/8/7

七浦ため池 ななうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 長山字水口490 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/6

西ため池 にしためいけ 熊本県 玉名郡南関町 長山字辻662 一般社団法人　長山山口農業用水、溜池管理組合 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/7

獄の池 たけのいけ 熊本県 玉名郡南関町 長山字石原1247-1 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/15

山ノ元ため池 やまのもとためいけ 熊本県 玉名郡南関町 長山字瀬戸口1381 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/15

後田ため池４ うしろだためいけよん 熊本県 玉名郡南関町 長山字後田1585-2 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/15

後田ため池３ うしろだためいけさん 熊本県 玉名郡南関町 長山字後田1594 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/15

後田ため池１ うしろだためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 長山字後田1614 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/15

後田ため池２ うしろだためいけに 熊本県 玉名郡南関町 長山字後田1629-3 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/15

浦の山ため池１ うらのやまためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 長山字小原1666-2 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/15

浦の山ため池２ うらのやまためいけに 熊本県 玉名郡南関町 長山字小原1666-4 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/15

後田ため池５ うしろだためいけご 熊本県 玉名郡南関町 長山字小原1667 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/15

山下ため池 やましたためいけ 熊本県 玉名郡南関町 長山字東1743-2 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/15

谷ノ池 たにのいけ 熊本県 玉名郡南関町 長山字薬師坂1871 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/15

池ノ浦ため池 いけのうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 長山字池ノ浦2035 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/4

坂口ため池２ さかぐちためいけに 熊本県 玉名郡南関町 長山字坂口2532-2 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/13

戸ノ口ため池 とのくちためいけ 熊本県 玉名郡南関町 長山字戸ノ口2681 自然人 自然人 2.7m 26m 1.14千m3 ● 2019/8/13

黒ヶ元ため池 くろがもとためいけ 熊本県 玉名郡南関町 宮尾字黒ケ元427 宮尾農業用水管理組合 自然人 2.1m 23m 2.16千m3 ● 2019/8/30

小林ため池 こばやしためいけ 熊本県 玉名郡南関町 宮尾字小林561-1・561-2 自然人 自然人 1.6m 23m 0.80千m3 ● 2019/8/30

鳥ノ木ため池 とりのきためいけ 熊本県 玉名郡南関町 宮尾字鳥木669 自然人 自然人 2.2m 36m 2.11千m3 ● 2019/8/30

南松ため池１ みなみまつためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 宮尾字南松706 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/9/3

南松ため池２ みなみまつためいけに 熊本県 玉名郡南関町 宮尾字南松718 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/9/3

一本松ため池 いっぽんまつためいけ 熊本県 玉名郡南関町 宮尾字一本松1218-1 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/3

上道場原ため池 かみどじょうばるためいけ 熊本県 玉名郡南関町 宮尾字上道場原1253 自然人 自然人 3.8m 30m 3.06千m3 ● 2019/8/1

上堤 うえつつみ 熊本県 玉名郡南関町 宮尾字上道場原1257-1・1257-2 自然人 自然人 2.8m 29m 2.08千m3 ● 2019/8/5

開きの堤 ひらきのつつみ 熊本県 玉名郡南関町 宮尾字上道場原1260 宮尾農業用水管理組合 自然人 4.5m 33m 3.17千m3 ● 2019/8/30

八反嶋ため池 はったんじまためいけ 熊本県 玉名郡南関町 宮尾字八反嶋1594 宮尾農業用水管理組合 自然人 4.1m 75m 1.25千m3 ● 2019/8/30

境田ため池２ さかいだためいけ2 熊本県 玉名郡南関町 宮尾字境田1767 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/10

西ヶ浦ため池 にしがうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 今字西ケ浦163-2 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/31

中尾ため池 なかおためいけ 熊本県 玉名郡南関町 今字中尾195・196 自然人 自然人 2.3m 26m 0.94千m3 ● 2019/8/26

中島ため池 なかしまためいけ 熊本県 玉名郡南関町 今字中島292 自然人 自然人 2.5m 39m 2.12千m3 ● 2019/8/1

豊後浦ため池 ぶんごうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 今字豊後浦423 自然人 自然人 3.3m 41m 4.59千m3 ● 2019/8/4

長堀ため池 ながほりためいけ 熊本県 玉名郡南関町 今字増永546-3 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/4

宮ノ前ため池 みやのまえためいけ 熊本県 玉名郡南関町 今字増永556-3 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/4

後田ため池 うしろだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 今字後田616 自然人 自然人 3.4m 41m 6.63千m3 ● 2019/8/4

材木ため池 ざいもくためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字材木1542 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/23

常松ため池 つねまつためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字常松1640 自然人 自然人 4.2m 22m 2.07千m3 ● 2019/8/20

出口ため池１ でぐちためいけ1 熊本県 玉名郡南関町 細永字出口1874 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/14

嚴ため池２ かざるためいけ2 熊本県 玉名郡南関町 細永字嚴2482 自然人 自然人 3.0m 27m 0.88千m3 ● 2019/8/23

小塚ため池 こづかためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字小塚2763 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/19

婦智切ため池 ふちぎりためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字婦智切2925 自然人 自然人 2.9m 26m 1.13千m3 ● 2019/8/14

西五反田ため池 にしごたんだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字西五反田5363 自然人 自然人 2.1m 31m 1.21千m3 ● 2019/10/23

厚迫ため池 あつざこためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字厚迫5484 自然人 自然人 2.1m 27m 1.08千m3 ● 2019/7/31

米田ため池 よんでんためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字米田6175 自然人 自然人 2.5m 27m 1.62千m3 ● 2019/8/25

池ノ元ため池 いけのもとためいけ 熊本県 玉名郡南関町 小原字池ノ元905 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/1

西ヶ浦ため池 にしがうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 小原字西ケ浦1539-1 自然人 自然人 8.0m 44m 15.60千m3 ● 2019/8/1 ●
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雁田ため池 がんだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 相谷字雁田1218 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/29

雨堤ため池 あまつつみためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪町字雨堤41 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/26

引谷ため池 ひきだにためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪町字引谷639 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/26

鯉尻ため池２ こいじりためいけに 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字鯉尻158 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/30

五反田ため池１ ごたんだためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字五反田424 不明 自然人 1.7m 28m 0.76千m3 ● 2019/7/30

火箱ため池１ ひばこためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字火箱563 自然人 自然人 3.8m 24m 1.87千m3 ● 2019/7/30

大迫ため池２ おおさこためいけに 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字大迫775 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/30

反鍬田ため池 たんぐわだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字反鍬田1003 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/30

境原ため池 さかいばるためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字境原1376 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/30

大平ため池 おおひらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字大平2776 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/30

嶋田ため池 しまだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字嶋田2804 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/30

八太夫ため池 はちだゆうためいけ 熊本県 玉名郡南関町 肥猪字八太夫2825 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/30

鬼次郎ため池 おにじろうためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字鬼次郎188 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/5

小萩ため池 こはぎためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字小萩440 自然人 自然人 1.8m 26m 1.59千m3 ● 2019/7/24

白早稲ため池 しろわせためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字白早稲859 自然人 自然人 2.6m 32m 0.82千m3 ● 2019/7/24

五反田ため池 ごたんだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字五反田1532 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/5

タブノ木ため池 たぶのきためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字タブノキ2233 自然人 自然人 2.4m 30m 1.87千m3 ● 2019/7/28

豊永ため池 とよながためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字大鶴2466 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/2

梅葉諏訪ため池１ うめばすわためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 豊永字梅葉諏訪2473 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/2

梅葉諏訪ため池２ うめばすわためいけに 熊本県 玉名郡南関町 豊永字梅葉諏訪2497 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/5

鳥越ため池 とりごえためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字下尾田2750 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/30

尾田前ため池 おたまえためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字尾田2910 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/30

尾田ため池 おたためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字尾田2947 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/14

総太郎寺浦ため池 そうたろうてらうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字寺浦354 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/13

柴ヶ塚ため池 しばがづかためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字柴ケ塚547 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/30

廣坪ため池 ひろつぼためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字廣坪658-2 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/30

山田ため池 やまだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字山田746-2 自然人 建設省1 不明 不明 不明 ● 2019/7/30

八畝田ため池１ やせだためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字八畝田988 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/30

天神免ため池 てんじんめんためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字天神免1955 日明区 自然人 2.0m 31m 0.47千m3 ● 2019/8/5

日明ため池 ひあけためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字野間2142 日明区 自然人 3.0m 34m 0.86千m3 ● 2019/8/5

新堤 しんづつみ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字湯ノ木2352 自然人 自然人 2.0m 41m 2.31千m3 ● 2019/7/28

古堤 ふるづつみ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字上ノ平2390 自然人 自然人 3.1m 35m 8.85千m3 ● 2019/7/28

中野間ため池 なかのまためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字中野間2712 大久保区長 自然人 2.7m 25m 2.57千m3 ● 2019/8/14

三反田ため池 さんたんだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字三反田2773 大久保区長 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/14

金剛寺ため池 こんごうじためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字金剛寺2817-2 大久保区長 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/14

水洗ため池 みずあらいためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字水洗2863 大久保区長 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/14

外郷ため池１ とうごうためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字外郷3099 自然人 自然人 2.2m 30m 0.18千m3 ● 2019/8/5

外郷ため池２ とうごうためいけに 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字外郷3115 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/5

砂原ため池 すなはらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字宮浦65-4 自然人 建設省1 不明 不明 不明 ● 2019/7/29

大西ため池１ おおにしためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字城ノ平529-2 自然人 建設省1 不明 不明 不明 ● 2019/8/2

大西ため池２ おおにしためいけに 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字西重倉566-2 自然人 建設省1 不明 不明 不明 ● 2019/8/2

柳迫ため池 やなぎさこためいけ 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字柳迫888-3・888-4 自然人 自然人 2.9m 20m 1.03千m3 ● 2019/7/27

岩ヶ浦ため池１ いわがうらためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字岩ヶ浦1017-3 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/9

梅葉諏訪ため池 うめばすわためいけ 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字梅葉諏訪1155-3 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/27

鎧田ため池１ よろいだためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字鎧田1175-5 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/2

鎧田ため池２ よろいだためいけに 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字鎧田1205 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/2

月ノ浦ため池１ つきのうらためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字月ノ浦1405-6 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/24

三反田ため池 さんたんだためいけ 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字三反田1639-5 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/14

立林ため池 たてばやしためいけ 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字立林2711-4 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/9

胡麻草ため池 ごまくさためいけ 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字池ノ浦3399 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/31

ニシンゴため池 にしんごためいけ 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字諏訪上3486 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/31

六郎丸ため池 ろくろうまるためいけ 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字六郎丸3542-2 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/31

中原ため池２ なかばるためいけに 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字木坂3909-2 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/27

柴ケ塚ため池 しばがづかためいけ 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字柴ケ塚3974 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/7/30

野中谷中原ため池 のなかだになかばるためいけ 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字松尾4183-2 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/1

天志井後ため池２ てんしいごためいけに 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字天志井後4539 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/12

天志井後ため池１ てんしいごためいけいち 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字天志井後4546-1 自然人 自然人 3.4m 22m 2.23千m3 ● 2019/8/12

猫石ため池 ねこいしためいけ 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字猫石4585-1 自然人 自然人 3.6m 18m 1.93千m3 ● 2019/8/15

山ノ神ため池 やまのかみためいけ 熊本県 玉名郡南関町 下坂下字山ノ神4688 自然人 自然人 3.6m 18m 1.93千m3 ● 2019/8/14
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山浦堤 やまうらつつみ 熊本県 玉名郡南関町 四ツ原字山浦524 自然人 自然人 3.5m 45m 38.89千m3 ● 2019/8/20

宇土堤 うどつつみ 熊本県 玉名郡南関町 四ツ原字宇土1164 自然人 自然人 3.5m 42m 3.03千m3 ● 2019/8/20

日ノ浦ため池 ひのうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 四ツ原字日ノ浦1779 自然人 自然人 2.9m 26m 1.10千m3 ● 2019/7/23

平ため池 ひらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 四ツ原字平2550 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/8

荒谷ため池 あらたにためいけ 熊本県 玉名郡南関町 四ツ原字荒谷3083 自然人 自然人 4.2m 17m 1.85千m3 ● 2019/8/8

厚迫ため池２ あつざこためいけに 熊本県 玉名郡南関町 豊永字厚迫5462 自然人 自然人 2.1m 35m 不明 ● 2019/8/2

松ケ浦ため池 まつがうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上坂下字松ケ浦2719 大久保区 自然人 1.3m 21m 不明 ● 2019/8/14

風ノ草ため池 ふうのくさためいけ 熊本県 玉名郡南関町 四ツ原字風ノ草1973 自然人 自然人 2.8m 31m 不明 ● 2019/7/23

永浦ため池 ながうらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 豊永字永浦4689 自然人 自然人 1.5m 24m 不明 ● 2019/7/31

四ツ枝ため池 よつえためいけ 熊本県 玉名郡南関町 久重字四ツ枝2605 一般社団法人　山付地区農業用水管理組合 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/5

石倉ため池 いしくらためいけ 熊本県 玉名郡南関町 久重字石倉2678・2679 一般社団法人　山付地区農業用水管理組合 一般社団法人　山付地区農業用水管理組合 不明 不明 不明 ● 2019/8/5

瓶焼川上ため池 かめやきかわうえためいけ 熊本県 玉名郡南関町 宮尾字東山田542-3 宮尾農業用水管理組合 玉名郡南関町 不明 不明 不明 ● 2019/8/30

瓶焼川下ため池 かめやきかわしたためいけ 熊本県 玉名郡南関町 宮尾字東山田510 宮尾農業用水管理組合 玉名郡南関町 不明 不明 不明 ● 2019/8/30

東ノ沢ため池 ひがしのさわためいけ 熊本県 玉名郡南関町 宮尾字八反田1279 宮尾農業用水管理組合 玉名郡南関町 不明 不明 不明 ● 2019/8/30

松丸地区ため池 まつまるちくためいけ 熊本県 玉名郡南関町 久重字葮ケ浦3003 一般社団法人　松丸地区農業用水組合自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/5

椛田地区ため池 かばたちくためいけ 熊本県 玉名郡南関町 上長田字椛田1862-1 一般社団法人　椛田地区農業用水管理組合 一般社団法人椛田地区農業用水管理組合 不明 不明 0.60千m3 ● 2019/8/14

草村地区ため池 くさむらちくためいけ 熊本県 玉名郡南関町 長山字池ノ浦1961 一般社団法人　長山草村地区水利組合玉名郡南関町 不明 不明 0.60千m3 ● 2019/8/15

上南田原ため池１ かみみなみばるためいけ1 熊本県 玉名郡南関町 四ツ原字荒谷3065-4 自然人 上南田原自治会 不明 不明 0.98千m3 ● 2019/8/8

上南田原ため池２ かみみなみばるためいけ2 熊本県 玉名郡南関町 四ツ原字出口3008 自然人 上南田原自治会 不明 不明 0.98千m3 ● 2019/8/8

清水谷ため池 しみずたにためいけ 熊本県 玉名郡南関町 久重字八角目947-2 一般社団法人久重北・中水利組合 一般社団法人久重北・中水利組合 不明 不明 1.46千m3 ● 2019/8/20

藤谷ため池 ふじたにためいけ 熊本県 玉名郡南関町 久重字荒田浦878 一般社団法人久重北・中水利組合 一般社団法人久重北・中水利組合 不明 不明 1.79千m3 ● 2019/8/20

小屋尾ため池 こやおためいけ 熊本県 玉名郡南関町 久重字小屋尾1447-3 一般社団法人久重北・中水利組合 一般社団法人久重北・中水利組合 不明 不明 0.15千m3 ● 2019/7/31

荒巻ため池１ あらまきためいけ1 熊本県 玉名郡南関町 久重字荒巻1322 一般社団法人久重北・中水利組合 一般社団法人久重北・中水利組合 不明 不明 0.50千m3 ● 2019/7/31

荒巻ため池２ あらまきためいけ2 熊本県 玉名郡南関町 久重字小屋尾1519-3 一般社団法人久重北・中水利組合 一般社団法人久重北・中水利組合 不明 不明 0.22千m3 ● 2019/7/31

葭谷ため池 よしたにためいけ 熊本県 玉名郡南関町 久重字葭谷1260-3 一般社団法人久重北・中水利組合 一般社団法人久重北・中水利組合 不明 不明 0.70千m3 ● 2019/7/31

永浦ため池１ ながうらためいけ1 熊本県 玉名郡南関町 久重字永浦1116 一般社団法人久重北・中水利組合 一般社団法人久重北・中水利組合 不明 不明 0.20千m3 ● 2019/7/31

永浦ため池２ ながうらためいけ2 熊本県 玉名郡南関町 久重字藤石1059-1 一般社団法人久重北・中水利組合 一般社団法人久重北・中水利組合 不明 不明 0.70千m3 ● 2019/7/31

蕨谷ため池１ わらびたにためいけ1 熊本県 玉名郡南関町 久重字蟹穴1829-2 一般社団法人久重北・中水利組合 一般社団法人久重北・中水利組合 不明 不明 0.57千m3 ● 2019/7/31

蕨谷ため池２ わらびたにためいけ2 熊本県 玉名郡南関町 久重字蟹穴1825-2 一般社団法人久重北・中水利組合 一般社団法人久重北・中水利組合 不明 不明 1.51千m3 ● 2019/7/31

蕨谷ため池３ わらびたにためいけ3 熊本県 玉名郡南関町 久重字蕨谷2196 一般社団法人久重北・中水利組合 一般社団法人久重北・中水利組合 不明 不明 1.32千m3 ● 2019/7/31

広木ため池 ひろきためいけ 熊本県 玉名郡南関町 細永字広木3934 自然人 自然人 2.1m 15m 0.33千m3 ● 2019/8/16

東前ため池２ ひがしまえためいけ2 熊本県 玉名郡南関町 細永字東前2300 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/20

横脇ため池２ よこわきためいけ２ 熊本県 玉名郡南関町 相谷字天神平2251 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/29

井尻ため池 いじりためいけ 熊本県 玉名郡南関町 四ツ原字出目2832-3 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/8/26

大堤 おおつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 宮野1542 腹赤・折地・赤崎区 腹赤折崎村共有 5.9m 135.0m 145.00千m3 ● 2020/11/28 ●

坂口堤 さかぐちてい 熊本県 玉名郡長洲町 清源寺1682 大女水利組合 大字清源寺共有 2.6m 126.0m 8.27千m3 ● 2020/12/2 ●

深田浦池 ふかだうらいけ 熊本県 玉名郡長洲町 腹赤1066 腹赤揚水組合 大字腹赤共有 3.6m 46.0m 4.00千m3 ● 2020/12/6 ●

やな待池 やなまちいけ 熊本県 玉名郡長洲町 腹赤763 腹赤揚水組合 大字腹赤共有 3.0m 35.7m 6.70千m3 ● 2020/12/6 ●

冷水池 ひやみずいけ 熊本県 玉名郡長洲町 腹赤548 腹赤揚水組合 大字腹赤共有 3.8m 60.0m 8.58千m3 ● 2020/12/6 ●

大木浦池 おおぎうらいけ 熊本県 玉名郡長洲町 腹赤717 腹赤揚水組合 大字腹赤共有 4.7m 41.0m 15.40千m3 ● 2020/12/6

下の谷堤 しものたにてい 熊本県 玉名郡長洲町 折崎1559 折地さく井組合 折崎折地組共有地 1.2m 41.0m 0.50千m3 ● 2020/12/9

吉野浦池 よしのうらいけ 熊本県 玉名郡長洲町 折崎622 折地さく井組合 折崎折地組共有地 3.5m 55.0m 9.38千m3 ● 2020/11/28

浦山堤 うらやまてい 熊本県 玉名郡長洲町 宮野1020 不明 大字宮野向野組 2.6m 32.0m 2.80千m3 ● 2020/12/16 ●

八幡山池 はちまんやまいけ 熊本県 玉名郡長洲町 宮野2691 鷲巣水利組合 大字宮野鷲巣組 4.9m 53.0m 13.66千m3 ● 2020/11/28

菅の谷堤(1号池) すがのたにてい 熊本県 玉名郡長洲町 宮野2748 不明 大字宮野鷲巣組 1.4m 16.0m 1.00千m3 ● 2020/11/28

菅の谷堤(2号池) すがのたにてい 熊本県 玉名郡長洲町 宮野2765 不明 大字宮野鷲巣組 1.2m 15.0m 1.50千m3 ● 2020/11/28

菅の谷堤(3号池) すがのたにてい 熊本県 玉名郡長洲町 宮野2766 不明 大字宮野鷲巣組 1.9m 21.0m 6.70千m3 ● 2020/11/28

花坂池 はなざかいけ 熊本県 玉名郡長洲町 宮野2972-1 宮崎立野水利組合 大字宮野宮崎組 6.2m 56.0m 23.00千m3 ● 2020/12/20

耳取池 みみとりいけ 熊本県 玉名郡長洲町 永塩680 永塩西牟田水利組合 永塩永方組共有 2.5m 27.0m 2.00千m3 ● 2020/10/25

下鴻ノ池 しもこうのいけ 熊本県 玉名郡長洲町 永塩680 永塩西牟田水利組合 永塩永方組共有 3.1m 27.0m 18.90千m3 ● 2020/10/25 ●

日焼池 ひやきいけ 熊本県 玉名郡長洲町 永塩1510 永塩西牟田水利組合 永塩永方組 2.6m 20.0m 2.90千m3 ● 2020/12/23

蓮の池(1号池) はすのいけ 熊本県 玉名郡長洲町 永塩1534 永塩西牟田水利組合 永塩永方組 4.8m 93.3m 10.00千m3 ● 2020/10/25 ●

蓮の池(2号池) はすのいけ 熊本県 玉名郡長洲町 永塩1534 永塩西牟田水利組合 永塩永方組 3.0m 36.0m 4.00千m3 ● 2020/10/25 ●

宮西池 みやにしいけ 熊本県 玉名郡長洲町 永塩651 永塩西牟田水利組合 永塩永方組共有 3.6m 35.0m 2.40千m3 ● 2020/10/25 ●

塘下池 ともしたいけ 熊本県 玉名郡長洲町 高浜1700-1 建浜水利組合 長洲町 1.9m 35.5m 2.00千m3 ― ―

海老ヶ浦池 えびがうらいけ 熊本県 玉名郡長洲町 高浜939 梅田東水利組合 大字髙浜共有地 3.9m 45.0m 7.30千m3 ● 2020/10/25 ●

東堤 ひがしてい 熊本県 玉名郡長洲町 梅田46 梅田東水利組合 梅田共有 4.5m 96.5m 7.00千m3 ● 2020/10/25

西堤 にしてい 熊本県 玉名郡長洲町 梅田31-1 梅田東水利組合 長洲町 3.8m 48.6m 7.00千m3 ― ―

稲石の堤 いないしのつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 清源寺2426-1 不明 大字清源寺共有 3.0m 25m 2.83千m3 ● 2020/12/2 ●
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南日焼 みなみひやけ 熊本県 玉名郡長洲町 清源寺1748 不明 大字清源寺共有 2.2m 41m 4.60千m3 ● 2020/12/2 ●

北日焼 きたひやけ 熊本県 玉名郡長洲町 清源寺1670 不明 大字清源寺共有 2.6m 11m 4.40千m3 ● 2020/12/2 ●

御伊勢池 おいせいけ 熊本県 玉名郡長洲町 腹赤927 不明 大字腹赤共有 2.3m 26m 10.50千m3 ● 2020/12/6 ●

下高屋堤 したたかやつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 折崎1313 不明 折崎折地組共有地 2.5m 20m 1.86千m3 ● 2020/12/9

上赤田浦 かみあかだうら 熊本県 玉名郡長洲町 永塩963 不明 永方組 2.5m 15m 2.05千m3 ● 2020/12/23

稲荷堤 いなにつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 折崎1101 不明 折崎折地組共有地 3.0m 60m 16.74千m3 ● 2020/12/9 ●

新堤 しんつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 宮野48 不明 大字宮野向野組共有 2.0m 30m 0.30千m3 ● 2020/12/16

山池 やまいけ 熊本県 玉名郡長洲町 宮野39 不明 大字宮野向野組共有 3.2m 29m 3.15千m3 ● 2020/12/16

安保堤 あんぽつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 宮野445 不明 大字宮野向野組 3.2m 50m 3.83千m3 ● 2020/12/16

高田 たかた 熊本県 玉名郡長洲町 宮野2367 不明 大字宮野髙田組 2.0m 15m 1.88千m3 ● 2020/12/17

出水堤 でみずつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 宮野2577 不明 大字宮野髙田組 3.0m 15m 3.70千m3 ● 2020/12/17

瀬戸 せと 熊本県 玉名郡長洲町 宮野1484 不明 大字宮野向野組 3.0m 20m 1.80千m3 ● 2020/12/17

十反の堤 じゅったんのつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 宮野2946 不明 長洲町 1.5m 20m 2.10千m3 ― ―

くちの田 くちのた 熊本県 玉名郡長洲町 宮野2878 不明 大字宮野鷲巣組 2.0m 18m 2.05千m3 ● 2020/11/28

だご田 だごた 熊本県 玉名郡長洲町 宮野2802 不明 大字宮野鷲巣組 1.8m 25m 0.65千m3 ● 2020/11/28

新規堤 しんきつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 宮野2722 不明 大字宮野鷲巣組 3.0m 40m 6.35千m3 ● 2020/11/28

丸尾堤 まるおつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 宮野3010 不明 大字宮野宮崎組 5.0m 15m 5.10千m3 ● 2020/12/20 ●

上月道 かみつきどう 熊本県 玉名郡長洲町 永塩797 不明 永塩永方組 3.2m 18m 1.20千m3 ● 2020/12/23 ●

下月道 しもつきどう 熊本県 玉名郡長洲町 永塩963 不明 永塩永方組 2.5m 18m 2.80千m3 ● 2020/12/23

山の平 やまのひら 熊本県 玉名郡長洲町 永塩1191 不明 永塩永方組 2.0m 5m 0.56千m3 ● 2020/12/23

山の堤 やまのつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 永塩1590 不明 永塩永方組 1.8m 12m 2.09千m3 ● 2020/10/25

下鴻の浦 しもこうのうら 熊本県 玉名郡長洲町 永塩572 不明 永塩永方組共有 2.7m 17m 0.85千m3 ● 2020/10/25

稲満南 いなみつみなみ 熊本県 玉名郡長洲町 清源寺1510-1 不明 大字清源寺共有 2.0m 38m 2.68千m3 ● 2020/12/2 ●

大女堤 だいおんなつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 清源寺2150 不明 大字清源寺共有 2.2m 5.0m 6.44千m3 ● 2020/12/2 ●

上飛ヶ浦 かみとびがうら 熊本県 玉名郡長洲町 永塩985 不明 永塩永方組 2.0m 33m 13.50千m3 ● 2020/12/23 ●

上高屋堤 かみたかやつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 折崎1356 不明 折崎折地組共有地 3.0m 21m 1.30千m3 ● 2020/12/9

木曽田の堤 きそたのつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 折崎765 不明 折崎、折地組共有地 4.0m 43m 17.00千m3 ● 2020/11/28

村中堤 むらなかつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 宮野188 不明 大字宮野向野組共有 2.2m 20m 5.00千m3 ● 2020/12/16

長野 ながの 熊本県 玉名郡長洲町 折崎42 不明 折崎折地組共有地 2.2m 25.0m 0.49千m3 ● 2020/12/17

堤下 つつみした 熊本県 玉名郡長洲町 宮野2210 不明 大字宮野向野組 2.1m 19m 1.15千m3 ● 2020/12/17

かんす田 かんすだ 熊本県 玉名郡長洲町 宮野2873 不明 大字宮野鷲巣組 2.5m 30m 1.90千m3 ● 2020/11/28

笹ヶ浦 ささがうら 熊本県 玉名郡長洲町 宮野1778 不明 大字宮野宮崎組 3.6m 29m 6.03千m3 ● 2020/12/20

下飛ヶ浦 しもとびたうら 熊本県 玉名郡長洲町 永塩1013 不明 永塩永方組 3.5m 17m 1.70千m3 ● 2020/12/23

上鴻浦 かみこうのうら 熊本県 玉名郡長洲町 永塩769 不明 永方組共有 2.8m 29m 1.85千m3 ● 2020/12/25

瀬々柳池 せせなぎいけ 熊本県 玉名郡長洲町 長洲547 不明 長洲町 不明 不明 不明 ― ―

赤土ため池 あかつちためいけ 熊本県 玉名郡和水町 上十町264-1、264-2 赤土ため池管理組合 自然人 5.9m 32.0m 5.00千m3 ● 2019/12/23

猿懸ため池 さるかけためいけ 熊本県 玉名郡和水町 上十町770 自然人 自然人 4.6m 37.0m 7.00千m3 ● 2019/9/4

丸尾ため池 まるおためいけ 熊本県 玉名郡和水町 上十町1029 自然人 自然人 3.9m 40.0m 5.00千m3 ● 2019/9/16

大谷ため池 おおたにためいけ 熊本県 玉名郡和水町 山十町1119 自然人 財務省 8.0m 45.0m 55.00千m3 ― ― ●

笹原ため池Ａ ささはらためいけＡ 熊本県 玉名郡和水町 中十町252 自然人 自然人 2.8m 25.0m 1.00千m3 ● 2019/9/24

笹原ため池Ｂ ささはらためいけＢ 熊本県 玉名郡和水町 中十町281 自然人 自然人 5.4m 55.0m 10.00千m3 ● 2019/9/12 ●

門ノ本ため池 もんのもとためいけ 熊本県 玉名郡和水町 中十町400 自然人 自然人 5.1m 30.0m 5.00千m3 ● 2019/9/17 ●
前田（中十町）ため池（上流） まえだ（なかじゅっちょう）ためいけ（じょうりゅう） 熊本県 玉名郡和水町 中十町511 自然人 自然人 6.7m 50.0m 7.00千m3 ● 2019/9/9 ●

前田（中十町）ため池 まえだ（なかじゅっちょう）ためいけ 熊本県 玉名郡和水町 中十町511 自然人 自然人 4.2m 55.0m 6.00千m3 ● 2019/9/9 ●

郷田ため池Ａ ごうだためいけＡ 熊本県 玉名郡和水町 中十町915 自然人 自然人 6.1m 48.0m 6.00千m3 ● 2019/12/25

大桑迫ため池 おおくわさこためいけ 熊本県 玉名郡和水町 上坂楠760 西口大堤組合 自然人 2.5m 21.0m 0.80千m3 ● 2019/9/10 ●

浦部ため池 うらべためいけ 熊本県 玉名郡和水町 上坂楠1092 浦部堤組合 財務省 8.2m 82.0m 79.00千m3 ― ― ●

梶屋原ため池 かじやばるためいけ 熊本県 玉名郡和水町 上坂楠2335 自然人 自然人 5.5m 41.0m 10.00千m3 ● 2019/9/30

榎木谷ため池 えのきだにためいけ 熊本県 玉名郡和水町 上坂楠2561 上東部落水揚 自然人 5.7m 72.0m 14.00千m3 ● 2019/9/17 ●

宮田ため池 みやたためいけ 熊本県 玉名郡和水町 上坂楠2655 上東部落水揚 自然人 5.8m 34.0m 7.00千m3 ● 2019/9/17
片峯大堤ため池（上流） かたみねおおつつみためいけ（じょうりゅう） 熊本県 玉名郡和水町 上坂楠2737 上東部落水揚 自然人 3.6m 25.0m 3.00千m3 ● 2019/9/17

片峯大堤ため池 かたみねおおつつみためいけ 熊本県 玉名郡和水町 上坂楠2703 上東部落水揚 自然人 5.0m 66.0m 11.00千m3 ● 2019/9/17 ●

打越ため池 うちこしためいけ 熊本県 玉名郡和水町 東吉地87 打越ため池管理組合 自然人 3.9m 22.0m 5.00千m3 ● 2019/9/2

小永浦ため池 こながうらためいけ 熊本県 玉名郡和水町 東吉地495 小永浦ため池管理組合 自然人 7.7m 42.0m 20.00千m3 ● 2019/9/8 ●

尾林ため池 おばやしためいけ 熊本県 玉名郡和水町 西吉地972 尾林ため池管理組合 自然人 3.5m 26.0m 4.00千m3 ● 2019/9/15 ●

竹本ため池 たけもとためいけ 熊本県 玉名郡和水町 西吉地1992-2 不明 自然人 6.3m 40.0m 9.00千m3

福田ため池 ふくだためいけ 熊本県 玉名郡和水町 西吉地2306 福田ため池管理組合 自然人 5.2m 28.0m 7.00千m3 ● 2019/9/10 ●

東山ため池Ｂ ひがしやまためいけＢ 熊本県 玉名郡和水町 中和仁197 自然人 自然人 3.1m 22.0m 2.00千m3 ● 2019/9/5

犬ヶ蔵ため池 いんがくらためいけ 熊本県 玉名郡和水町 上和仁471 自然人 自然人 8.0m 43.0m 24.00千m3 ● 2019/12/21
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詰ノ山ため池 つめのやまためいけ 熊本県 玉名郡和水町 上和仁606 自然人 自然人 4.0m 41.0m 9.00千m3 ● 2019/9/6

上棚田ため池 かみたなだためいけ 熊本県 玉名郡和水町 板楠257-3 自然人 自然人 2.7m 27.0m 1.30千m3 ● 2019/9/19

向棚ため池 むこうだなためいけ 熊本県 玉名郡和水町 板楠676 自然人 自然人 5.0m 53.0m 14.40千m3 ● 2019/9/18 ●

丸田ため池(A) まるたためいけ（A) 熊本県 玉名郡和水町 板楠1158-1 自然人 自然人 3.5m 51.0m 25.70千m3 ● 2019/9/26 ●

(上流)丸田ため池(A) （じょうりゅう）まるたためいけ（A) 熊本県 玉名郡和水町 板楠836-1 自然人 自然人 3.0m 65.0m 23.50千m3 ● 2019/12/25

丸田ため池(B) まるたためいけ（B) 熊本県 玉名郡和水町 板楠1168-1 自然人 自然人 4.0m 43.0m 4.69千m3 ● 2019/9/26

丸山ため池 まるやまためいけ 熊本県 玉名郡和水町 板楠1272 自然人 自然人 3.0m 35.0m 10.98千m3 ● 2019/9/10 ●

後倉ため池 うしろくらためいけ 熊本県 玉名郡和水町 板楠2013-2 自然人 自然人 2.5m 15.0m 3.97千m3 ● 2019/9/30

悪田上ため池 あくたがみためいけ 熊本県 玉名郡和水町 板楠2102 日向・柴中区長 自然人 8.0m 100.0m 61.00千m3 ● 2019/9/30 ●

平葉山ため池 ひらばやまためいけ 熊本県 玉名郡和水町 板楠3035 百園水利組合 自然人 6.0m 64.0m 7.25千m3 ● 2019/8/30 ●

桑の迫ため池 くわのさこためいけ 熊本県 玉名郡和水町 野田1113 野田堤係 自然人 5.5m 40.0m 18.98千m3 ● 2019/9/25 ●

椋ノ木ため池 むくのきためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大田黒1456 椋ノ木ため池管理組合 自然人 4.5m 46.0m 13.10千m3 ● 2019/9/17 ●

乙丸ため池 おとまるためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大田黒1560 乙丸ため池管理組合 自然人 6.0m 33.0m 18.70千m3 ● 2019/9/24 ●

鯉子ため池 こいごためいけ 熊本県 玉名郡和水町 津田285 鯉子ため池管理組合 自然人 4.0m 35.0m 10.20千m3 ● 2019/9/2

長田ため池(A) ながたためいけ（A) 熊本県 玉名郡和水町 津田1463 自然人 自然人 2.6m 34.0m 6.50千m3 ● 2019/9/30 ●

丸園ため池 まるぞのためいけ 熊本県 玉名郡和水町 津田2655 丸園ため池管理組合 自然人 4.5m 62.0m 14.37千m3 ● 2019/9/6

四ツ江ため池 よつえためいけ 熊本県 玉名郡和水町 津田2936 四ツ江ため池管理組合 自然人 3.0m 24.0m 6.48千m3 ● 2019/9/2

峯尾田ため池 みねおだためいけ 熊本県 玉名郡和水町 津田3023 峯尾田ため池管理組合 自然人 7.5m 60.0m 40.30千m3 ● 2019/9/2

中寒ため池 ちゅうかんためいけ 熊本県 玉名郡和水町 津田3107 中寒ため池管理組合 自然人 8.5m 56.0m 42.20千m3 ● 2019/9/10

永田ため池 ながたためいけ 熊本県 玉名郡和水町 平野448 永田ため池管理組合 自然人 3.5m 47.0m 3.73千m3 ● 2019/9/4

永田（上流）ため池 ながたためいけ（じょうりゅう） 熊本県 玉名郡和水町 平野451 永田ため池管理組合 自然人 2.5m 40.0m 3.00千m3 ● 2019/9/4

三浦ため池 みうらためいけ 熊本県 玉名郡和水町 岩1070 三浦ため池管理組合 自然人 4.5m 32.0m 13.70千m3 ● 2019/9/30 ●

尾谷ため池 おたにためいけ 熊本県 玉名郡和水町 岩1913 自然人 自然人 4.4m 30.0m 3.90千m3 ● 2029/9/4

松坂ため池 まつざかためいけ 熊本県 玉名郡和水町 瀬川526 白石区長 自然人 6.0m 50.0m 60.00千m3 ● 2019/9/20

野添ため池 のぞえためいけ 熊本県 玉名郡和水町 用木146 原田井手ため池管理組合 自然人 3.0m 40.0m 8.50千m3 ● 2019/9/5

中池ノ平ため池 なかいけのだいらためいけ 熊本県 玉名郡和水町 江田2732 三宝寺溜め池組合 自然人 4.0m 70.0m 4.00千m3 ● 2019/9/11 ●

船木ため池 ふなきためいけ 熊本県 玉名郡和水町 久井原1607、1608 菊水西水利組合 自然人 7.0m 100.0m 50.00千m3 ● 2019/9/30

南池田ため池 みなみいけだ 熊本県 玉名郡和水町 高野2357 南池田ため池管理組合 水掛共有地 4.7m 35.0m 4.00千m3 ● 2019/9/5

石川原ため池 いしかわばる 熊本県 玉名郡和水町 岩尻1274 石川原ため池水利組合 自然人 4.0m 80.0m 14.00千m3 ● 2019/9/25

水上ため池 みずかみためいけ 熊本県 玉名郡和水町 岩尻1508 司観光開発株式会社 株式会社司企画 3.7m 70.0m 4.00千m3 ● 2019/9/1

下ノ堤 しものつつみ 熊本県 玉名郡和水町 下津原2941 下津原中区長 大字下津原中組共有地 3.5m 70.0m 4.00千m3 ● 2019/9/30

七谷ケ浦ため池 ひちたにがうらためいけ 熊本県 玉名郡和水町 下津原1334 下津原東区長 東組共有地 3.5m 55.0m 5.30千m3 ● 2019/8/6

堤ヶ浦2ため池 つつみがうら 熊本県 玉名郡和水町 大字大屋783 大屋区長 大字大屋共有地 3.0m 48.0m 2.10千m3 ● 2019/9/20 ●

大矢坂ため池 おやざかためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大屋898 大屋区長 大字大屋共有地 3.0m 40.0m 2.00千m3 ● 2019/9/20

堤ヶ浦1ため池 つつみがうら 熊本県 玉名郡和水町 大屋813 大屋区長 大字大屋共有地 3.0m 50.0m 2.50千m3 ● 2019/9/20

湯の浦ため池 ゆのうら 熊本県 玉名郡和水町 藤田514 藤田区長 大字藤田共有地 4.5m 70.0m 8.80千m3 ● 2019/12/26

堤下ため池 つつみした 熊本県 玉名郡和水町 原口215 大藤地区水利組合 大江田区自治会 5.0m 80.0m 16.00千m3 ● 2019/9/9 ●

堤上ため池 つつみうえためいけ 熊本県 玉名郡和水町 原口43 大藤地区水利組合 大江田区自治会 5.0m 4.0m 8.50千m3 ● 2019/9/9 ●

浦ため池 うらためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字瀬川字浦707 白石区長 自然人 2.0m 30m 1.40千m3 ● 2019/9/20

道上ため池 みちうえためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字瀬川字道上712 自然人 自然人 1.7m 15m 1.05千m3 ● 2019/9/15

柳迫ため池 やなぎさこためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字瀬川字柳迫1084 白石区長 自然人 3.5m 40m 8.75千m3 ● 2019/9/20

田川ため池1 たがわためいけ1 熊本県 玉名郡和水町 大字日平字田川91 不明 自然人 1.3m 28m 0.39千m3

田川ため池2 たがわためいけ2 熊本県 玉名郡和水町 大字日平字田川79 不明 自然人 1.5m 6m 0.06千m3

東猿田ため池 ひがしさるたためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字江田字東猿田3381 自然人 自然人 3.0m 40m 3.00千m3 ● 2019/9/4

道手ため池 どうでためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字江田字道手3456 自然人 自然人 1.8m 55m 3.24千m3 ● 2019/8/30

山中下ため池 やまなかしもためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字高野字山中1560 山中下ため池組合 水掛共有地 3.2m 50m 6.72千m3 ● 2019/9/2

山中上ため池 やまなかがみためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字高野字山中1543 山中下ため池組合 水掛共有地 4.0m 45m 8.40千m3 ● 2019/9/2

大平ため池 おおひらためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字岩尻字大平228 自然人 自然人 2.5m 65m 6.25千m3 ● 2019/12/23

東山ため池（A） ひがしやまためいけ（A) 熊本県 玉名郡和水町 大字中和仁154 東山Aため池管理組合 自然人 3.1m 22m 2.00千m3 ● 2019/9/6

飛松ため池 とびまつためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字焼米字飛松9 大屋区長 自然人 1.0m 80m 1.30千m3 ● 2019/9/20 ●

長尾ため池 ながおためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字上和仁682 自然人 自然人 3.9m 26m 2.80千m3 ● 2019/9/18

郷田Ｂため池 ごうだためいけ（B) 熊本県 玉名郡和水町 大字中十町942 自然人 自然人 3.7m 21.5m 2.95千m3 ● 2019/12/25

茶屋平ため池 ちゃやびらためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字板楠2333 自然人 自然人 2.1m 17.0m 0.48千m3 ● 2019/9/30

柴中ため池(A) しばなかためいけ（A) 熊本県 玉名郡和水町 大字板楠2651 自然人 自然人 3.4m 32.5m 7.68千m3 ● 2019/12/26 ●

郷田ため池（板楠） ごうだためいけ（いたくす) 熊本県 玉名郡和水町 大字板楠3174、3177 自然人 自然人 4.3m 45.0m 8.20千m3 ● 2019/9/30 ●

高鼻ため池 たかはなためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字上和仁1122-3 自然人 自然人 3.3m 12.0m 1.70千m3 ● 2019/12/24

光徳寺ため池 こうとくじためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字板楠1951 自然人 自然人 3.2m 37.9m 3.90千m3 ● 2019/9/10

太郎浦ため池 たろううらためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字上板楠2090 上東部落水揚 自然人 6.6m 25.5m 3.30千m3 ● 2019/9/17

宮ノ浦ため池 みやのうらためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字上板楠2120 上東部落水揚 自然人 3.7m 28.1m 2.30千m3 ● 2019/9/17
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片峯ため池 かたみねためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字上板楠2193 上東部落水揚 自然人 3.0m 22.0m 1.56千m3 ● 2019/9/17

薄原ため池 すすきわらためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字上板楠2839-31 不明 自然人 5.5m 29.2m 7.94千m3

大坪ため池 おおつぼためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字野田635 野田区 自然人 2.2m 24.6m 0.61千m3 ● 2019/9/26

ハツ江ため池 やつえためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字津田170 八ツ江ため池管理組合 自然人 3.5m 29.0m 5.72千m3 ● 2019/9/2

新替ため池 しんがえためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字津田949 自然人 自然人 5.8m 36.5m 10.60千m3 ● 2019/9/2

前田ため池（津田） まえだためいけ（つだ） 熊本県 玉名郡和水町 大字津田1364 反田ため池管理組合 自然人 1.5m 5.3m 0.28千m3 ● 2019/9/3

長田ため池（Ｂ） ながたためいけ（B) 熊本県 玉名郡和水町 大字津田1502-1 下津田区長 自然人 2.3m 32.5m 2.00千m3 ● 2019/12/24

宮ノ脇ため池 みやのわきためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字津田1992 自然人 自然人 2.1m 20.5m 0.61千m3 ● 2019/9/30

小笹ため池（A) おざさためいけ（A) 熊本県 玉名郡和水町 大字津田2247 自然人 自然人 3.3m 36.0m 0.57千m3 ● 2019/9/30

永浦ため池（A) ながうらためいけ（A) 熊本県 玉名郡和水町 大字津田2302-1 自然人 自然人 2.5m 24.5m 1.60千m3 ● 2019/9/30

永浦ため池（B) ながうらためいけ（B) 熊本県 玉名郡和水町 大字津田2368 自然人 自然人 3.5m 29.0m 3.00千m3 ● 2019/9/2

坪井川ため池 つぼいがわためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字津田2422 自然人 自然人 2.5m 19.5m 0.71千m3 ● 2019/8/30

蟹ヶ迫ため池 かにがさこためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字津田2683 丸園ため池管理組合 自然人 1.2m 75.2m 3.73千m3 ● 2019/9/6

無多田ため池 むただためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字岩3660 不明 自然人 4.6m 32.1m 4.40千m3 ● 2019/12/26

豆塚ため池 まめつかためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字中林179 自然人 自然人 3.2m 25.0m 3.00千m3 ● 2019/12/23

小路ため池 こじためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字東吉地214 自然人 自然人 4.4m 20.9m 3.00千m3 ● 2019/9/7 ●

原口ため池 はらぐちためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字西吉地1136 自然人 自然人 5.1m 40.7m 5.05千m3 ● 2019/12/25

地蔵口ため池(A） じぞうぐちためいけ（A) 熊本県 玉名郡和水町 大字西吉地2710-2 自然人 自然人 4.5m 25.5m 2.30千m3 ● 2019/12/25

地蔵口ため池(B) じぞうぐちためいけ（B) 熊本県 玉名郡和水町 大字西吉地2718-3 自然人 自然人 3.7m 15.0m 2.20千m3 ● 2019/12/25

観音寺ため池 かんおんじためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字中和仁408 西蓮寺ため池管理組合 自然人 4.5m 25.5m 0.82千m3 ● 2019/9/2

西蓮寺ため池 さいれんじためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字上和仁91 自然人 自然人 7.0m 25.7m 1.98千m3 ● 2019/9/25 ●

矢部ため池 やべためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字上和仁1151-2 自然人 自然人 2.3m 24.6m 1.10千m3 ● 2019/12/25

水源ため池（B) すいげんためいけ（B） 熊本県 玉名郡和水町 大字上和仁1260-153 自然人 上和仁共有地 2.5m 29.5m 1.58千m3 ● 2019/10/3

水源ため池（A) すいげんためいけ（A） 熊本県 玉名郡和水町 大字上和仁1260-125 自然人 自然人 8.2m 36.0m 113.10千m3 ● 2019/12/24 ●

和久福石ため池 わくふくいしためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字江田2556 自然人 自然人 3.0m 20.0m 0.16千m3 ● 2019/8/30

古閑ため池 こがためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字内田453 内田自治会 内田区自治会 2.0m 65.0m 0.50千m3 ● 2019/9/19

石ノ本ため池 いしのもとためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字竃門1305 自然人 自然人 2.5m 10.0m 0.50千m3 ● 2019/9/24

大杉道ため池 おおすぎどうためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字久米野514 久米野区長 久米野共有地 4.0m 40.0m 3.00千m3 ● 2019/9/25

上ノ堤 うえのつつみ 熊本県 玉名郡和水町 大字下津原2804 下津原中区長 下津原共有地 3.0m 50.0m 0.50千m3 ● 2019/9/30

柴中ため池（B) しばなかためいけB 熊本県 玉名郡和水町 大字板楠2725 自然人 自然人 4.0m 34.0m 3.40千m3 ● 2019/12/26

吉原ため池 よしはらためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字大田黒1711 自然人 自然人 4.6m 37.0m 7.20千m3 ● 2019/9/17

堤迫ため池 つつみさこためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字大田黒2876 不明 自然人 3.9m 25.0m 2.60千m3

深町ため池 ふかまちためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字大田黒3083 深町ため池管理組合 自然人 3.9m 39.0m 2.40千m3 ● 2019/12/26

陣内ため池 じんないためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字津田582 自然人 自然人 3.7m 19.0m 1.10千m3 ● 2019/9/2

永浦ため池 ながうらためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字平野1117 永浦ため池管理組合 自然人 2.0m 34.0m 1.50千m3 ● 2019/9/12

一井木ため池 いちいぎためいけ 熊本県 玉名郡和水町 大字岩413 自然人 自然人 7.2m 29.0m 8.50千m3 ● 2019/12/26

柿本 かきもと 熊本県 山鹿市 坂田字烏帽子取779 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/15

山口 やまぐち 熊本県 山鹿市 小原１１９６-１番地地先 自然人 小原共有 5.0m 58.0m 4.60千m3 ● 2019/10/30 ●

浦田 うらた 熊本県 山鹿市 小原1519-1 自然人 共有 8.0m 120.0m 20.00千m3 ● 2019/10/30 ●

双子堤 ふたごつつみ 熊本県 山鹿市 山鹿字桜町 山鹿用水組合 小原共有 4.1m 72.0m 3.33千m3 ● 2019/10/30 ●

六田 ろくた 熊本県 山鹿市 小原2005-1 自然人 山鹿市 2.2m 47.0m 1.43千m3 ● 2019/10/30 ●

観福寺 かんぷくじ 熊本県 山鹿市 小原2747 自然人 共有 2.1m 19.0m 0.60千m3 ● 2019/10/30

大野長 おおのなが 熊本県 山鹿市 小原1878-1 自然人 山鹿市 不明 不明 不明 ● 2019/10/30 ●

東大浦 ひがしおおうら 熊本県 山鹿市 椿井 椿井区 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/27

西大浦 にしおおうら 熊本県 山鹿市 椿井字東大浦920 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/27

苗代浦1 なわしろがうら1 熊本県 山鹿市 椿井字苗代ヶ浦707 椿井区 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/27

苗代浦2 なわしろがうら2 熊本県 山鹿市 椿井字苗代ヶ浦718 椿井区 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/27

井の道 いのみち 熊本県 山鹿市 保多田字井の道1143-2 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/5

薬師堂 やくしどう 熊本県 山鹿市 保多田字東屋敷1230 自然人 保多田自治会 不明 不明 不明 ● 2019/11/5

桜町 さくらまち 熊本県 山鹿市 西牧字桜町396 西牧区 山鹿市（西牧共有） 5.4m 35.0m 1.30千m3 ● 2019/10/28 ●

下津留 しもつる 熊本県 山鹿市 西牧字村の下759 西牧区 西牧共有 不明 不明 不明 ● 2019/10/28

金坪 かなつぼ 熊本県 山鹿市 保多田字薬師堂123-1 保多田井手組合 保多田自治会 4.3m 28.0m 0.28千m3 ● 2019/10/29 ●

花川（八幡林） はなかわ（やはたはやし） 熊本県 山鹿市 鍋田213 保多田井手組合 保多田自治会 4.2m 70.0m 2.90千m3 ● 2019/10/29 ●

山添 やまぞえ 熊本県 山鹿市 鍋田字山添1442 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/8

大坪 おおつぼ 熊本県 山鹿市 鍋田字大坪1354 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/30 ●

六田 ろくた 熊本県 山鹿市 鍋田 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/7

歌迫 うたざこ 熊本県 山鹿市 西牧字上の山876 西牧区長 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/28 ●

教塚 きょうづか 熊本県 山鹿市 城字中原4558 平小城南部水利組合 自然人 4.8m 61.0m 4.76千m3 ● 2019/10/24 ●

中原 なかはら 熊本県 山鹿市 城字中原4629 平小城南部水利組合 自然人 4.3m 120.0m 7.00千m3 ● 2019/10/24 ●
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中原2 なかはら2 熊本県 山鹿市 城字京塚4507 自然人 自然人 3.2m 35.0m 1.20千m3 ● 2019/10/24 ●

杉の木 すぎのき 熊本県 山鹿市 小群字福出102 平小城南部水利組合 自然人 4.7m 28.0m 2.20千m3 ● 2019/10/30 ●

蓮堤 はすつつみ 熊本県 山鹿市 小群209 平小城南部水利組合 不明 2.8m 34.0m 1.40千m3 ● 2019/10/30 ●

櫨の木 はぜのき 熊本県 山鹿市 小群213 平小城南部水利組合 自然人 5.5m 29.0m 3.00千m3 ● 2019/10/30 ●

梅迫 うめさこ 熊本県 山鹿市 城字梅迫2909 保柳区 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/30

梅迫2 うめさこ2 熊本県 山鹿市 城字梅迫2896 保柳区 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/30

古閑ノ下 こがのした 熊本県 山鹿市 城字古閑の下1562 鬼天神水利組合 自然人 5.0m 45.0m 2.80千m3 ● 2019/11/25 ●

古閑ノ下4 こがのした4 熊本県 山鹿市 城字古閑の下1503 鬼天神水利組合 自然人 3.8m 38.0m 1.80千m3 ● 2019/11/25 ●

佃 つくだ 熊本県 山鹿市 城字鬼天神1361-1 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/25

鶴山 つるやま 熊本県 山鹿市 城字鶴山1169 自然人 自然人 4.4m 40.0m 15.00千m3 ● 2019/11/25

円通寺 えんつうじ 熊本県 山鹿市 城字円通寺999-2 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/21

穴原 あなばる 熊本県 山鹿市 城穴ノ原3455 自然人 自然人 6.3m 72.0m 15.00千m3 ● 2019/10/21 ●

松ヶ原 まつがはら 熊本県 山鹿市 平山2625 自然人 平山共有 5.8m 50.0m 7.90千m3 ● 2019/10/31 ●

堂ヶ原 どうがはら 熊本県 山鹿市 平山2956 自然人 平山共有 4.6m 55.0m 2.80千m3 ● 2019/10/31 ●

堂ヶ原2 どうがはら2 熊本県 山鹿市 平山2966 自然人 平山共有 5.6m 100.0m 5.90千m3 ● 2019/10/31 ●

桑迫堤 くわんさこつつみ 熊本県 山鹿市 平山字双板2267 自然人 自然人 1.7m 29.0m 0.47千m3 ● 2019/10/28 ●

池田堤 いけだんつつみ 熊本県 山鹿市 平山2107 自然人 自然人 3.8m 45.0m 5.80千m3 ● 2019/10/28 ●

裏田堤 うらたんつつみ 熊本県 山鹿市 平山1523 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/28 ●

カマトコ かまとこ 熊本県 山鹿市 平山4139 自然人 自然人 5.3m 67.0m 15.00千m3 ● 2019/10/24 ●

七郎神 しちろうがみ 熊本県 山鹿市 平山4211 自然人 自然人 3.2m 29.3m 2.58千m3 ● 2019/10/24 ●

梅ヶ谷 うめがたに 熊本県 山鹿市 平山4060 自然人 自然人 3.1m 57.2m 5.19千m3 ● 2019/10/24 ●

くうのす くうのす 熊本県 山鹿市 平山3945 自然人 自然人 3.9m 45.0m 2.00千m3 ● 2019/10/24 ●

鶴林 つるばやし 熊本県 山鹿市 平山4313 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/23

鶴林2（松葉） つるばやし2（まつば） 熊本県 山鹿市 平山4388 自然人 自然人 3.1m 67.0m 2.03千m3 ● 2019/10/24 ●

寿具丸3 じゅくまる3 熊本県 山鹿市 平山6007 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/24

丸の内 まるのうち 熊本県 山鹿市 平山5152 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/24

丸の内2 まるのうち2 熊本県 山鹿市 平山5186 自然人 自然人 2.7m 21.0m 1.10千m3 ● 2019/10/24 ●

梶ヶ原 かじがはる 熊本県 山鹿市 平山5477 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/28

萩之塚 はぎのつか 熊本県 山鹿市 城422 自然人 自然人 6.8m 97.0m 8.50千m3 ● 2019/10/29 ●

萩之塚２ はぎのつか２ 熊本県 山鹿市 城421 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/29

新堤 しんづつみ 熊本県 山鹿市 城389-1 自然人 自然人 4.6m 29.0m 1.40千m3 ● 2019/10/29 ●

池の本 いけのもと 熊本県 山鹿市 城258-2 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/29 ●

東谷 ひがしたに 熊本県 山鹿市 城50 自然人 自然人 4.2m 35.0m 1.10千m3 ● 2019/10/29

土橋 どばし 熊本県 山鹿市 城3812-2 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/5

寺川 てらかわ 熊本県 山鹿市 平山866 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/28

大池 おおいけ 熊本県 山鹿市 平山1252 自然人 平山共有 2.3m 36.3m 1.66千m3 ● 2019/10/28

蓮池 はすいけ 熊本県 山鹿市 平山713-1 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/28 ●

湯の浜 ゆのはま 熊本県 山鹿市 平山3909 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/24

野中島（井上堤） のなかしま（いのうえつつみ） 熊本県 山鹿市 小群73-2 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/30

野添西 のぞえにし 熊本県 山鹿市 津留1192-2 津留土地改良組合 自然人 3.0m 50.0m 2.50千m3 ● 2019/10/30 ●

野添東 のぞえひがし 熊本県 山鹿市 津留1311 津留土地改良組合 自然人 6.0m 40.0m 4.00千m3 ● 2019/10/30 ●

多々羅 たたら 熊本県 山鹿市 津留2708 津留土地改良組合 津留共有 3.7m 47.0m 1.50千m3 ● 2019/10/30 ●

尾の上 おのうえ 熊本県 山鹿市 小坂字尾の上1193-1 山鹿土地改良区 山鹿土地改良区 1.7m 24.8m 0.77千m3 ● 2019/10/30 ●

山中１ やまなか1 熊本県 山鹿市 寺島2010-2 小坂井手水利組合 寺島共有 4.6m 30.0m 3.00千m3 ● 2019/10/28 ●

山中2 やまなか2 熊本県 山鹿市 寺島字山口2010-1 小坂井手水利組合 寺島共有 4.4m 38.5m 3.20千m3 ● 2019/10/28 ●

奥谷 おくたに 熊本県 山鹿市 寺島932 寺島奥谷川水利組合 自然人 4.3m 45.0m 10.00千m3 ● 2019/10/31 ●

奥谷（新） おくたに（しん） 熊本県 山鹿市 大字寺島字奥谷1111-2 寺島奥谷川水利組合 寺島共有 4.0m 70.0m 5.00千m3 ● 2019/10/31 ●

南谷 みなみたに 熊本県 山鹿市 大字寺島字南谷884 寺島奥谷川水利組合 自然人 2.2m 29.8m 1.20千m3 ● 2019/10/31 ●

尾の上2 おのうえ2 熊本県 山鹿市 小坂1092-2 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/30

今寺堤 いまでらつつみ 熊本県 山鹿市 津留2800 津留土地改良組合 津留共有 不明 不明 不明 ● 2019/10/30 ●

堤池 つつみいけ 熊本県 山鹿市 津留2246-3 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/31

みかん山堤1 みかんやまつつみ1 熊本県 山鹿市 津留1821 津留土地改良組合 津留村共有地 不明 不明 不明 ● 2019/10/30

みかん山堤2 みかんやまつつみ2 熊本県 山鹿市 津留2800 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/30

種徳寺ため池 しゅとくじためいけ 熊本県 山鹿市 寺島218 自然人 元寺嶋共有 不明 不明 不明 ● 2019/10/31

中島堤 なかしまつつみ 熊本県 山鹿市 杉1454地番地先 杉ため池水利委員会 杉共有 4.0m 95.0m 3.90千m3 ● 2019/10/31 ●

長堤 ながつつみ 熊本県 山鹿市 杉1462番地地先 杉ため池水利委員会 杉共有 5.0m 37.0m 15.00千m3 ● 2019/10/31 ●

大堤 おおつつみ 熊本県 山鹿市 杉1426番地地先 杉ため池水利委員会 杉共有 5.0m 80.0m 40.00千m3 ● 2019/10/31 ●

上杉堤 かみすぎつつみ 熊本県 山鹿市 杉1358番地地先 杉ため池水利委員会 杉共有 4.0m 40.0m 4.00千m3 ● 2019/10/31 ●

八本木（新）新堤 はちほんぎ（しん）しんつつみ 熊本県 山鹿市 杉字八本木1196 杉ため池水利委員会 杉村共有 不明 不明 不明 ● 2019/10/31 ●
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向坂2 むこうざか２ 熊本県 山鹿市 石1429 不明 石組共有 不明 不明 不明 ● 2019/11/8

菖蒲谷池 しょうぶだにいけ 熊本県 山鹿市 熊入字北原464 熊入町区自治会・村熊入町区 村熊入共有 不明 不明 不明 ● 2019/10/28 ●

店田 たなだ 熊本県 山鹿市 下吉田631-1 下吉田区水利組合 下吉田区自治会 不明 不明 不明 ● 2019/10/30

水上 みずかみ 熊本県 山鹿市 下吉田1067 下吉田区水利組合 下吉田共有 5.0m 57.5m 12.00千m3 ● 2019/10/30 ●

獨海老 ひとりえび 熊本県 山鹿市 下吉田1460 下吉田区水利組合 下吉田共有 5.0m 40.0m 13.70千m3 ● 2019/10/30 ●

頭無 かしらなし 熊本県 山鹿市 名塚1 下吉田区水利組合 下吉田共有 6.0m 60.0m 18.00千m3 ● 2019/10/30 ●

七浦 ななうら 熊本県 山鹿市 名塚284 自然人 自然人 3.5m 39.0m 1.70千m3 ● 2019/10/31 ●

権現の尾（島田） ごんげんのお（しまだ） 熊本県 山鹿市 大字名塚字権現尾611 名塚共有 名塚共有 4.3m 24.3m 5.00千m3 ● 2019/10/31 ●

中原 なかはら 熊本県 山鹿市 名塚974 名塚共有 名塚共有 7.0m 48.0m 15.00千m3 ● 2019/10/31 ●

野馬見 のまみ 熊本県 山鹿市 名塚1067 名塚共有 名塚共有 1.8m 36.5m 1.10千m3 ● 2019/10/31 ●

向坂1 むこうざか１ 熊本県 山鹿市 石1475 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/8

古屋敷 こやしき 熊本県 山鹿市 上吉田437 上吉田区 上吉田区 3.0m 120.0m 3.70千m3 ● 2019/11/1 ●

中堤 なかつつみ 熊本県 山鹿市 上吉田657 上吉田区 上吉田区 5.0m 30.0m 1.60千m3 ● 2019/11/1 ●

新堤 しんづつみ 熊本県 山鹿市 上吉田757 上吉田区 上吉田区 不明 不明 不明 ● 2019/11/1 ●

黒土田 くろつちだ 熊本県 山鹿市 上吉田540 上吉田区 上吉田区 6.0m 110.0m 14.00千m3 ● 2019/11/1

幸福 こうふく 熊本県 山鹿市 上吉田617 上吉田区 上吉田区 4.5m 54.0m 4.00千m3 ● 2019/11/1

西ケ迫（上・下） にしがさこ（うえ・した） 熊本県 山鹿市 上吉田862-1 上吉田区 上吉田区 5.5m 100.0m 3.60千m3 ● 2019/11/1 ●

十福寺 じゅうふくじ 熊本県 山鹿市 上吉田1015 上吉田区 上吉田区 5.5m 70.0m 5.00千m3 ● 2019/11/1 ●

中屋敷 なかやしき 熊本県 山鹿市 上吉田1135 上吉田区 上吉田区 4.5m 45.0m 6.60千m3 ● 2019/11/1 ●

焼尾 やきお 熊本県 山鹿市 上吉田1351 上吉田区 上吉田区 5.5m 25.0m 1.90千m3 ● 2019/11/1 ●

一の瀬（上・下） いちのせ（うえ・した） 熊本県 山鹿市 上吉田1413-1 上吉田区 上吉田区 5.0m 46.5m 2.70千m3 ● 2019/11/1 ●

米原（上・下） よなばる（うえ・した） 熊本県 山鹿市 上吉田1610 上吉田区 上吉田区 4.0m 29.0m 1.30千m3 ● 2019/11/1

堀の内 ほりのうち 熊本県 山鹿市 久原2188-1 自然人 自然人 6.0m 80.0m 13.50千m3 ● 2019/10/29

一ツ目 ひとつめ 熊本県 山鹿市 久原2172-2 宮ノ谷水利組合 宮ノ谷水利組合 5.0m 160.0m 41.10千m3 ● 2019/10/29 ●

山中 やまなか 熊本県 山鹿市 大字久原字山中5875-1 犬塚水利組合 自然人 4.0m 54.5m 3.30千m3 ● 2019/11/1 ●

山中2 やまなか２ 熊本県 山鹿市 大字久原5870-1 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/1

五郎丸 ごろうまる 熊本県 山鹿市 大字久原2983-1 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/31

西郷の堤 さいごうのつつみ 熊本県 山鹿市 大字久原5402-2 霊仙区自治会 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/6

上の堤 うえのつつみ 熊本県 山鹿市 大字久原字本霊仙5603-1 霊仙区自治会 底野・霊仙区自治会 2.9m 101.0m 2.70千m3 ● 2019/11/6 ●

中島の堤 なかしまのつつみ 熊本県 山鹿市 久原5262-1 霊仙区自治会 底野・霊仙区自治会 4.0m 40.0m 3.00千m3 ● 2019/11/6

谷向の堤 たにむかえいのつつみ 熊本県 山鹿市 大字久原字本霊仙5580 霊仙区自治会 底野・霊仙区自治会 3.9m 32.5m 2.40千m3 ● 2019/11/6 ●

寺の上 てらのうえ 熊本県 山鹿市 大字蒲生字百畝町211-1 蒲生区 蒲生共有地 5.5m 61.0m 4.90千m3 ● 2019/11/6 ●

永田 ながた 熊本県 山鹿市 大字蒲生字永田432番 蒲生区 蒲生共有地 5.3m 52.5m 4.00千m3 ● 2019/11/6 ●

七ツ重 ななつえ 熊本県 山鹿市 大字蒲生字七ツ重896-1 自然人 自然人 6.8m 97.0m 5.30千m3 ● 2019/10/30 ●

湯ノ口 ゆのくち 熊本県 山鹿市 蒲生1082-1 山鹿市農村整備課 蒲生共有地 30.0m 161.0m 530.00千m3 ● 2019/10/30 ●

湧尾 わくお 熊本県 山鹿市 大字久原字切迫3868 自然人 久原組共有地 1.0m 38.5m 1.20千m3 ● 2019/11/11 ●

山中池 やまなかいけ 熊本県 山鹿市 久原5758-3 自然人 山鹿市 不明 不明 不明 ― ―

山鹿田 やまがでん 熊本県 山鹿市 方保田1120 山鹿田水利組合 方保田、御宇田 8.0m 360.0m 70.00千m3 ● 2019/10/29 ●

天の川 あまのかわ 熊本県 山鹿市 大字古閑字天の川908 自然人 山鹿市、古閑共有 1.3m 25.0m 2.70千m3 ― ― ●

山伏堤 やんぼしつつみ 熊本県 山鹿市 大字中字長浦1181-1 雲雀町水利組合 自然人 4.3m 31.0m 4.00千m3 ● 2019/10/23 ●

本村 もとむら 熊本県 山鹿市 中字本村288-1 中区自治会 中区自治会 不明 不明 不明 ● 2019/10/30 ●

亀の甲 かめのこう 熊本県 山鹿市 山鹿551-2番地地先 山鹿水利組合 不明 5.0m 46.0m 15.00千m3 ● 2019/10/30 ●

双子堤 ふたごずつみ 熊本県 山鹿市 山鹿36-1 自然人 不明 6.0m 26.0m 20.00千m3 ● 2019/10/30 ●

東野 あずまの 熊本県 山鹿市 鹿北町四丁1829 自然人 自然人 5.9m 30.0m 20.00千m3 ● 2019/10/30 ●

辻浦 つじうら 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生字迫浦3473-12 自然人 大蔵省 不明 不明 不明 ● 2019/11/12 ●

久保 くぼ 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生2390 自然人 自然人 4.9m 65.0m 3.60千m3 ● 2019/10/30 ●

山の口 やまのくち 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生1930 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/10/30 ●

奥山 おくやま 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生2993 自然人 自然人 1.8m 46.1m 0.00千m3 ● 2019/11/5

名子山の堤 なっこやまのつつみ 熊本県 山鹿市 鹿北町岩野4914 自然人 自然人 4.4m 50.0m 1.20千m3 ● 2019/11/1 ●

上段の堤 うえのだんのつつみ 熊本県 山鹿市 鹿北町岩野字柏の木 自然人 不明 不明 不明 不明 ● 2019/11/1 ●

市の根 いちのね 熊本県 山鹿市 鹿北町椎持2975 自然人 南耕地整理組合 不明 不明 不明 ● 2019/11/8

松ヶ浦 まつがうら 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生 自然人 不明 不明 不明 不明 ● 2019/11/6

萩の塚 はぎのつか 熊本県 山鹿市 鹿北町岩野5003-2 不明 自然人 1.0m 11.0m 0.06千m3 ● 2019/10/30

稲籠 いなかご 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生1810-1 自然人 自然人 4.2m 28.0m 2.00千m3 ● 2019/10/30

迫浦 さこうら 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生字迫3651-2 自然人 大蔵省 不明 不明 不明 ● 2019/11/6 ●

桑鶴(四丁) くわづる(しちょう) 熊本県 山鹿市 鹿北町四丁847-4 自然人 自然人 3.1m 33.4m 1.44千m3 ● 2019/11/11 ●

桑鶴(岩野) くわづる(いわの) 熊本県 山鹿市 鹿北町岩野5106-2 自然人 自然人 2.7m 28.4m 0.65千m3 ● 2019/10/30 ●

平 だいら 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生2527-1 自然人 自然人 1.7m 20.0m 0.12千m3 ● 2019/10/30 ●

黒猪上 くろいかみ 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生1689-2 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/6
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黒猪下 くろいしも 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生1629-4 自然人 自然人 2.7m 9.5m 0.57千m3 ● 2019/11/6 ●

片峯 かたみね 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生2828 自然人 自然人 2.6m 9.8m 0.56千m3 ● 2019/11/6 ●

桑原 くわばら 熊本県 山鹿市 和水町上十町871 自然人 桑原耕地整理組合 不明 不明 不明 ● 2019/11/6

後山の堤下 うしろやまのつつみした 熊本県 山鹿市 和水町上十町874 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/1

後山の堤上 うしろやまのつつみうえ 熊本県 山鹿市 鹿北町岩野832-6 宮迫区 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/1

宮迫 みやざこ 熊本県 山鹿市 鹿北町岩野1015番地先 自然人 鹿北町 0.6m 13.0m 0.04千m3 ― ― ●

大久保 おおくぼ 熊本県 山鹿市 鹿北町岩野字下中1937 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/9 ●

戸合 とごう 熊本県 山鹿市 鹿北町椎持 自然人 不明 不明 不明 不明 ● 2019/11/8

黒竜 こくりゅう 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/12

石原 いしわら 熊本県 山鹿市 鹿北町椎持1942 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/8

開山 ひらきやま 熊本県 山鹿市 鹿北町椎持 自然人 不明 不明 不明 不明 ● 2019/11/8

北浦 きたうら 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生3862 自然人 不明 不明 不明 不明 ● 2019/10/31

割石 わりいし 熊本県 山鹿市 菊鹿町上内田1443-1 自然人 不明 不明 不明 不明 ● 2019/10/30

砂小駄 すなこだ 熊本県 山鹿市 菊鹿町相良1113 自然人 自然人 6.0m 41.0m 0.90千m3 ● 2019/11/11

桑原 くわばる 熊本県 山鹿市 菊鹿町上永野1402 自然人 自然人 6.8m 95.0m 1.30千m3 ● 2019/11/9 ●

原口 はらぐち 熊本県 山鹿市 菊鹿町上永野1974 自然人 自然人 7.7m 27.0m 2.00千m3 ● 2019/11/6 ●

西の堤 にしのつつみ 熊本県 山鹿市 菊鹿町上永野 新田井手給水組合 自然人 6.0m 60.0m 20.00千m3 ● 2019/11/8 ●

東の堤 ひがしのつつみ 熊本県 山鹿市 菊鹿町上永野 新田井手給水組合 自然人 6.0m 61.0m 12.00千m3 ● 2019/11/8 ●

高池 たかいけ 熊本県 山鹿市 菊鹿町上永野1842 自然人 山鹿市 5.0m 25.0m 3.00千m3 ― ― ●

太田 おおだ 熊本県 山鹿市 菊鹿町太田178-15 太田水利組合 菊鹿町土地改良区 3.0m 40.0m 10.00千m3 ● 2019/11/6 ●

小畑 おばたけ 熊本県 山鹿市 菊鹿町阿佐古319 自然人 山鹿市 不明 不明 不明 ● 2019/11/7

迫田(A) さこだ（A） 熊本県 山鹿市 菊鹿町宮原403 自然人 自然人 4.0m 25.5m 0.80千m3 ● 2019/11/5 ●

迫田(B) さこだ（B） 熊本県 山鹿市 菊鹿町宮原379 自然人 自然人 3.5m 24.0m 1.10千m3 ● 2019/11/5 ●

迫田(C) さこだ（C） 熊本県 山鹿市 菊鹿町宮原357 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/5

観音寺 かんのんじ 熊本県 山鹿市 菊鹿町池永675 自然人 自然人 3.0m 28.0m 4.00千m3 ● 2019/11/8 ●

瀬戸の口 せとのくち 熊本県 山鹿市 菊鹿町池永747 自然人 松古閑溜池組共有 3.0m 50.0m 2.00千m3 ● 2019/11/8 ●

池田 いけだ 熊本県 山鹿市 菊鹿町池永285-35 自然人 菊鹿町土地改良区 4.0m 50.0m 12.00千m3 ● 2019/11/8 ●

西吉原 にしよしはら 熊本県 山鹿市 菊鹿町池永715 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/8 ●

辻山 つじやま 熊本県 山鹿市 菊鹿町松尾2141-1 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/8

柳迫 やなぎさこ 熊本県 山鹿市 菊鹿町松尾2379 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/8

三反田 さんたんだ 熊本県 山鹿市 菊鹿町松尾2192 大林区 三反田溜池組共有 4.0m 10.0m 1.20千m3 ● 2019/11/8 ●

除の上 よけのうえ 熊本県 山鹿市 菊鹿町1990-1 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/8

小稗方 こひえがた 熊本県 山鹿市 菊鹿町米原144 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/7

屋敷 やしき 熊本県 山鹿市 菊鹿町米原468 自然人 自然人 3.3m 30.0m 0.50千m3 ● 2019/11/7 ●

立野溜池 たてのためいけ 熊本県 山鹿市 菊鹿町木野115 自然人 自然人 4.0m 40.0m 12.00千m3 ● 2019/11/5 ●

阿高1 あだか1 熊本県 山鹿市 菊鹿町木野120 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/5

芳の浦1 よしのうら1 熊本県 山鹿市 菊鹿町木野1124 菊池市堀切水利組合 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/5

芳の浦2 よしのうら2 熊本県 山鹿市 菊鹿町木野989 菊池市堀切水利組合 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/5

菰の浦 こものうら 熊本県 山鹿市 菊鹿町木野 自然人 不明 4.0m 35.0m 8.00千m3 ● 2019/11/5 ●

妙見 みょうけん 熊本県 山鹿市 鹿本町御宇田1371-1 自然人 御宇田共有 4.0m 33.0m 5.00千m3 ● 2019/10/30 ●

本口ため池 ほんぐちためいけ 熊本県 山鹿市 鹿本町御宇田1275 自然人 御宇田共有 3.1m 50.0m 4.00千m3 ● 2019/10/30 ●

新堤 しんつつみ 熊本県 山鹿市 鹿本町御宇田919 自然人 御宇田共有 3.5m 74.0m 2.00千m3 ● 2019/10/30 ●

成竹 なるたけ 熊本県 山鹿市 鹿北町御字田字後迫8 自然人 御宇田共有 不明 不明 不明 ● 2019/10/30 ●

上村 うえむら 熊本県 山鹿市 鹿本町御宇田字上村13 自然人 御宇田共有 不明 不明 不明 ● 2019/10/30

茶臼 ちゃうす 熊本県 山鹿市 鹿本町津袋802 自然人 共有 5.5m 50.0m 1.30千m3 ● 2019/10/28 ●

浦田堤(A) うらたつつみ（A） 熊本県 山鹿市 鹿本町津袋615-1 津袋区自治会 内田川地区土地改良区 8.1m 36.0m 17.90千m3 ● 2019/10/28 ●

浦田堤(B) うらたつつみ（B） 熊本県 山鹿市 鹿本町津袋714 津袋区自治会 共有 5.8m 20.5m 0.20千m3 ● 2019/10/28

大塚 おおつか 熊本県 山鹿市 鹿本町津袋字大塚548-9 津袋区自治会 内田川地区土地改良区 不明 不明 不明 ● 2019/10/28

豆田 まめだ 熊本県 山鹿市 鹿本町小島字豆田94 小嶋区 小嶋共同 不明 不明 不明 ● 2019/10/17

久野堤 ひさのつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町千田久野1626-1 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/7 ●

上千田堤 かみちだつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町千田4131-1 上千田区 上千田組共有 5.6m 53.2m 3.50千m3 ● 2019/11/7 ●

五ヶ村堤 ごかむらつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町広1252-1 上千田区 千田、持松組共有 7.2m 58.8m 6.70千m3 ● 2019/11/7 ●

井迫堤 いのさこつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町広1790 水原区 廣村組共有 5.6m 34.6m 1.00千m3 ● 2019/11/8 ●

上広古堤 かみひろふるつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町広3251-2 上広区 上広区 7.3m 350.0m 54.00千m3 ● 2019/11/11 ●

持松堤 もちまつつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町持松1082 持松東区、持松西区 持松組共有 8.4m 37.0m 18.30千m3 ● 2019/11/6 ●

山口堤 やまぐちつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町岩原4096 岩原区 共有 7.1m 55.7m 17.70千m3 ● 2019/11/6 ●

苦竹堤 にがたけつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町岩原2897-1 岩原区 共有地 6.1m 66.5m 15.00千m3 ● 2019/11/6 ●

下獺浦ため池 しもおそのうらためいけ 熊本県 山鹿市 鹿央町岩原5029-1 上岩原区 共有財産管理組合 6.6m 53.0m 5.80千m3 ● 2019/9/24 ●

中堤 なかつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町岩原4046 岩原区 共有 6.1m 45.0m 5.00千m3 ● 2019/11/6 ●



(1)名称 (2)読み (3)所在地 (4)管理者 (5)所有者 (6)堤高 (7)堤頂長 (8)総貯水量

(m) (m) (千m3)

届出の有無
●：届出済
―：届出不要

届出年月日

（10）防災
重点ため
池の選定

状況
●：選定

（9）届出

奥山堤 おくやまつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町岩原4352 岩原区 共有地 6.5m 50.0m 1.00千m3 ● 2019/11/6 ●
中浅井ため池（浅井第2） なかあさいためいけ 熊本県 山鹿市 鹿央町岩原4517 上岩原区 岩原共有 5.2m 41.0m 1.00千m3 ● 2019/9/24 ●
上浅井ため池（浅井第1） かみあさいためいけ 熊本県 山鹿市 鹿央町岩原4512 上岩原区 岩原共有 3.3m 39.5m 1.00千m3 ● 2019/9/24 ●
下浅井ため池（浅井第3） しもあさいため池 熊本県 山鹿市 鹿央町岩原4653-1 上岩原区 岩原共有 8.2m 109.1m 20.00千m3 ● 2019/9/24 ●

桑鶴ため池 くわづるためいけ 熊本県 山鹿市 鹿央町岩原5037番地 上岩原区 共有財産管理組合 不明 不明 不明 ● 2019/9/24

荒平堤 あらひらつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町岩原2695 岩原区 岩原共有 10.6m 60.4m 30.00千m3 ● 2019/11/6 ●

平井戸堤 ひらいどつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町合里1576-3 下米野区 自然人 4.2m 54.0m 6.50千m3 ● 2019/11/5 ●

新(合里)堤 しん(あいさと)つつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町合里3445-2 米野区 自然人 8.2m 135.0m 48.00千m3 ● 2019/11/5 ●

建立寺堤 けんりゅうじつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町合理 米野区 自然人 2.7m 20.5m 2.20千m3 ● 2019/11/5 ●

前田堤 まえだつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町合里627 下米野区 下米野組共有 6.8m 70.0m 6.00千m3 ● 2019/11/5 ●

松坂堤 まつざかつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町合里松坂2272 堂米野区 堂米野組共有 不明 不明 不明 ● 2019/11/29 ●

新（萩原）堤1 しん（はぎわら）つつみ1 熊本県 山鹿市 鹿央町合里860 下米野区 下米野組共有 不明 不明 不明 ● 2019/11/5

瀬戸堤 せとつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町合里3581 自然人 不明 不明 不明 不明 ● 2019/11/8

冷水堤 ひやみずつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町合里4224 自然人 岩倉組共有 不明 不明 不明 ● 2019/11/8

新（萩原）堤2 しん（はぎわら）つつみ2 熊本県 山鹿市 鹿央町合里1051 下米野区 下米野組共有 不明 不明 不明 ● 2019/11/5

重倉の堤 しげくらのつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町合里4565 自然人 岩倉組共有 不明 不明 不明 ● 2019/11/8

延田堤 えんだつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町合里5652 自然人 山鹿市 不明 不明 不明 ― ―

汁出堤 しるでつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町合里5409-1 自然人 姫井組共有 不明 不明 不明 ● 2019/11/11

亀甲堤 きっこうつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町合里5163 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/11 ●

余内堤 よないつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町梅木谷18-1 所尾水利組合 自然人 3.5m 33.0m 1.40千m3 ● 2019/11/5 ●

古閑堤 こがつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町梅木谷309 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/4

清水口堤 しみずぐちつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町梅木谷579 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/5

吉口堤 よしぐちつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町梅木谷855 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/4

大町堤 おおまちつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町北谷1101 大町水利組合 自然人 5.1m 51.0m 10.00千m3 ● 2019/11/3 ●

石久保堤 いしくぼつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町北谷1089 大町水利組合 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/3

嘘谷堤 うそんたにつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町北谷265地先 自然人 自然人 4.6m 41.0m 3.80千m3 ● 2019/11/5 ●

中原堤 なかばるつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町仁王堂1628 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/4

うらご堤 うらごつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町仁王堂489 仁王堂水利組合 自然人 2.7m 14.0m 0.40千m3 ● 2019/11/4 ●

下中谷堤 しもなかだにつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町仁王堂292 下中谷水利組合 自然人 4.1m 31.0m 1.00千m3 ● 2019/11/4 ●

上中谷堤 かみなかたにつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町仁王堂291 上中谷水利組合 自然人 3.1m 42.0m 1.00千m3 ● 2019/11/4 ●

新（霜野）堤 しん（しもの）つつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町霜野1760 自然人 自然人 6.4m 42.0m 10.10千m3 ● 2019/11/5 ●

宮堤 みやつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町大浦426 自然人 自然人 5.6m 23.0m 0.80千m3 ● 2019/11/10 ●

山ノ神堤 やまのかみつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町大浦404 自然人 自然人 4.2m 38.4m 1.70千m3 ● 2019/11/10 ●

後谷堤 うしろだにつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町大浦426 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/6

東堤 ひがしつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町中浦1528 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/6

下堤 しもつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町中浦274-1 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/11/6

筒平堤 つつびらつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町合里5318 姫井組 姫井組共有 不明 不明 不明 ● 2019/11/11

役犬原 やくいんばる 熊本県 阿蘇市 役犬原255地先 西役犬原区 阿蘇市 1.4m 25.0m 1.00千m3 ― ―

年の神 としのかみ 熊本県 阿蘇市 黒川1230地先 (上西黒川、元黒川、南黒川) 阿蘇市 1.5m 32.0m 0.40千m3 ― ―

新道 しんどう 熊本県 阿蘇市 永草2313-1地先 永草区組合 国土交通省 2.8m 87.0m 3.00千m3 ― ―

岩倉 いわくら 熊本県 阿蘇市 永草1529-2地先 枳（げず）区 阿蘇市 3.0m 25.0m 2.00千m3 ― ―

市の川（西） いちのかわにし 熊本県 阿蘇市 永草1594-2地先 市ノ川水利組合 国土交通省 7.2m 94.0m 42.00千m3 ― ―

市の川（東） いちのかわひがし 熊本県 阿蘇市 永草1554-1地先 枳（げず）区 阿蘇市 1.5m 32.0m 1.00千m3 ― ―

車帰 くるまがえり 熊本県 阿蘇市 車帰283地先 車帰区 阿蘇市 2.5m 148.0m 8.00千m3 ― ―

坂の下 さかのした 熊本県 阿蘇市 車帰669-2地先 車帰区 阿蘇市 1.0m 40.0m 0.10千m3 ― ―

跡ヶ瀬 あどがせ 熊本県 阿蘇市 跡ヶ瀬416地先 跡ヶ瀬区 阿蘇市 4.0m 296.0m 25.00千m3 ― ―

三久保 みくぼ 熊本県 阿蘇市 三久保285地先 折戸堤水利組合 阿蘇市 1.9m 95.0m 4.00千m3 ― ―

赤水（西） あかみず（にし） 熊本県 阿蘇市 赤水字天神山834番地先 赤水砂間水利組合 阿蘇市 1.2m 36.0m 0.25千m3 ― ―

神石 かみいし 熊本県 阿蘇市 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨1826-1 不明 不明 3.7 103 1.60千m3 ● 2019/9/25

坂ノ下 熊本県 阿蘇郡南小国町 熊本県阿蘇郡南小国町大字中原1192-2 不明 不明 3 55.6 1.70千m3

田尻 たじり 熊本県 阿蘇郡南小国町 熊本県阿蘇郡南小国町大字中原1250 不明 南小国町 不明 不明 不明 ― ―

田尻ため池 たじりためいけ 熊本県 阿蘇郡南小国町 熊本県阿蘇郡南小国町大字中原1092-2 不明 不明 不明 不明 不明 ● 2019/11/29

十三部ため池 じゅうさんぶためいけ 熊本県 阿蘇郡南小国町 熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺3635-2 自然人 自然人 2.0m 24.5m 1.71千m3 ● 2019/12/2

尾園 おぞの 熊本県 阿蘇郡小国町 宮原3480-1地先 石井尾園農事組合 不明 4.5m 54.0m 8.00千m3 ● 2019/12/25

田ノ口 たのくち 熊本県 阿蘇郡小国町 下城4634-1地先 田ノ尻農事組合 不明 12.6m 50.0m 5.00千m3 ● 2019/12/25

江古尾 えこお 熊本県 阿蘇郡小国町 大字上田字高原924 江古尾・下江古尾集落 不明 3.0m 50.0m 2.00千m3 ● 2019/12/25

秋原 熊本県 阿蘇郡小国町 熊本県阿蘇郡小国町大字下城字田ノ口4634-1 不明 小国町 3 40 1.70千m3 ― ―

片田 熊本県 阿蘇郡小国町 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原字白髭 不明 小国町 3 50 3.00千m3 ― ―

土田 ほんだ 熊本県 阿蘇郡小国町 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原字浦山979 不明 不明 5 43 4.00千m3 ● 2019/12/25
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戸角 とすみ 熊本県 阿蘇郡小国町 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原字白髭3023-1 不明 不明 2.4 30 0.30千m3 ● 2019/12/25

岳ノ湯 たけのゆ 熊本県 阿蘇郡小国町 熊本県阿蘇郡小国町大字西里字中野2858 不明 不明 0.5 30 0.50千m3 ● 2019/12/25

下鶴 熊本県 阿蘇郡小国町 熊本県阿蘇郡小国町大字黒渕字宝来2519 不明 小国町 3.3 30 0.70千m3 ― ―

内山池 うちやまいけ 熊本県 阿蘇郡高森町 高森1759 内山水利組合 高森町 5.5m 63.0m 5.00千m3 ― ― ●

坊ヶ平池 ぼうがひらいけ 熊本県 阿蘇郡高森町 高森1180 坊ヶ平水利組合 高森町 5.7m 115.0m 8.00千m3 ― ― ●

小津留 こづる 熊本県 阿蘇郡高森町 高森1274地先 宮園井出水利組合 自然人 3.4m 68.0m 3.00千m3 ● 2019/11/28

芝原 しばはら 熊本県 阿蘇郡高森町 高森570-1地先 芝原水利組合 熊本県 5.2m 80.0m 5.00千m3 ― ― ●

津留 つる 熊本県 阿蘇郡高森町 野尻1295地先 自然人 高森町 4.2m 32.0m 3.00千m3 ― ―

別所 べっしょ 熊本県 阿蘇郡高森町 高森1065地先 別所堤水利組合 高森町 4.4m 132.0m 19.00千m3 ― ― ●

含蔵寺 がんぞうじ 熊本県 阿蘇郡高森町 大字高森字須坂1804番地1 含蔵寺水利組合 高森町 3.4m 30.0m 2.50千m3 ― ― ●

下小森ため池1 しもこもりためいけいち 熊本県 阿蘇郡西原村 小森735 小森土地改良区 西原村 3.4m 150.0m 24.40千m3 ― ― ●

下小森ため池2 しもこもりためいけに 熊本県 阿蘇郡西原村 小森724 小森土地改良区 西原村 5.5m 447.0m 19.60千m3 ― ― ●

布田ため池 ふたためいけ 熊本県 阿蘇郡西原村 布田1978 小鶴田水利組合 西原村 5.0m 294.0m 30.00千m3 ― ― ●

宮山 みややま 熊本県 阿蘇郡西原村 宮山829地先 宮山土地改良組合 西原村 8.0m 53.0m 10.00千m3 ― ― ●

琵琶 びわ 熊本県 阿蘇郡西原村 布田1291地先 琵琶提水利組合 西原村 4.2m 30.0m 12.00千m3 ― ―

新屋敷 しんやしき 熊本県 阿蘇郡西原村 布田1853地先 玉田堤水利組合 西原村 3.7m 33.0m 1.00千m3 ― ―

浜の谷 はまのたに 熊本県 阿蘇郡西原村 熊本県阿蘇郡西原村大字河原字灰床 浜の谷水利組合 西原村 3 70 10.00千m3 ― ―

下野(1) しものためいけいち 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 下野655-1地先 下野地区水利組合 公有地(県道) 2.8m 50.0m 23.00千m3 ― ―

下野(2) しものためいけに 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 下野793地先 下野地区水利組合 公有地(南阿蘇村) 8.3m 46.0m 2.00千m3 ― ―

乙ヶ瀬(1) おとがせためいけいち 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 長野2119地先 乙ヶ瀬地区水利組合 公有地(南阿蘇村) 5.1m 64.0m 5.00千m3 ― ―

乙ヶ瀬(2) おとがせためいけに 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 長野2119地先 乙ヶ瀬地区水利組合 公有地(南阿蘇村) 3.4m 115.0m 6.00千m3 ― ―

喜多 きたためいけ 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 河陽3442-5地先 喜多水利組合 公有地(南阿蘇村) 6.7m 56.0m 9.00千m3 ― ―

地獄 じごくためいけ 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 河陽2313地先 袴野地区 公有地(南阿蘇村) 6.6m 56.0m 3.00千m3 ― ―

明神 みょうじんためいけ 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 吉田1382地先 町前地区水利組合 公有地(南阿蘇村) 4.5m 80.0m 8.00千m3 ― ―

沢津野 さわづの 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 河陽1705-1地先 不明 公有地(南阿蘇村) 3.8m 100.0m 11.00千m3 ― ―

犬の馬場 いぬのばば 熊本県 八代市 二見下大野町1405 下大野農家組合 国（官有地） 2.0m 30.0m 1.20千m3 ― ―

宮田 みやた 熊本県 八代市 二見本町2521 宮田の池水利組合 国（官有地） 4.0m 70.0m 11.00千m3 ― ―

山の田 やまのた 熊本県 八代市 二見下大野 自然人 自然人 1.0m 20.0m 2.70千m3 ● 2019/12/25

登尾 のぼりお 熊本県 八代市 二見本町 本町農家組合 八代市（法定外水路） 1.7m 70.0m 3.60千m3 ― ―

内野（1） うちの（1） 熊本県 八代市 二見野田崎 内野水利組合 自然人 2.4m 20.0m 3.60千m3 ● 2019/12/13

内野（2） うちの（2） 熊本県 八代市 二見野田崎 内野水利組合 自然人 1.6m 30.0m 1.80千m3 ● 2019/12/24

蕨野 わらびの 熊本県 八代市 大字北蕨野 自然人 自然人 2.5m 17.0m 0.51千m3 ● 2019/10/16

陰平（1） かげひら（1） 熊本県 八代市 大字河俣陰平 自然人 自然人 1.0m 11.0m 0.17千m3 ● 2019/10/16

秀川内 ひでかわうち 熊本県 八代市 坂本町鶴喰 八代市（管理委託先：坂本町鶴喰地区） 八代市 4.2m 79.0m 5.20千m3 ― ― ●

竹ノ迫 たけのさこ 熊本県 八代市 坂本町鶴喰 八代市（管理委託先：坂本町鶴喰地区） 八代市 3.6m 154.0m 7.16千m3 ― ― ●

轟 とどろき 熊本県 八代市 坂本町鶴喰 八代市（管理委託先：坂本町鶴喰地区） 八代市 4.8m 125.0m 9.80千m3 ― ― ●

大平１号 おおひらいちごう 熊本県 八代市 坂本町渋利 八代市（管理委託先：坂本町渋利地区） 八代市 4.5m 12.0m 2.25千m3 ― ― ●

大平２号 おおひらにごう 熊本県 八代市 坂本町渋利 八代市（管理委託先：坂本町渋利地区） 八代市 3.0m 60.0m 6.05千m3 ― ― ●

上川１号 かみかわいちごう 熊本県 八代市 坂本町渋利 八代市（管理委託先：坂本町渋利地区） 八代市 4.2m 78.0m 5.42千m3 ― ― ●

上川２号 かみかわにごう 熊本県 八代市 坂本町渋利 八代市（管理委託先：坂本町渋利地区） 八代市 4.7m 34.0m 1.67千m3 ― ― ●

水谷 みずたに 熊本県 八代市 坂本町渋利 八代市（管理委託先：坂本町渋利地区） 八代市 3.4m 59.2m 1.29千m3 ― ― ●

萩尾 はぎお 熊本県 八代市 二見下大野町2196 自然人 国（官有地） 3ｍ 30ｍ 2.70千m3 ― ―

平原 ひらばる 熊本県 八代市 岡町中1580 岡中農家組合 国（官有地） 7ｍ 120ｍ 42.00千m3 ― ―

一の木場（1） いちのこば（1） 熊本県 八代市 東陽町小浦5626-4 自然人 自然人 2ｍ 14.5ｍ 0.17千m3 ● 2019/10/24

一の木場（2） いちのこば（2） 熊本県 八代市 東陽町小浦 自然人 自然人 4ｍ 25ｍ 1.25千m3 ● 2019/10/24

一の木場（3） いちのこば（3） 熊本県 八代市 東陽町小浦 自然人 自然人 3ｍ 20ｍ 0.80千m3 ● 2019/10/18

大久保（1） おおくぼ（1） 熊本県 八代市 東陽町小浦 自然人 自然人 2ｍ 12ｍ 0.12千m3 ● 2019/10/29

大久保（2） おおくぼ（2） 熊本県 八代市 東陽町小浦 自然人 自然人 2ｍ 23ｍ 0.52千m3 ● 2019/10/29

大久保（3） おおくぼ（3） 熊本県 八代市 東陽町小浦 自然人 自然人 2ｍ 16ｍ 0.36千m3 ● 2019/10/24

天神木場（1） てんじんこば（1） 熊本県 八代市 東陽町小浦 自然人 自然人 1ｍ 8ｍ 0.12千m3 ● 2019/10/24

天神木場（2） てんじんこば（2） 熊本県 八代市 東陽町小浦 自然人 自然人 3ｍ 16ｍ 0.64千m3 ● 2019/10/24

陰平（2） かげひら（2） 熊本県 八代市 東陽町河俣陰平 自然人 自然人 1.5m 18.0m 0.41千m3 ● 2019/10/16

陰平（3） かげひら（3） 熊本県 八代市 東陽町河俣陰平 自然人 自然人 1.5m 8.0m 0.06千m3 ● 2019/10/16

小谷迫 こたにさこ 熊本県 八代市 東陽町河俣 自然人 自然人 2.0m 16.5m 0.25千m3 ● 2019/12/26

六工区 ろっこうく 熊本県 八代市 郡築十二番町 群築地緑団体協議会 群築地緑団体協議会 不明 不明 不明 ● 2019/12/27

天神木場（3） てんじんこば（3） 熊本県 八代市 東陽町小浦 自然人 自然人 2ｍ 5m 0.18千m3 ● 2019/10/24

大谷（1） おおたに（1） 熊本県 八代市 東陽町小浦 自然人 自然人 3ｍ 8m 0.07千m3 ● 2019/10/18

大谷（2） おおたに（2） 熊本県 八代市 東陽町小浦 自然人 自然人 2ｍ 15m 0.30千m3 ● 2019/10/24

ひょうたん ひょうたん 熊本県 八代郡氷川町 高塚東新城306 高塚区 氷川町 3.0m 250.0m 6.00千m3 ― ―
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小門 こかど 熊本県 八代郡氷川町 高塚西新城596 高塚区 高塚区 2.5m 60.0m 1.00千m3 ● 2019/11/25

小越 こごし 熊本県 八代郡氷川町 栫小越539-1 栫地区 氷川町 5.0m 16.0m 2.00千m3 ― ―

小越 こごし 熊本県 八代郡氷川町 栫小越502 栫地区 栫地区 5.0m 15.0m 4.00千m3 ● 2019/11/25

小柳 こやなぎ 熊本県 八代郡氷川町 栫小柳2 栫地区 栫地区 2.0m 45.0m 0.14千m3 ● 2019/11/25

今宮 いまみや 熊本県 八代郡氷川町 早尾今宮759 早尾地区 早尾地区 5.0m 15.0m 0.76千m3 ● 2019/11/22

早尾原 はやおばる 熊本県 八代郡氷川町 早尾早尾原1749 早尾地区 建設省 3.0m 30.0m 0.90千m3 ― ―

笠松堤 かさまつつつみ 熊本県 八代郡氷川町 高塚 福島昇 高塚地区 1.5m 20.0m 1.00千m3 ● 2019/11/25

山下 やました 熊本県 八代郡氷川町 栫山下106-2 栫地区 氷川町 5.0m 32.0m 2.00千m3 ― ―

平原 ひらばる 熊本県 八代郡氷川町 大字早尾 坊屋敷地区 早尾地区 3.2m 23.0m 1.14千m3 ● 2019/11/22

大迫1号ため池 おおさこ1ごうためいけ 熊本県 水俣市 大迫407 大迫1号水利組合 自然人 3.0m 20.0m 1.20千m3 ● 2019/12/16

野川ため池 のがわためいけ 熊本県 水俣市 長崎1427 南田ため池水利組合 自然人 5.0m 70.0m 6.80千m3 ● 2019/9/24 ●

南志水ため池 みなみしみずためいけ 熊本県 水俣市 袋1502-2 袋貯水池水利組合 水俣市 10.1m 121.0m 59.30千m3 ― ― ●

無田1号ため池 むた1ごうためいけ 熊本県 水俣市 越小場1479-2 無田水利組合 自然人 4.0m 39.0m 9.90千m3 ● 2019/9/18 ●

無田2号ため池 むた2ごうためいけ 熊本県 水俣市 越小場1528-35 無田水利組合 不明 4.0m 94.0m 6.90千m3 ● 2019/9/18 ●

日当野ため池 ひとのためいけ 熊本県 水俣市 越小場112-2 日当野農業用水管理組合 水俣市 4.1m 138.0m 4.50千m3 ― ― ●

大迫2号ため池 おおさこ2ごうためいけ 熊本県 水俣市 大迫字坂下285-1 大迫2号水利組合 自然人 3.0m 20.0m 1.50千m3 ● 2019/9/10 ●

月浦中茂1号ため池 つきのうらなかしげ1ごうためいけ 熊本県 水俣市 月浦字中茂582 水俣市中茂水利組合 水俣市 2.6m 78.0m 0.95千m3 ― ― ●

月浦中茂4号ため池 つきのうらなかしげ4ごうためいけ 熊本県 水俣市 月浦字中茂651-2 水俣市中茂水利組合 水俣市 2.7m 69.5m 0.85千m3 ― ― ●

月浦中茂2号ため池 つきのうらなかしげ2ごうためいけ 熊本県 水俣市 月浦字中茂572-1 水俣市中茂水利組合 水俣市 2.1m 105.0m 3.82千m3 ― ― ●

月浦中茂3号ため池 つきのうらなかしげ3ごうためいけ 熊本県 水俣市 月浦字中茂535 水俣市中茂水利組合 水俣市 2.4m 125.0m 1.93千m3 ― ― ●

北園ため池 きたぞのためいけ 熊本県 水俣市 陳内北園165 水俣市 水俣市 不明 不明 不明 ― ― ●

八ノ窪ため池 はちのくぼためいけ 熊本県 水俣市 江添字八ノ窪760-43 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/9/11 ●

大川ため池 おおかわためいけ 熊本県 水俣市 大川字豆尾595-1 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/9/9 ●

招川内ため池 まんぱためいけ 熊本県 水俣市 湯出字招川内263-12 自然人 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/12/12 ●

初野ため池 はつのためいけ 熊本県 水俣市 初野505 不明 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/12/18 ●

木臼野ため池 きうすのためいけ 熊本県 水俣市 長崎木臼野236-1 自然人 不明 不明 不明 不明 ● 2019/12/13

大矢 おおや 熊本県 葦北郡芦北町 女島376 自然人 自然人 1.6m 20.5m 0.10千m3 ● 2019/11/18 ●

大迫 おおさこ 熊本県 葦北郡芦北町 女島2192-1 金ヶ渕水利組合 自然人 4.1m 20.0m 1.30千m3 ● 2019/11/14 ●

山川1号 やまかわいちごう 熊本県 葦北郡芦北町 湯浦1152 自然人 芦北町 4.9m 94.5m 6.40千m3 ― ― ●

山川2号 やまかわにごう 熊本県 葦北郡芦北町 湯浦1150-2 自然人 芦北町 4.1m 88.0m 4.20千m3 ― ―

山川3号 やまかわさんごう 熊本県 葦北郡芦北町 湯浦1146 自然人 芦北町 5.5m 109.0m 9.70千m3 ― ― ●

山川4号 やまかわよんごう 熊本県 葦北郡芦北町 湯浦1124-1 自然人 芦北町 4.1m 55.0m 4.80千m3 ― ― ●

橋本1号 はしもといちごう 熊本県 葦北郡芦北町 湯浦778 自然人 芦北町 3.2m 34.0m 1.90千m3 ― ― ●

橋本2号 はしもとにごう 熊本県 葦北郡芦北町 湯浦780、781、797-1、797-2 自然人 芦北町 3.0m 79.0m 4.20千m3 ― ― ●

橋本3号 はしもとさんごう 熊本県 葦北郡芦北町 湯浦802 自然人 芦北町 4.0m 79.0m 4.00千m3 ― ― ●

荷床 にとこ 熊本県 葦北郡芦北町 古石1475-35 自然人 自然人 2.0m 16.0m 0.50千m3 ● 2019/9/10 ●

兼丸迫 かねまるさこ 熊本県 葦北郡芦北町 八幡481 兼丸川水利組合 建設省 4.0m 26.0m 3.20千m3 ― ― ●

田代 たしろ 熊本県 葦北郡芦北町 湯浦無番地 田代水利組合 芦北町 2.0m 17.0m 1.00千m3 ― ―

江良迫 えらさこ 熊本県 葦北郡芦北町 井牟田無番地 江良迫ため池水利組合 芦北町 5.7m 47.0m 4.10千m3 ― ― ●

山後 やまのうしろ 熊本県 葦北郡芦北町 田浦無番地 山後水利組合 芦北町 3.2m 24.0m 1.00千m3 ― ― ●

多々良 たたら 熊本県 葦北郡芦北町 田浦無番地 多々良ため池水利組合 芦北町 5.2m 25.0m 5.40千m3 ― ― ●

小群川内 こぶれがわうち 熊本県 葦北郡芦北町 田浦3216-1 小群川内ため池水利組合 国土交通省 5.7m 56.0m 10.20千m3 ― ― ●

松蔭 しょういん 熊本県 葦北郡芦北町 田浦3371 松陰ため池水利組合 内務省 3.2m 22.0m 0.50千m3 ― ―

堤迫 つつみさこ 熊本県 葦北郡芦北町 大字湯浦字東俣698 水俣市中茂水利組合 芦北町 0.9m 18.3m 0.10千m3 ― ―

園川内 そのかわうち 熊本県 葦北郡芦北町 大字桑原字園川内238 水俣市中茂水利組合 芦北町 4.0m 53.0m 1.15千m3 ― ―

女島1 めしまいち 熊本県 葦北郡芦北町 大字湯浦字大平1651-1 水俣市中茂水利組合 芦北町 3.0m 28.0m 1.14千m3 ― ― ●

風穴 かざあな 熊本県 葦北郡芦北町 白木字風穴859-1 自然人 芦北町 5.3m 77.3m 11.33千m3 ― ―

長迫1号 ながさこいちごう 熊本県 葦北郡芦北町 白木字長迫757 自然人 芦北町 5.3m 67.0m 5.95千m3 ― ―

長迫2号① ながさこにごう① 熊本県 葦北郡芦北町 白木字長迫725 自然人 芦北町 2.8m 46.6m 2.15千m3 ― ― ●

長迫2号② ながさこにごう② 熊本県 葦北郡芦北町 白木字長迫726-1 自然人 芦北町 5.0m 44.3m 3.23千m3 ― ― ●

金ヶ本1号 かねがもといちごう 熊本県 葦北郡芦北町 白木字金ヶ本231 自然人 芦北町 5.4m 72.5m 11.05千m3 ― ―

金ヶ本2号 かねがもとにごう 熊本県 葦北郡芦北町 白木字谷俣292 自然人 芦北町 3.8m 103.0m 11.90千m3 ― ―

天月① あまつき① 熊本県 葦北郡芦北町 白木字長谷95 自然人 芦北町 5.0m 77.8m 3.59千m3 ― ―

天月② あまつき② 熊本県 葦北郡芦北町 白木字長谷96 自然人 芦北町 3.2m 68.0m 7.18千m3 ― ―

長谷 ながたに 熊本県 葦北郡芦北町 白木字長尾42 自然人 芦北町 11.5m 40.0m 70.82千m3 ― ―

倉谷1号 くらたにいちごう 熊本県 葦北郡芦北町 大川内字広畑2029 自然人 芦北町 2.6m 65.8m 13.31千m3 ― ― ●

倉谷2号 くらたににごう 熊本県 葦北郡芦北町 大川内字江入2084－1 自然人 芦北町 1.9m 27.3m 0.59千m3 ― ― ●

女島2号 めしまにごう 熊本県 葦北郡芦北町 女島字轟1434-2 自然人 芦北町 4.5m 103.5m 14.45千m3 ― ―

女島3号 めしまさんごう 熊本県 葦北郡芦北町 女島字畦坊1488－2 自然人 芦北町 4.5m 102.3m 10.76千m3 ― ―
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伏木氏1号 ふしきいちごう 熊本県 葦北郡芦北町 伏木氏字谷俣247-3 伏木氏水利組合 芦北町 2.3m 91.3m 0.74千m3 ― ―

伏木氏2号 ふしきにごう 熊本県 葦北郡芦北町 伏木氏字表187-2 伏木氏水利組合 芦北町 2.3m 76.6m 0.41千m3 ― ―

市野瀬 いちのせ 熊本県 葦北郡芦北町 市野瀬字風呂ノ本408-1 市野瀬圃場整備組合 自然人 1.0m 26.8m 0.76千m3 ― ―

村下 むらした 熊本県 葦北郡津奈木町 小津奈木100地先 村下ため池水利組合 国有地 2.7m 21.0m 1.40千m3 ― ― ●

神田 じんで 熊本県 葦北郡津奈木町 福浜4319-2 神田水利組合 自然人 2.3m 18.5m 0.80千m3 ● 2019/10/27 ●

辻 つじ 熊本県 葦北郡津奈木町 福浜1936-2 辻水利組合 津奈木町 2.8m 23.8m 0.80千m3 ― ― ●

道瀬田 みちせた 熊本県 葦北郡津奈木町 津奈木594-1 道瀬田水利管理組合 津奈木町 2.4m 17.0m 0.90千m3 ― ―

川内B かわちびぃ 熊本県 葦北郡津奈木町 千代924-3 川内B水利組合 津奈木町 4.2m 34.0m 2.20千m3 ― ― ●

千代塚 ちよづか 熊本県 葦北郡津奈木町 千代1213-7 千代塚水利組合 津奈木町 4.3m 67.0m 2.20千m3 ― ― ●

神前 かみまえ 熊本県 葦北郡津奈木町 千代333-3 神前水利組合 津奈木町 3.3m 47.0m 1.10千m3 ― ― ●

千代原ほ場 ちよばらほじょう 熊本県 葦北郡津奈木町 千代235 千代原ほ場水利組合 津奈木町 4.0m 51.0m 1.00千m3 ― ― ●

日野越 ひのごえ 熊本県 葦北郡津奈木町 津奈木210-1 日野越水利組合 津奈木町 2.9m 17.0m 1.20千m3 ― ―

北谷 きただに 熊本県 葦北郡津奈木町 津奈木543 北谷水利組合 津奈木町 3.5m 17.0m 3.30千m3 ― ― ●

乱橋 みだればし 熊本県 葦北郡津奈木町 津奈木573-2 乱橋水利組合 津奈木町 3.6m 73.0m 1.50千m3 ― ― ●

千代原 ちよばら 熊本県 葦北郡津奈木町 千代299-1 千代原水利組合 津奈木町 3.4m 47.0m 0.60千m3 ― ―

合串 あいぐし 熊本県 葦北郡津奈木町 大字合串4291 水俣市中茂水利組合 自然人 1.0m 20.0m 0.30千m3 ● 2019/10/27

道の口 みちのくち 熊本県 葦北郡津奈木町 大字津奈木無番地 水俣市中茂水利組合 国有地 1.1m 9.0m 0.20千m3 ― ― ●

山の口 やまのくち 熊本県 葦北郡津奈木町 大字福浜字柞丸4937-2 水俣市中茂水利組合 自然人 1.3m 10.0m 0.10千m3 ● 2019/10/25

福田 ふくだ 熊本県 葦北郡津奈木町 大字津奈木1061-2 水俣市中茂水利組合 自然人 0.6m 15.0m 0.05千m3 ● 2019/10/24

中塩屋 なかしおや 熊本県 葦北郡津奈木町 大字福浜字中塩3483-2 水俣市中茂水利組合 自然人 1.6m 15.0m 0.28千m3 ● 2019/10/24 ●

高峰 たかみね 熊本県 葦北郡津奈木町 大字津奈木147 水俣市中茂水利組合 国有地 1.3m 25.0m 0.34千m3 ― ―

川内A かわちえい 熊本県 葦北郡津奈木町 大字千代字今村795-3 水俣市中茂水利組合 津奈木町 2.1m 40.0m 0.21千m3 ― ― ●

寺尾ため池 てらおためいけ 熊本県 人吉市 鬼木町寺尾1945-5　 ひとよし土地改良区 田頭組共有地　他 4.8m 49.0m 80.00千m3 ● 2019/12/20

上原ため池 うえはらためいけ 熊本県 人吉市 上原田町1924 自然人 村惣持 4.3m 34.9m 10.00千m3 ● 2019/12/20

梢山ため池 こずえやまためいけ 熊本県 人吉市 鬼木町1777地先 ひとよし土地改良区 自然人 11.6m 50.0m 34.00千m3 ● 2019/12/20 ●

村山池 むらやまいけ 熊本県 人吉市 城本町字観音堂699 自然人 自然人 3.7m 28m 5.80千m3 ― ― ●

堤尻 つつみじり 熊本県 球磨郡錦町 一武4686-1 錦町役場 錦町 4.8m 47.0m 13.00千m3 ― ― ●

明神谷 みょうじんだに 熊本県 球磨郡錦町 木上東2772 球磨カントリー倶楽部 錦町 5.9m 17.0m 6.00千m3 ― ―

東光寺 とうこうじ 熊本県 球磨郡多良木町 黒肥地3083-83 自然人 自然人 5.4m 29.0m 8.00千m3 ● 2019/12/5

小林 こばやし 熊本県 球磨郡多良木町 黒肥地6236/6168 自然人 不明 3.2m 21.0m 2.00千m3 ● 2019/12/13

赤木2 あかぎ2 熊本県 球磨郡多良木町 黒肥地5249-1 自然人 自然人 2.8m 22.0m 1.00千m3

山渋池 やましぶいけ 熊本県 球磨郡多良木町 大字久米字山渋244 自然人 自然人 2.3m 61m 1.40千m3 ● 2019/12/2

東光寺2 とうこうじにいけ 熊本県 球磨郡多良木町 大字黒肥地字熊山4712 自然人 自然人 2.6m 23m 1.60千m3 ● 2019/12/17

新立 しんたて 熊本県 球磨郡多良木町 大字黒肥地2978-91 不明 不明 不明 不明 不明 ― ―

八代迫 やしろざこ 熊本県 球磨郡多良木町 大字黒肥地3072-45 自然人 自然人 2.0m 10.0m 0.15千m3 ● 2019/12/17

潮 うしお 熊本県 球磨郡湯前町 黒山1620 湯前町役場 湯前町、上溝普通水利組合 4.5m 38.0m 15.00千m3 ― ― ●

辻ため池 つじためいけ 熊本県 球磨郡湯前町 上辻5495-1 辻分館長 自然人 3.1m 27.0m 10.00千m3 ● 2019/10/31 ●

大谷ため池 おおたにためいけ 熊本県 球磨郡湯前町 大谷1680-11地先 大谷溝管理組合 自然人 7.5m 38.0m 25.00千m3 ● 2019/10/29 ●

蓑谷ため池 みのたにためいけ 熊本県 球磨郡湯前町 蓑谷1143-1地先 二溝管理組合 湯前町 11.0m 142.0m 110.00千m3 ― ― ●

大野 おおの 熊本県 球磨郡相良村 深水2320 相良村土地改良区 深水耕地整理組合 5.3m 267.0m 3.00千m3 ● 2019/12/12 ●

中尾 なかお 熊本県 球磨郡相良村 深水2372 相良村土地改良区 相良村 4.3m 36.4m 1.00千m3 ― ―

二本松 にほんまつ 熊本県 球磨郡相良村 柳瀬字二本松 中ノ口水利組合 中ノ口土地改良区 4.0m 30.6m 0.90千m3 ● 2019/12/19

新立 しんたて 熊本県 球磨郡相良村 深水2247 相良村土地改良区 相良村 3.3m 33.0m 0.50千m3 ― ―

瀬戸ため池 せとためいけ 熊本県 球磨郡相良村 深水2507 相良村土地改良区 国 7.0m 100.0m 84.00千m3 ― ― ●

天子 てんし 熊本県 球磨郡相良村 柳瀬838 天子水利組合 国 4 30 0.60千m3 ― ―

永谷 ながたに 熊本県 球磨郡相良村 柳瀬3314 永谷水利組合 国 5 60 0.60千m3 ― ―

大久保ため池 おおくぼためいけ 熊本県 球磨郡球磨村 三ヶ浦2407 大久保農業組合 大久保農業組合 15.0m 82.4m 105.00千m3 ● 2019/9/2 ●

森園 もりぞの 熊本県 球磨郡あさぎり町 岡原南2954 自然人 あさぎり町 5.8m 44.0m 1.00千m3 ― ―

庄屋池 しょうやいけ 熊本県 球磨郡あさぎり町 深田東3153 自然人 あさぎり町 5.4m 60.0m 18.00千m3 ― ―

内山池 うちやまいけ 熊本県 球磨郡あさぎり町 深田東2919-1　外 内山水利組合 あさぎり町 7.0m 37.0m 13.00千m3 ― ―

笹ノ尾池(柳ノ内) ささのおいけ 熊本県 球磨郡あさぎり町 深田北1460-1 不明 あさぎり町 6.4m 32.0m 3.75千m3 ― ―

寺下池 てらしたいけ 熊本県 球磨郡あさぎり町 岡原北751 自然人 自然人 4.0m 40m 1.80千m3 ● 2019/7/19

大谷八幡社池 おおたにはちまんしゃいけ 熊本県 球磨郡あさぎり町 上東3516-13 自然人 自然人 3.0m 24m 2.00千m3 ● 2019/7/19

上松木田池 うえまつきだいけ 熊本県 球磨郡あさぎり町 上東3516-1 自然人 あさぎり町 3.0m 20m 0.70千m3 ― ―

浦田池 うらたいけ 熊本県 球磨郡あさぎり町 上西　水-77 不明 あさぎり町 4.0m 40m 2.00千m3 ― ―

山田 やまだ 熊本県 上天草市 姫戸町二間戸1188 上天草市農林水産課 自然人 6.5m 35.0m 6.50千m3 ● 2019/12/27 ●

大正池 たいしょういけ 熊本県 上天草市 大矢野町中8957 上天草市農林水産課 上天草市 2.2m 20.0m 30.00千m3 ― ― ●

西俣 にしまた 熊本県 上天草市 大矢野町登立10255 京の島地区 自然人 5.0m 20.0m 17.00千m3 ● 2019/12/27

荒木浜 あらきはま 熊本県 上天草市 大矢野町登立10604 荒木浜地区 自然人 3.0m 30.0m 5.00千m3 ● 2019/12/13 ●
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山中新田 やまなかしんでん 熊本県 上天草市 大矢野町上2442-2 水利組合代表 上天草市 3.0m 40.0m 8.00千m3 ― ―

潜 せん 熊本県 上天草市 大矢野町上2404-2 水利組合代表 上天草市 5.0m 40.0m 15.00千m3 ― ― ●

高尾 たかお 熊本県 上天草市 大矢野町上6210-1 豊後谷地区 自然人 4.0m 30.0m 7.00千m3 ● 2019/12/27 ●

寺迫 てらさこ 熊本県 上天草市 大矢野町上5893 自然人 自然人 5.0m 40.0m 10.00千m3 ● 2019/12/27 ●

毛四郎 けしろう 熊本県 上天草市 大矢野町中4979-4 自然人 自然人 4.0m 25.0m 1.00千m3 ● 2019/12/12

西長迫 にしながさこ 熊本県 上天草市 大矢野町中2294 上天草市 上天草市 6.0m 17.0m 5.00千m3 ― ―

福田 ふくだ 熊本県 上天草市 大矢野町中2235 宮津・越の浦水利組合 上天草市 5.0m 30.0m 19.00千m3 ― ― ●

君ヶ浦 きみがうら 熊本県 上天草市 大矢野町中5151 越の浦地区 上天草市 6.0m 30.0m 12.00千m3 ― ―

村 むら 熊本県 上天草市 大矢野町中1407-2 寺尾・高田地区 自然人 4.0m 15.0m 3.00千m3 ● 2019/12/27

桐の木 きりのき 熊本県 上天草市 大矢野町維和3203 自然人 自然人 2.0m 45.0m 5.00千m3 ● 2019/12/27 ●

和田 わだ 熊本県 上天草市 大矢野町維和1710 自然人 自然人 3.0m 40.0m 5.00千m3 ● 2019/12/6 ●

樫山 かしやま 熊本県 上天草市 大矢野町維和766-1 自然人 自然人 3.0m 15.0m 1.00千m3 ● 2019/12/17

大鷺の浦2 おおさぎのうら2 熊本県 上天草市 大矢野町維和296 自然人 自然人 4.0m 15.0m 8.00千m3 ● 2019/12/13 ●

大鷺の浦1 おおさぎのうら1 熊本県 上天草市 大矢野町維和312-4 自然人 自然人 2.0m 10.0m 0.20千m3 ● 2019/12/17

大矢野南部 おおやのなんぶ 熊本県 上天草市 大矢野町中4874,4875,4866 上天草市 上天草市 10.0m 58.0m 50.00千m3 ― ― ●

北の浦 きたのうら 熊本県 上天草市 松島町合津1963-3地先 北の浦ため池組合 北の浦ため池組合 2.1m 10.0m 2.00千m3 ● 2019/12/27 ●

小ヶ倉 こがくら 熊本県 上天草市 松島町合津2436 小ヶ倉ため池組合 上天草市 3.2m 40.0m 18.00千m3 ― ― ●

合津道 やちみち 熊本県 上天草市 松島町教良木4157 自然人 自然人 5.0m 44.0m 10.00千m3 ● 2019/12/27 ●

松原 まつばら 熊本県 上天草市 松島町教良木4791 自然人 自然人 3.3m 22.0m 3.00千m3 ● 2019/12/27

長川内 ながかわうち 熊本県 上天草市 姫戸町二間戸4537地先 上天草市 上天草市 5.5m 30.0m 4.00千m3 ― ― ●

草木薮 くさきやぶ 熊本県 上天草市 姫戸町ニ間戸5421 上天草市 自然人 6.0m 29.0m 2.00千m3 ● 2019/12/8 ●

今村 いまむら 熊本県 上天草市 松島町合津1314 自然人 自然人 1.6m 35.0m 1.50千m3 ● 2019/12/27 ●

馬場 ばば 熊本県 上天草市 松島町合津2305 馬場ため池組合 合津本郷共有 2.0m 15.0m 0.50千m3 ● 2019/12/9

古園 ふるぞの 熊本県 上天草市 松島町合津3914 下新田組合 自然人 2.0m 60.0m 5.00千m3 ● 2019/12/27

西の浦 にしのうら 熊本県 上天草市 松島町合津4844 西の浦新地組合 西の浦新地組合 1.5m 50.0m 0.70千m3 ― ―

前島 まえじま 熊本県 上天草市 松島町合津6206 北前島新地組合 自然人 2.0m 50.0m 1.80千m3 ● 2019/12/9

須の上 すのうえ 熊本県 上天草市 松島町今泉1106-1 自然人 自然人 2.0m 25.0m 1.50千m3 ● 2019/12/10

越喜瀬(2) こしきぜ(2) 熊本県 上天草市 松島町今泉4281-2 自然人 自然人 3.0m 30.0m 2.00千m3 ● 2019/12/27 ●

経留 きょどまり 熊本県 上天草市 松島町今泉4119-52 自然人 自然人 5.0m 34.0m 4.70千m3 ● 2019/12/12 ●

米山 こめやま 熊本県 上天草市 松島町今泉6438-272 米山新地組合 自然人 3.0m 120.0m 4.30千m3 ● 2019/12/6

馬場 ばば 熊本県 上天草市 松島町合津2305 自然人 自然人 2.0m 15.0m 0.55千m3 ● 2019/12/27

小麦 こむぎ 熊本県 上天草市 松島町教良木3413 自然人 自然人 2.0m 22.0m 3.00千m3 ● 2019/12/27

五木浦 いつきうら 熊本県 上天草市 大矢野町登立13931 自然人 自然人 3.0m 40.0m 6.00千m3 ● 2019/12/12 ●

沖次郎田 おきじろうた 熊本県 上天草市 大矢野町登立10810 自然人 自然人 4.0m 20.0m 1.50千m3 ● 2019/12/14

火切 ひきり 熊本県 上天草市 大矢野町上4032-2 自然人 自然人 4.0m 18.0m 0.60千m3 ● 2019/12/13

南迫 みなみさこ 熊本県 上天草市 大矢野町中1757 自然人 自然人 3.0m 30.0m 13.00千m3 ● 2019/12/27 ●

西野米 にしのごめ 熊本県 上天草市 大矢野町中6067 自然人 自然人 5.0m 25.0m 8.00千m3 ● 2019/12/12

三把浦 さんばうら 熊本県 上天草市 大矢野町中11220 自然人 自然人 4.0m 35.0m 2.40千m3 ● 2019/12/27

高山 たかやま 熊本県 上天草市 大矢野町中3335-4 江後地区 自然人 5.0m 30.0m 9.00千m3 ― ―

早稲田 わせだ 熊本県 上天草市 大矢野町維和1710 自然人 自然人 3.0m 15.0m 0.60千m3 ● 2019/12/6

山の神 やまのかみ 熊本県 上天草市 姫戸町二間戸2846地先付近 上天草市 不明 9.0m 23.0m 2.97千m3 ― ―

日守 ひまもり 熊本県 上天草市 姫戸町3453-1 上天草市 自然人 4.0m 34.0m 1.64千m3 ● 2019/12/9

南小瀬戸 みなみこせど 熊本県 上天草市 大矢野町中小瀬戸7179-129 自然人 上天草市 2.6m 30.0m 2.40千m3 ― ― ●

梅の迫 うめのさこ 熊本県 上天草市 大矢野町中柳東9477 自然人 自然人 4.0m 40.0m 4.00千m3 ● 2019/12/27

三把浦 さんばうら 熊本県 上天草市 大矢野町中新開 11223 自然人 自然人 2.2m 24.0m 0.80千m3 ● 2019/12/27

弓田 ゆみた 熊本県 上天草市 大矢野町維和大桜 1481-6 自然人 自然人 2.0m 25.0m 0.60千m3 ● 2019/12/27

三郎 さぶろう 熊本県 上天草市 松島町合津 526-2 自然人 自然人 4.6m 18.0m 1.60千m3 ● 2019/12/27

六百田 ろっぴゃくだ 熊本県 上天草市 松島町合津 827 自然人 自然人 1.1m 16.0m 0.70千m3 ● 2019/12/9

小山 こやま 熊本県 上天草市 松島町合津 1959 自然人 不明 2.6m 15.0m 1.50千m3 ● 2019/12/27 ●

大和田 おおわだ 熊本県 上天草市 松島町今泉 24-12 自然人 自然人 1.2m 55.0m 1.00千m3 ● 2019/12/27

越喜瀬（１） こしきぜ（１） 熊本県 上天草市 松島町今泉 4274 自然人 自然人 2.2m 29.2m 0.60千m3 ● 2019/12/27

園部 そのぶ 熊本県 上天草市 松島町教良木 137-2 自然人 自然人 2.8m 69.0m 0.90千m3 ● 2019/12/19

立花 たちばな 熊本県 上天草市 松島町教良木 1541 自然人 自然人 3.7m 16.0m 1.20千m3 ● 2019/12/27

中山 なかやま 熊本県 上天草市 松島町教良木 4567 自然人 自然人 2.4m 24.0m 1.30千m3 ● 2019/11/15 ●

隠迫 かくれさこ 熊本県 上天草市 大矢野町上2845-3 自然人 自然人 17.5m 68.8m 21.80千m3 ● 2019/12/15

豊前 ぶぜん 熊本県 上天草市 大矢野町中5860番地先 自然人 自然人 17.5m 68.8m 21.80千m3 ● 2019/12/27

新田詰 しんでんづめ 熊本県 上天草市 大矢野町中 不明 不明 17.5m 68.8m 21.80千m3 ― ―

上尾崎 かみおざき 熊本県 上天草市 大矢野町中9076-1 亀の迫地区 自然人 3.0m 40.0m 4.00千m3 ● 2019/12/5

寄社 よりしゃ 熊本県 上天草市 松島町合津211-2 不明 自然人 17.5m 68.8m 21.80千m3 ● 2019/12/20
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船倉 ふなぐら 熊本県 上天草市 松島町内野河内2630 自然人 自然人 17.5m 68.8m 21.80千m3 ● 2019/12/13

孫目 まごめ 熊本県 上天草市 松島町教良木3663 不明 自然人 17.5m 68.8m 21.80千m3 ● 2019/12/27

温水溜池 おんすいためいけ 熊本県 天草市 有明町大島子618-1 島子西部土地改良区 筆界未定 10.6m 55.0m 24.00千m3 ● 2019/12/27 ●

稚児崎ため池 ちごさきためいけ 熊本県 天草市 栖本町古江1421-2 稚児崎水利組合 天草市 5.5m 129.0m 4.00千m3 ― ― ●

古江ため池 ふるえためいけ 熊本県 天草市 栖本町古江1487 古江水利組合 天草市 6.7m 43.1m 9.00千m3 ― ― ●

大権寺 おおごんじ 熊本県 天草市 倉岳町棚底1463-1 内目地区水利組合 天草市 3.1m 42.0m 2.00千m3 ― ― ●

馬込ため池 まごめためいけ 熊本県 天草市 天草町下田南２０４３ 天草市　天草支所 天草市 10.5m 40.0m 6.00千m3 ― ― ●

本泉ため池 もといずみためいけ 熊本県 天草市 本渡町本泉276 本渡土地改良区 本渡土地改良区 8.5m 95.0m 80.00千m3 ● 2019/11/29 ●

天中山ため池 てんちゅうざんためいけ 熊本県 天草市 河浦町新合1952 本津留水利組合 自然人 4.0m 75.0m 2.00千m3 ● 2019/11/29 ●

昭和ため池 しょうわためいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地2259地先 昭和ため池管理組合 不明 8.0m 75.0m 47.00千m3 ● 2019/12/27 ●

室ノ迫2ため池 むろのさこにためいけ 熊本県 天草市 河浦町新合１７１ 平床水利組合 平床水利組合 4.0m 110.0m 5.00千m3 ● 2019/11/11 ●

中山 なかやま 熊本県 天草市 河浦町河浦５１４地先 下田村田水利組合 下田村田水利組合 6.0m 40.0m 4.00千m3 ● 2019/11/1 ●

以下の尾２ いかのおに 熊本県 天草市 佐伊津町字貝廻1630 自然人 自然人 2.5m 30.0m 2.00千m3

大田ため池 おおたためいけ 熊本県 天草市 河浦町久留３２４３ 主留水田営農組合 天草市 3.3m 27.0m 1.00千m3 ― ―

石飛 いしとび 熊本県 天草市 河浦町久留字石飛1020 内潟水利組合 内潟水利組合 7.0m 50.0m 23.00千m3

岩下池 いわしたいけ 熊本県 天草市 志柿町岩下地先 自然人 自然人 4.0m 44.0m 6.00千m3

宮前ため池 みやのまえためいけ 熊本県 天草市 二浦町亀浦１５５７地先 自然人 自然人 3.0m 25.0m 1.80千m3 ● 2019/12/20 ●

杉の戸ため池 すぎのとためいけ 熊本県 天草市 二浦町早浦７５−３地先 自然人 牛深市 2.5m 10.0m 0.90千m3 ― ―

上小場ため池 かみこばためいけ 熊本県 天草市 二浦町早浦４９３地先 自然人 自然人 1.2m 10.0m 0.80千m3 ● 2019/12/27 ●

早浦ため池 はやうらためいけ 熊本県 天草市 二浦町早浦１２７１地先 自然人 自然人 6.0m 48.0m 17.00千m3 ● 2019/12/30 ●

松山ため池 まつやまためいけ 熊本県 天草市 久玉町内の原２００５地先 自然人 自然人 5.0m 35.0m 3.30千m3 ● 2019/12/27 ●

和佐田(A)ため池 わさだえーためいけ 熊本県 天草市 久玉町内の原７４地先 自然人 自然人 2.5m 37.5m 7.10千m3 ● 2019/12/27 ●

和佐田(B)ため池 わさだびーためいけ 熊本県 天草市 久玉町内の原３４７地先 自然人 自然人 4.5m 23.0m 4.00千m3 ● 2019/12/27 ●

木場原ため池 こばはるためいけ 熊本県 天草市 久玉町内の原２５７８地先 自然人 自然人 9.4m 30.0m 7.50千m3 ● 2019/12/23 ●

江越ため池 えごしためいけ 熊本県 天草市 久玉町新田２６６５地先 自然人 自然人 5.0m 15.0m 3.60千m3 ● 2019/12/31 ●

中浦ため池 なかうらためいけ 熊本県 天草市 久玉町中浦４４２５−６地先 中浦柑橘組合 中浦柑橘組合 4.0m 19.0m 3.00千m3 ● 2019/12/18 ●

西平尾ため池 にしひらおためいけ 熊本県 天草市 久玉町中浦２６６５−１地先 西平尾柑橘組合 西平尾柑橘組合 2.5m 12.0m 0.65千m3 ― ―

大丸ため池 おおまるためいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地1815 大丸ため池管理組合 自然人 5.1m 35.0m 3.00千m3 ● 2019/12/21

枦ノ通ため池 はじのとおりためいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地1849 枦の通管理組合 自然人 4.1m 22.0m 2.50千m3 ● 2019/12/25 ●

新堤第１ため池 しんづつみだいいちためいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地2697 新堤第１管理組合 自然人 4.0m 29.0m 4.20千m3 ● 2020/6/22

新堤第２ため池 しんづつみだいにためいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地2590-2 新堤第2号管理組合 自然人 6.3m 27.0m 3.12千m3 ● 2020/6/25

大杉ため池 おおすぎためいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地2899 大杉ため池管理組合 自然人 4.6m 68.0m 21.98千m3 ● 2019/12/18 ●

鶴屋橋ため池 つるやばしためいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地3438 鶴屋橋管理組合 自然人 3.0m 20.0m 5.40千m3 ● 2019/12/25 ●

石原ため池 いしわらためいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地7530 石原ため池管理組合 自然人 2.2m 26.0m 0.79千m3 ● 2019/12/19

下切１号ため池 しもきりいちごうためいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地7362 下切第１号管理組合 自然人 1.6m 25.5m 1.14千m3 ● 2019/12/27 ●

下切２号ため池 しもきりにごうためいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地7377-1 下切第２号管理組合 自然人 1.1m 21.0m 0.67千m3 ● 2019/12/27 ●

下切３号ため池 しもきりさんごうためいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地7376-2 下切第３号管理組合 自然人 1.8m 48.0m 1.03千m3 ● 2019/12/27 ●

黒崎１号ため池 くろさきいちごうためいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地6621 黒崎ため池管理組合 自然人 2.0m 23.0m 1.08千m3 ● 2019/12/19

黒崎２号ため池 くろさきにごうためいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地6875-2 黒崎第２号管理組合 自然人 3.6m 20.0m 1.44千m3 ● 2019/12/19

久保１号ため池 くぼいちごうためいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地5950-2 久保第１号管理組合 自然人 6.8m 20.0m 3.40千m3 ● 2019/12/19 ●

久保２号ため池 くぼにごうためいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地6281 久保第２号管理組合 自然人 4.3m 33.0m 4.50千m3 ● 2019/12/19 ●

寒の平ため池 かんのひらためいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地5532 寒の平管理組合 自然人 3.9m 51.0m 12.60千m3 ● 2019/12/24 ●

下の迫ため池 しものさこためいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地5563-2 下の迫ため池管理組合 自然人 6.3m 13.6m 1.26千m3 ● 2019/12/19 ●

土佐平１号ため池 とさひらいちごうためいけ 熊本県 天草市 新和町大多尾3016-2 土佐平ため池管理組合 自然人 6.7m 21.0m 1.35千m3 ● 2019/12/25

大野池 おおのいけ 熊本県 天草市 五和町城河原三丁目字大野 504 自然人 自然人 3.5m 35.0m 2.10千m3

三郎替ため池 さぶろうがえためいけ 熊本県 天草市 新和町碇石1065 三郎替ため池管理組合 自然人 3.5m 41.0m 1.95千m3 ● 2019/12/18 ●

土蔵ため池 どぐらためいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地1660-2 土蔵管理組合 自然人 2.3m 48.0m 1.84千m3 ― ―

塩浜 しおはま 熊本県 天草市 栖本町馬場 3218-2 自然人 自然人 2.6m 15.0m 1.00千m3 ● 2019/12/23 ●

上揚 かみあげ 熊本県 天草市 倉岳町棚底 1117-2 外目地区溜池水利組合 倉岳町 4.5m 74.2m 8.00千m3 ― ― ●

塔尾 とのお 熊本県 天草市 倉岳町棚底 2717 自然人 自然人 4.0m 36.1m 2.00千m3 ● 2019/12/27 ●

才津原１ さいつはら１ 熊本県 天草市 倉岳町宮田 3588-2 下才津原水利組合 才ツ原組共有 3.2m 64.8m 2.00千m3 ● 2019/12/27 ●

米ノ山 こめのやま 熊本県 天草市 倉岳町宮田 395 自然人 自然人 3.3m 22.0m 2.00千m3 ● 2019/9/20 ●

砥石川 といしかわ 熊本県 天草市 倉岳町宮田 1750-30 砥石川水利組合 倉岳町 6.3m 42.0m 7.00千m3 ― ― ●

尾崎野 おさきの 熊本県 天草市 志柿町宇土 1842 自然人 自然人 5.9m 35.5m 9.00千m3 ● 2019/11/10 ●

牧の平 まきのひら 熊本県 天草市 有明町楠甫 4127 自然人 江の浦組 2.5m 30.0m 2.00千m3 ● 2019/10/31 ●

大楠池 だいなんいけ 熊本県 天草市 有明町楠甫 4937-46 大楠干拓組合 天草市 6.0m 195.0m 18.00千m3 ― ― ●

鳥越 とりごえ 熊本県 天草市 有明町大浦 3596-1 自然人 有明町 2.5m 31.9m 4.00千m3 ― ― ●

泉 いずみ 熊本県 天草市 有明町大浦 2248 自然人 自然人 3.0m 38.1m 3.00千m3 ● 2019/10/7 ●

木場浦１ こばうら１ 熊本県 天草市 有明町大浦 2093 自然人 自然人 2.0m 56.3m 9.00千m3 ● 2019/10/7 ●
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木場浦２ こばうら２ 熊本県 天草市 有明町大浦 1931-1 自然人 有明町 3.0m 39.2m 10.00千m3 ― ― ●

浦田 うらた 熊本県 天草市 有明町大浦 436 自然人 自然人 1.4m 42.0m 2.00千m3 ― ―

沢橘の池 さわたちばなのいけ 熊本県 天草市 有明町大浦 497-1 自然人 自然人 7.0m 40.0m 11.00千m3 ● 2019/10/18 ●

長谷２池 ながたににいけ 熊本県 天草市 有明町須子 2563 自然人 長谷溜池係組 2.9m 32.3m 12.00千m3 ● 2019/10/15 ●

長谷１池 ながたにいちいけ 熊本県 天草市 有明町須子 2568 自然人 自然人 3.5m 21.2m 5.00千m3 ● 2019/10/15 ●

赤間池 あかまいけ 熊本県 天草市 有明町須子 2396 自然人 赤間ため池係組 2.0m 25.0m 2.00千m3 ● 2019/12/3 ●

平野池 ひらのいけ 熊本県 天草市 有明町須子 1347 自然人 平野ため池係組 4.7m 45.0m 5.00千m3 ● 2019/10/14 ●

大畑池 おおはたいけ 熊本県 天草市 有明町須子 747-2 自然人 自然人 3.0m 50.0m 8.00千m3 ● 2019/10/21 ●

山の神池 やまのかみいけ 熊本県 天草市 有明町須子 1666 自然人 自然人 5.0m 25.3m 5.00千m3 ● 2019/10/14 ●

通山池 とうりやまいけ 熊本県 天草市 有明町上津浦 500-9番地先 自然人 不明 2.3m 27.0m 3.00千m3 ● 2019/10/8

上谷合池 かみたにあいいけ 熊本県 天草市 有明町上津浦 4200番地先 自然人 不明 4.4m 42.1m 11.00千m3 ● 2019/10/25 ●

中葉山池 なかばやまいけ 熊本県 天草市 有明町上津浦 4065番地先 自然人 不明 5.0m 33.0m 6.00千m3 ● 2019/10/9 ●

本村池 ほんむらいけ 熊本県 天草市 有明町上津浦 4032-1 自然人 宗教法人正覚寺 7.0m 55.8m 22.00千m3 ● 2019/10/9 ●

内山池 うちやまいけ 熊本県 天草市 有明町上津浦 3965番地先 自然人 不明 4.0m 25.2m 6.00千m3 ● 2019/10/9 ●

萩の平池 はぎのだいらいけ 熊本県 天草市 有明町下津浦 3830 自然人 自然人 7.1m 25.4m 3.00千m3 ● 2019/10/30 ●

阿別当池 あべっとういけ 熊本県 天草市 有明町下津浦 1319-1 自然人 自然人 6.5m 40.2m 10.00千m3 ● 2019/10/30 ●

鯨道池 くじらどういけ 熊本県 天草市 有明町小島子 349-2 自然人 自然人 4.0m 29.8m 9.00千m3 ● 2019/12/27 ●

山の口池 やまのくちいけ 熊本県 天草市 有明町大浦 3083 自然人 自然人 4.0m 27.8m 1.00千m3 ● 2019/10/8

蛍目池 ほたるめいけ 熊本県 天草市 五和町大字御領1524−2 自然人 自然人 7.6m 47.0m 17.30千m3 ● 2019/12/27 ●

奥田ため池 おくだためいけ 熊本県 天草市 河浦町久留２４６８－１ 小古江水利組合 小古江水利組合 2.3m 17.5m 0.40千m3

野頭池 のがしらいけ 熊本県 天草市 五和町大字御領6015 自然人 自然人 4.3m 34.5m 8.60千m3 ● 2019/12/27 ●

松ヶ迫池 まつがざこいけ 熊本県 天草市 五和町大字御領5029−4 自然人 不明 6.7m 52.0m 10.90千m3 ● 2019/12/10

池尾池 いけおいけ 熊本県 天草市 五和町大字御領7894 自然人 不明 3.0m 33.0m 3.30千m3 ● 2019/12/11 ●

大塘池 おおどもいけ 熊本県 天草市 五和町大字御領8724−4 自然人 不明 4.9m 37.0m 10.70千m3 ● 2019/12/4

池田池 いけだいけ 熊本県 天草市 五和町大字鬼池839−2 自然人 不明 2.5m 168.0m 4.70千m3 ● 2019/12/27 ●

鬼の城池 おにのじょういけ 熊本県 天草市 五和町御領字鬼之城3117 自然人 自然人 5.8m 23.0m 3.00千m3

昭八池 しょうはちいけ 熊本県 天草市 五和町大字鬼池1491 自然人 自然人 4.8m 34.6m 5.70千m3 ● 2019/12/27 ●

柿塚2池 かきつかにいけ 熊本県 天草市 下浦町下柿塚地先 自然人 自然人 5.4m 26.0m 1.20千m3

金焼池 かねやきいけ 熊本県 天草市 下浦町下金焼地先 自然人 集落 4.4m 28.8m 3.10千m3

有都池 うとのいけ 熊本県 天草市 五和町大字手野1丁目2723 自然人 自然人 5.3m 45.0m 3.00千m3 ● 2019/12/9 ●

勝負の平池 しょうぶひらのいけ 熊本県 天草市 五和町大字手野1丁目1954−1 自然人 市道 5.0m 51.0m 11.30千m3 ● 2019/12/6 ●

大渡池 おおわたりいけ 熊本県 天草市 五和町大字手野1丁目1178 自然人 自然人 5.7m 23.0m 4.00千m3 ● 2019/12/10

番遠サ池 ばんどうさいけ 熊本県 天草市 五和町大字城河原3丁目1742 自然人 自然人 5.5m 40.0m 4.70千m3 ● 2020/1/15 ●

坂尻池 さかじりいけ 熊本県 天草市 五和町大字手野1丁目1094−2 自然人 自然人 4.8m 38.0m 2.70千m3 ● 2019/12/7 ●

吉の迫池 よしのさこいけ 熊本県 天草市 五和町大字手野1丁目2388−1 水利組合 自然人 4.1m 33.5m 1.70千m3 ● 2019/12/6

観音池 かんおんいけ 熊本県 天草市 下浦町下柿塚地先 自然人 自然人 3.6m 20.0m 0.80千m3

内平池(1) うちひらいけ 熊本県 天草市 五和町大字城河原2丁目2761-1 野口水利組合 不明 5.1m 28.5m 0.70千m3 ● 2019/12/27 ●

内平池(2) うちひらいけ 熊本県 天草市 五和町大字城河原3丁目1662 野口水利組合 野口水利組合 3.2m 24.0m 1.60千m3 ● 2019/12/27

井手の平池 いでのひらいけ 熊本県 天草市 五和町大字城河原2丁目1827 荒川内水利組合 不明 4.6m 25.5m 2.90千m3 ● 2019/12/4 ●

西木場池 にしのこばいけ 熊本県 天草市 五和町大字城河原2丁目1139 西木場集落 不明 2.0m 16.5m 1.20千m3 ● 2019/12/14 ●

下の迫池 しものさこいけ 熊本県 天草市 下浦町下の迫地先 自然人 自然人 4.9m 17.6m 0.50千m3

そば畑１ そばはたけいち 熊本県 天草市 下浦町上小手 自然人 不明 4.1m 21.0m 0.10千m3

塚池 つかいけ 熊本県 天草市 五和町大字城河原2丁目285 自然人 不明 2.9m 17.5m 0.50千m3 ● 2019/12/20

そば畑２ そばはたけに 熊本県 天草市 下浦町そば畑 自然人 不明 5.8m 17.0m 0.80千m3

青の迫池 あおのさこいけ 熊本県 天草市 五和町大字城河原1丁目1843−2 城木場水利組合 城木場水利組合 6.5m 33.5m 7.80千m3 ● 2019/12/20 ●

下り尾池 さがりおいけ 熊本県 天草市 五和町大字城河原1丁目709 水利組合 天草市 2.0m 24.0m 0.10千m3 ― ― ●

一手池 いちていけ 熊本県 天草市 五和町大字城河原1丁目681 城木場水利組合 城木場水利組合 3.1m 22.5m 0.90千m3 ● 2019/12/20 ●

桜の迫池 さくらのさこ 熊本県 天草市 五和町大字城河原1丁目2813 自然人 不明 3.3m 25.5m 3.96千m3 ● 2019/12/27 ●

桑ノ鶴ため池 くわのつるためいけ 熊本県 天草市 宮地岳町2778 自然人 自然人 4.7m 49.0m 3.70千m3 ● 2019/12/27 ●

上ノ山堤 うえのやまつつみ 熊本県 天草市 亀場町食場1184外 自然人 集落 5.7m 62.0m 6.30千m3 ● 2019/9/18 ●

広瀬１号ため池 ひろせいちごうためいけ 熊本県 天草市 本渡町広瀬343-1外 本渡市土地改良区 本渡市土地改良区 3.6m 31.0m 1.50千m3 ● 2019/11/29 ●

広瀬２号ため池 ひろせにごうためいけ 熊本県 天草市 本渡町広瀬527 本渡市土地改良区 本渡市土地改良区 5.2m 27.0m 3.60千m3 ● 2019/11/29 ●

正寛田３ため池 しょうかんださんためいけ 熊本県 天草市 本渡町本泉412 自然人 自然人 3.7m 38.5m 1.80千m3 ● 2019/11/28 ●

丸尾ため池 まるおためいけ 熊本県 天草市 本渡町本戸馬場764 本渡市土地改良区 本渡市土地改良区 3.0m 33.0m 2.90千m3 ● 2019/11/29 ●

河内山ため池 かわちやまためいけ 熊本県 天草市 本渡町本戸馬場1669 本渡市土地改良区 天草市 6.7m 80.0m 40.60千m3 ― ― ●

多々羅ため池 たたらためいけ 熊本県 天草市 本渡町本渡2261 自然人 自然人 5.5m 19.0m 3.00千m3 ● 2019/11/11

宇津木ため池 うつきためいけ 熊本県 天草市 本渡町本渡3135-2 宇津木ため池組合 宇津木ため池組合 5.8m 42.0m 4.20千m3 ● 2019/12/27 ●

金剛林ため池 こんごうばやしためいけ 熊本県 天草市 本渡町本渡3361 金剛林ため池組合 金剛林ため池組合 7.1m 30.0m 8.10千m3 ● 2019/12/27 ●

椎木迫ため池 しいきさこためいけ 熊本県 天草市 本渡町本渡2187-1 自然人 自然人 5.3m 26.0m 2.50千m3 ● 2019/12/27 ●



(1)名称 (2)読み (3)所在地 (4)管理者 (5)所有者 (6)堤高 (7)堤頂長 (8)総貯水量

(m) (m) (千m3)

届出の有無
●：届出済
―：届出不要

届出年月日

（10）防災
重点ため
池の選定

状況
●：選定

（9）届出

宇土ため池 うとためいけ 熊本県 天草市 本町下河内457-2 自然人 集落 6.1m 27.0m 3.40千m3 ● 2019/11/26 ●

寺領ため池 じりょうためいけ 熊本県 天草市 本町本856-1 自然人 集落 3.5m 44.0m 4.00千m3 ● 2019/11/11 ●

葛根林ため池 かつねばやしためいけ 熊本県 天草市 本町本1060 自然人 自然人 2.8m 47.0m 0.30千m3 ● 2019/11/18

以下の尾１ため池 いかのおいちためいけ 熊本県 天草市 佐伊津町1696 以下の尾溜池組合 以下の尾溜池組合 3.3m 59.5m 2.60千m3 ● 2019/12/27 ●

目黒ため池 めぐろためいけ 熊本県 天草市 佐伊津町4311-1 自然人 集落 4.6m 23.0m 4.10千m3 ● 2019/11/25 ●

大野ため池 おおのためいけ 熊本県 天草市 枦宇土町1990 自然人 集落 5.1m 52.0m 1.80千m3 ● 2019/11/26

小浦 こうら 熊本県 天草市 河浦町久留字小浦2991 小浦新田組合 小浦新田組合 3.0m 30.0m 1.60千m3 ● 2019/11/25 ●

出河内ため池 いでがわちためいけ 熊本県 天草市 二浦町亀浦２０００地先 家の前水利組合 自然人 2.5m 30.0m 0.78千m3

西原池 にしばるいけ 熊本県 天草市 五和町御領字西原5312 自然人 不明 3.7m 30.5m 1.80千m3 ● 2019/12/15 ●

水無池 みずなしいけ 熊本県 天草市 五和町手野二丁目字水梨1845-2 不明 不明 4.3m 23.0m 1.40千m3 ● 2019/12/27

小峰池 こみねいけ 熊本県 天草市 五和町手野二丁目字小峰1963 自然人 不明 1.5m 42.5m 0.97千m3 ● 2019/12/4 ●

一の谷池 いちのたにいけ 熊本県 天草市 五和町手野1丁目4182-2 自然人 自然人 4.8m 31.0m 1.24千m3 ● 2019/12/27 ●

元浦1号 もとうらいちごう 熊本県 天草市 新和町小宮地字本浦53-3 元浦溜池管理組合 自然人 6.0m 20.0m 2.25千m3 ● 2019/12/18 ●

堤の前 つつみのまえ 熊本県 天草市 新和町小宮地字堤ノ前1512 堤の前管理組合 堤の前管理組合 1.5m 15.0m 1.17千m3 ● 2019/12/4 ●

桑の浦 くわのうら 熊本県 天草市 有明町大浦字新地497-1 土地改良区 土地改良区 1.1m 24.0m 1.00千m3 ● 2019/10/11

小田池 おだいけ 熊本県 天草市 有明町須子字小田822 自然人 不明 3.0m 26.0m 3.70千m3 ● 2019/12/27

桑の浦2池 くわのうらにいけ 熊本県 天草市 有明町大浦字新地497-1 土地改良区 土地改良区 1.4m 46.0m 1.55千m3 ● 2019/10/14

大窪池 おおくぼいけ 熊本県 天草市 有明町下津浦字大窪826 自然人 自然人 4.0m 15.0m 0.54千m3 ● 2019/10/11

村中池 むらなかいけ 熊本県 天草市 有明町大島子字園田2225 土地改良区 有明町 4.0m 40.0m 17.00千m3 ― ― ●

中浦２ なかうら２ 熊本県 天草市 倉岳町浦字山南 533-5 自然人 自然人 1.2m 20.0m 0.62千m3 ― ―

松尾１ まつお１ 熊本県 天草市 倉岳町浦字松尾 1106 自然人 自然人 1.2m 15.0m 0.52千m3 ● 2019/12/27 ●

松尾２ まつお２ 熊本県 天草市 倉岳町浦字折口 1069-2 自然人 自然人 0.5m 8.0m 0.04千m3 ● 2019/12/27 ●

野中池 のなかいけ 熊本県 天草市 五和町手野一丁目字野中 2446 自然人 自然人 3.1m 18.0m 0.25千m3

毛首 けくび 熊本県 天草市 倉岳町棚底字毛首 3044-1 内目地区溜池水利組合 自然人 9.5m 38.0m 4.60千m3 ― ―

山崎 やまさき 熊本県 天草市 倉岳町棚底字浅ノ久保 3209 自然人 自然人 2.6m 16.0m 0.50千m3 ― ―

小崎 こざき 熊本県 天草市 倉岳町棚底字小崎 2660-1 自然人 自然人 2.9m 20.0m 0.50千m3 ● 2019/10/20 ●

野中 のなか 熊本県 天草市 倉岳町棚底字城ノ平 3087-2 自然人 自然人 2.0m 12.0m 0.20千m3 ― ―

才津原２ さいつはら２ 熊本県 天草市 倉岳町宮田字大曲 3480 自然人 自然人 2.3m 21.0m 0.31千m3 ● 2019/12/27 ●

小段迫池 こだんさこいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地字本浦57-3 自然人 自然人 2.8m 16.0m 0.27千m3 ● 2019/12/27 ●

城ノ平池 じょうのひらいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地字長染741 不明 自然人 3.6m 18.0m 1.53千m3 ― ―

須駄道池 すだみちいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地字長染756-1 自然人 自然人 4.3m 16.5m 1.24千m3 ● 2020/1/15 ●

枦ノ通丸池 はじのとおりまるいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地字京仙松1899-1 自然人 自然人 2.7m 21.4m 0.57千m3 ● 2019/12/22

黒棒池 くろぼういけ 熊本県 天草市 新和町小宮地字京仙松1887 自然人 自然人 3.0m 25.0m 0.57千m3 ● 2019/12/18

白木池 しらきいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地字平山7778 自然人 自然人 1.7m 8.4m 0.56千m3 ● 2019/12/27 ●

井手池 いでいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地字上田原7642 自然人 自然人 1.7m 11.0m 0.31千m3 ● 2019/12/19

下寺中1号池 しもじちゅう1ごう 熊本県 天草市 新和町小宮地字石原7486 自然人 自然人 2.8m 8.5m 0.79千m3 ● 2019/12/19 ●

牧平池 まきひらいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地字岩坪6965-1 自然人 自然人 2.9m 10.4m 0.99千m3 ● 2019/12/23

岩坪池 いわつぼいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地字岩坪6984-1 自然人 自然人 2.5m 7.0m 0.30千m3 ― ―

滝の元池 たきのもといけ 熊本県 天草市 新和町小宮地字岩坪6875-2 自然人 自然人 4.9m 35.0m 12.80千m3 ● 2019/12/27 ●

諏訪池 すわいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地字諏訪5010 不明 自然人 2.0m 21.0m 0.50千m3 ● 2019/12/27 ●

一の谷池 いちのたにいけ 熊本県 天草市 五和町手野1丁目3672 自然人 自然人 6.0m 23.0m 1.30千m3 ● 2019/12/27

中山池 なかやまいけ 熊本県 天草市 新和町大宮地字中山3104-2 自然人 自然人 0.9m 24.0m 0.08千m3 ● 2019/12/18

三十田池 さんじゅうだいけ 熊本県 天草市 新和町大田尾字三十田648 自然人 自然人 3.1m 17.0m 0.68千m3 ― ―

野田池 のだいけ 熊本県 天草市 新和町大多尾字清水1288-1 自然人 自然人 3.5m 23.0m 2.53千m3 ● 2019/12/27 ●

大石池 おおいしいけ 熊本県 天草市 新和町大多尾字大石2402 大石ため池管理組合 自然人 0.7m 7.0m 0.08千m3 ● 2019/12/27 ●

土佐平2号池 とさびら2ごういけ 熊本県 天草市 新和町大多尾字土佐平3134 不明 自然人 1.5m 16.3m 0.23千m3 ― ―

新田池 しんでんいけ 熊本県 天草市 新和町大多尾字七坂3916-4 自然人 自然人 3.7m 13.0m 1.08千m3 ― ―

横島池 よこしまいけ 熊本県 天草市 新和町大多尾字東横島5302 不明 自然人 2.5m 12.0m 0.57千m3 ● 2019/12/27 ●

日の迫池 ひのさこいけ 熊本県 天草市 新和町碇石字日の迫895 自然人 自然人 2.4m 16.5m 0.23千m3 ● 2019/12/20

宮の下第1池 みやのしただい1いけ 熊本県 天草市 新和町碇石字日の迫951-3 自然人 自然人 0.8m 25.0m 0.15千m3 ● 2019/12/20

畑尻ため池 はたじりためいけ 熊本県 天草市 志柿町字畑尻897 自然人 自然人 2.6m 12.5m 0.34千m3

七反田1ため池 ななたんだいちためいけ 熊本県 天草市 志柿町字七反田4328 自然人 自然人 1.8m 12.5m 0.50千m3 ● 2019/11/14

七反田3ため池 ななたんださんためいけ 熊本県 天草市 志柿町字七反田4293 自然人 自然人 1.5m 15.0m 0.66千m3 ● 2019/11/14

ヘゴザカため池 へござかためいけ 熊本県 天草市 楠浦町字ヘゴ坂3698-1・3698-2 自然人 自然人 3.9m 12.0m 0.25千m3 ● 2019/11/10

野中3ため池 のなかさんためいけ 熊本県 天草市 楠浦町字野中8806-1 自然人 自然人 1.4m 13.0m 0.24千m3 ― ―

野中4ため池 のなかよんためいけ 熊本県 天草市 楠浦町字野中8806-4 自然人 自然人 2.4m 21.0m 1.00千m3 ● 2019/12/27

ヲロノ口ため池 をろのくちためいけ 熊本県 天草市 楠浦町字ヲロノロ9120 自然人 自然人 1.8m 15.0m 0.24千m3 ― ―

後家4ため池 ごかよんためいけ 熊本県 天草市 楠浦町字寺中2295 自然人 自然人 1.3m 13.0m 0.32千m3 ― ―

上仁田久保ため池 かみにたくぼためいけ 熊本県 天草市 楠浦町字北野1541 自然人 自然人 1.8m 17.0m 0.08千m3 ● 2019/11/11
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南今村ため池 みなみいまむらためいけ 熊本県 天草市 楠浦町字北今村1104 自然人 自然人 1.5m 30.0m 0.65千m3 ― ―

下後新田1ため池 しもごしんでんいちためいけ 熊本県 天草市 楠浦町字新田平9335 自然人 自然人 1.1m 8.0m 0.10千m3 ● 2019/12/27

江河内ため池 えがわちためいけ 熊本県 天草市 楠浦町字江河内6677-2 不明 自然人 1.4m 14.0m 0.35千m3 ● 2019/12/27 ●

刃牧ため池 うしまきためいけ 熊本県 天草市 楠浦町字丑牧6989-2 自然人 自然人 2.6m 19.0m 0.45千m3 ― ―

屋形ため池 やかたためいけ 熊本県 天草市 宮地岳町中野2903-4 自然人 自然人 3.2m 18.0m 0.20千m3 ● 2019/11/26 ●

宮の下第2ため池 みやのしただいにためいけ 熊本県 天草市 新和町碇石字日ノ迫947-1 自然人 自然人 0.7m 17.0m 0.17千m3 ● 2019/12/20

狸穴ため池 たぬきあなためいけ 熊本県 天草市 新和町碇石字日ノ迫930-1 自然人 自然人 2.6m 30.0m 0.52千m3 ● 2019/12/20

桑鶴ため池 くわづるためいけ 熊本県 天草市 新和町碇石字桑鶴382-1 自然人 自然人 2.3m 16.0m 0.12千m3 ● 2019/12/27

毛正田ため池 けしょうでんためいけ 熊本県 天草市 新和町碇石字毛正田992-4 自然人 自然人 1.3m 15.0m 0.49千m3 ● 2019/12/18

犬渕ため池 いぬぶちためいけ 熊本県 天草市 新和町碇石字大渕2078 自然人 自然人 2.0m 35.0m 0.34千m3 ● 2019/12/20 ●

丸野池 まるのいけ 熊本県 天草市 宮地岳町字林内5304 自然人 自然人 2.9m 16.5m 0.40千m3 ● 2019/11/25 ●

市古木池 いちこぎいけ 熊本県 天草市 宮地岳町字泊木場6023 自然人 自然人 1.7m 15.0m 0.22千m3 ― ―

荒河内池 あらかわちいけ 熊本県 天草市 宮地岳町字古中岳11 自然人 自然人 3.9m 16.0m 1.35千m3 ― ―

下とぼした池 したとぼしたいけ 熊本県 天草市 亀場町食場字下唐干田2054 自然人 自然人 1.6m 29.0m 0.46千m3 ● 2019/11/11

春の上2池 はるのかみ2いけ 熊本県 天草市 亀場町食場字春ノ上1406-2 自然人 自然人 3.0m 24.5m 0.10千m3 ● 2019/10/15

井出迫池 いでさこいけ 熊本県 天草市 亀場町食場字井手ノ迫485-3 自然人 自然人 4.0m 26.0m 0.80千m3 ― ―

春木2池 はるき2いけ 熊本県 天草市 本町下河内字春木1882-1 自然人 自然人 2.3m 19.0m 0.32千m3

友の迫2池 とものさこ2いけ 熊本県 天草市 本渡町本泉字友の迫757-2 自然人 自然人 2.1m 48.0m 0.25千m3

下山仁田1池 しもやまにた1いけ 熊本県 天草市 本渡町本戸馬場字観音2592-3 横山不動産有限会社 横山不動産有限会社 4.0m 17.0m 0.80千m3 ― ―

下山仁田2池 しもやまにた2いけ 熊本県 天草市 本渡町本戸馬場字下山仁田2474-17 天草市(下水道課) 天草市(下水道課) 5.1m 58.0m 0.50千m3 ― ―

緑山池 みどりやまいけ 熊本県 天草市 本渡町本渡甲字緑山2385-1 天草市 天草市 4.5m 65.0m 3.40千m3 ― ― ●

春木池 はるきいけ 熊本県 天草市 本町下河内字春木1840-2 自然人 熊本県、自然人 37.6m 94.0m 0.53千m3

長田池 ながたいけ 熊本県 天草市 本町下河内字長田1324 自然人 東向寺 2.2m 25.0m 0.98千m3 ● 2019/11/9

姫の河内ため池 ひめのがわちためいけ 熊本県 天草市 二浦町早浦１００１−５地先 天草市役所牛深支所 姫の河内水利組合 2.8m 19.0m 0.29千m3

黒岩池 くろいわいけ 熊本県 天草市 本町新休字黒岩527 自然人 自然人 3.1m 20.5m 0.35千m3 ● 2019/11/13 ●

鶴矢英池 つるやぶさいけ 熊本県 天草市 本町本字矢英7099 自然人 自然人 2.0m 35.0m 0.30千m3 ● 2019/11/19 ●

南迫2池 みなみさこにいけ 熊本県 天草市 佐伊津町字南の迫169 自然人 自然人 6.4m 21.0m 0.90千m3 ● 2019/11/29

中大野1池 なかおおのいちいけ 熊本県 天草市 枦宇土町乙字中大野1415 自然人 自然人 2.7m 26.0m 0.36千m3 ● 2019/11/20

椎ノ木平池 しいのきひらいけ 熊本県 天草市 枦宇土町乙字椎の木平1490 自然人 自然人 4.0m 32.0m 0.32千m3 ● 2019/11/11

滝の迫2池 たきのさこにいけ 熊本県 天草市 枦宇土町乙字滝の迫1202 自然人 自然人 4.0m 22.0m 0.18千m3 ● 2019/11/11

帽子山池 ぼうしやまいけ 熊本県 天草市 枦宇土町乙字帽子山694-2 自然人 自然人 1.4m 36.0m 0.16千m3 ● 2019/11/20

境の松池 さかいのまついけ 熊本県 天草市 五和町御領字行渡1754 自然人 自然人 2.8m 20.0m 0.58千m3 ● 2019/12/18

土橋池 どばしいけ 熊本県 天草市 五和町御領字土橋1399-7 自然人 自然人 2.4m 17.0m 0.83千m3 ● 2019/12/27

浦園池1 うらぞのいけ1 熊本県 天草市 五和町御領字釜ノ迫1852 自然人 自然人 3.4m 17.0m 0.53千m3 ● 2019/12/5

浦園池2 うらぞのいけ2 熊本県 天草市 五和町御領字釜ノ迫1803 自然人 自然人 3.0m 15.0m 0.52千m3 ● 2019/12/18

鳥越池1 とりごえいけ1 熊本県 天草市 五和町御領字重ノ丸2192-3 自然人 天草市 2.6m 19.0m 0.70千m3 ― ―

鳥越池2 とりごえいけ2 熊本県 天草市 五和町御領字井手河内2239-2 自然人 自然人 1.9m 13.0m 0.23千m3 ● 2019/12/5

貝津池1 かいづいけ1 熊本県 天草市 五和町御領字中洲2927 自然人 自然人 2.1m 57.5m 0.70千m3 ● 2019/12/27 ●

田原池 たばるいけ 熊本県 天草市 五和町御領字田原2804 自然人 自然人 3.2m 19.0m 0.56千m3 ● 2019/12/10

貝津池2 かいづいけ2 熊本県 天草市 五和町御領字西河内2687-3 自然人 自然人 1.4m 16.0m 0.22千m3 ● 2019/12/27 ●

後木原池 ごきばらいけ 熊本県 天草市 五和町御領字後木原3398-6 自然人 自然人 2.4m 18.0m 0.23千m3 ● 2019/12/20

鳥越池3 とりごえいけ3 熊本県 天草市 五和町御領字白岩2477 自然人 自然人 4.1m 18.0m 1.06千m3 ● 2019/12/17

鳥越池4 とりごえいけ4 熊本県 天草市 五和町御領字白岩2469-2 自然人 自然人 2.7m 26.0m 3.75千m3 ● 2019/12/17

広崎浦池 ひろさきうらいけ 熊本県 天草市 下浦町下広崎浦地先 自然人 集落 3.4m 17.0m 0.59千m3

岩宗池 いわむねいけ 熊本県 天草市 五和町御領字石宗3898-1 自然人 自然人 4.7m 25.0m 7.40千m3 ● 2020/1/24

下高尾池 しもたかおいけ 熊本県 天草市 五和町城河原１町目字下高尾2159 自然人 自然人 4.3m 19.0m 0.53千m3 ― ―

帆崎 ほさき 熊本県 天草市 佐伊津町字帆崎345 自然人 自然人 3.8m 23.0m 1.02千m3 ● 2019/12/27 ●

大河内１ おおかわちいち 熊本県 天草市 佐伊津町字大河内1569 自然人 自然人 2.1m 17.0m 0.23千m3 ― ―

古野 ふるの 熊本県 天草市 倉岳町棚底字古野 621 自然人 自然人 2.5m 17.5m 0.31千m3

屋敷尾 やしきお 熊本県 天草市 佐伊津町字屋敷の尾3209 自然人 自然人 5.6m 24.0m 1.15千m3 ● 2019/12/27

宇土 うと 熊本県 天草市 佐伊津町字宇土5259 自然人 天草市 2.5m 13.0m 0.34千m3 ― ― ●

石樫池 いしがしいけ 熊本県 天草市 五和町御領4468−14 自然人 自然人 2.3m 27.5m 0.94千m3 ● 2019/12/6

野頭池 のがしらいけ 熊本県 天草市 五和町御領5726‐1 自然人 自然人 3.8m 20.5m 1.85千m3 ● 2019/12/27 ●

西原池1 にしばるいけ1 熊本県 天草市 五和町御領5312 自然人 自然人 3.1m 22.5m 0.55千m3 ● 2019/12/27 ●

西原池2 にしばるいけ2 熊本県 天草市 五和町御領4822−1 自然人 自然人 3.7m 30.0m 1.70千m3 ● 2019/12/17 ●

中野池 なかのいけ 熊本県 天草市 五和町御領10826 馬場川集落協定 五和町 4.0m 56.0m 3.80千m3 ― ―

山ノ田 やまのた 熊本県 天草市 五和町御領8298 自然人 自然人 4.4m 51.0m 3.35千m3 ● 2019/12/11 ●

一尾池 いちおいけ 熊本県 天草市 五和町御領7894 自然人 自然人 3.3m 32.5m 0.65千m3 ● 2019/12/27 ●

小峰池 こみねいけ 熊本県 天草市 五和町手野2丁目2005-2 自然人 自然人 2.7m 42.0m 1.11千m3 ● 2019/12/27



(1)名称 (2)読み (3)所在地 (4)管理者 (5)所有者 (6)堤高 (7)堤頂長 (8)総貯水量

(m) (m) (千m3)

届出の有無
●：届出済
―：届出不要

届出年月日

（10）防災
重点ため
池の選定

状況
●：選定

（9）届出

一の谷 いちのたにいけ 熊本県 天草市 五和町手野1丁目4182-2 自然人 自然人 4.8m 31.0m 1千m3 ● 2019/12/10 ●

砂窪池 すなくぼいけ 熊本県 天草市 五和町手野1丁目3906 自然人 自然人 2.7m 28.5m 1.28千m3 ● 2019/12/27

長迫池 ながさこいけ 熊本県 天草市 五和町手野1丁目4359 自然人 自然人 3.4m 19.5m 1.25千m3 ● 2019/12/9

志田の原池1 しだのはらいけ1 熊本県 天草市 五和町手野1丁目3421 自然人 自然人 3.0m 36.5m 0.41千m3 ● 2019/12/27 ●

志田の原池2 しだのはらいけ2 熊本県 天草市 五和町手野1丁目4741 自然人 自然人 2.5m 19.0m 0.43千m3 ● 2019/12/27 ●

野中池 のなかいけ 熊本県 天草市 五和町手野1丁目2411 自然人 自然人 3.7m 23.0m 0.74千m3 ― ―

仁田池 にたいけ 熊本県 天草市 五和町手野1丁目1045-2 志岐道川水理組合 志岐道川水理組合 5.7m 30.0m 1.60千m3 ● 2019/12/6 ●

舟の尾池 ふねのおいけ 熊本県 天草市 五和町手野1丁目840 自然人 自然人 4.7m 30.0m 2.05千m3 ● 2019/12/9 ●

楠原池 くすはらいけ 熊本県 天草市 五和町城河原3丁目1295 自然人 自然人 5.2m 27.0m 3.00千m3 ● 2019/12/5 ●

山野2池 やまのにいけ 熊本県 天草市 下浦町下柿塚地先 自然人 自然人 3.0m 15.0m 0.16千m3

野口池 のぐちいけ 熊本県 天草市 五和町城河原三丁目字野口 1705 自然人 天草市 4.5m 20.0m 1.63千m3 ● 2019/12/27 ●

亀の甲池 かめのこういけ 熊本県 天草市 五和町城河原二丁目字石炭 2281 亀の甲須良道水利組合 自然人 6.9m 37.0m 10.00千m3 ● 2019/9/11 ●

高尾池1 たかおいけいち 熊本県 天草市 五和町城河原一丁目字仁﨑山 2265-1 自然人 天草市 1.6m 14.0m 0.18千m3 ― ―

高尾池2 たかおいけに 熊本県 天草市 五和町城河原一丁目字仁﨑山 2256 自然人 自然人 3.7m 23.0m 0.86千m3 ● 2019/12/5 ●

野首池 のくびいけ 熊本県 天草市 五和町城河原二丁目字野首 1011 自然人 天草市 4.5m 19.5m 0.72千m3 ● 2019/12/10 ●

長迫池 ながさこいけ 熊本県 天草市 五和町手野一丁目字禮恩 4423-6 自然人 自然人 4.0m 13.0m 1.30千m3 ● 2019/12/27

宮の前池 みやのまえいけ 熊本県 天草市 五和町城河原三丁目字上野々 942-3 野口大野水利組合 自然人 5.4m 27.0m 2.70千m3 ● 2019/12/10

丸田池 まるたいけ 熊本県 天草市 五和町城河原三丁目字丸田 790 自然人 自然人 2.2m 25.0m 0.90千m3 ● 2019/12/6

横蓑ため池 よこみのためいけ 熊本県 天草市 新和町碇石158-1 横蓑ため池管理組合 自然人 2.5m 14.0m 0.40千m3

寺堤池 てらづつみいけ 熊本県 天草市 五和町城河原二丁目字下り尾 1388-1 荒河内水利組合 天草市 6.4m 25.5m 3.33千m3 ― ― ●

早稲田池 わせだいけ 熊本県 天草市 五和町手野一丁目字早稲田 2211-3 自然人 自然人 2.2m 21.0m 0.36千m3 ― ―

勝負の平池 しょうぶのひらいけ 熊本県 天草市 五和町手野一丁目字勝負平 1957-6 自然人 自然人 3.4m 21.5m 1.08千m3 ● 2019/12/27 ●

本戸道池 ほんどみちいけ 熊本県 天草市 五和町城河原二丁目字本戸道 19 自然人 自然人 1.8m 25.0m 0.78千m3 ● 2019/12/27 ●

柏の木池 かしわのきいけ 熊本県 天草市 五和町城河原三丁目字中山 685 自然人 自然人 1.5m 11.0m 0.15千m3 ● 2019/12/27 ●

長谷池 ながたにいけ 熊本県 天草市 五和町手野一丁目字長谷 1806 不明 天草市 3.6m 25.0m 1.30千m3 ― ― ●

野首池 のくびいけ 熊本県 天草市 五和町城河原一丁目字平ノ下 685 城木場水利組合 自然人 4.3m 27.0m 0.68千m3 ● 2019/12/20 ●

新堤池 しんづつみいけ 熊本県 天草市 五和町城河原一丁目字浦仁田 524 城木場水利組合 天草市 1.6m 24.0m 0.44千m3 ● 2019/12/20 ●

野口池 のぐちいけ 熊本県 天草市 五和町城河原三丁目字野口 1720-1 自然人 自然人 2.7m 34.0m 2.56千m3 ● 2019/12/27 ●

岩坂池 いわさかいけ 熊本県 天草市 五和町城河原三丁目字上野原 80-1 自然人 自然人 3.1m 22.0m 1.30千m3 ● 2019/12/9 ●

大尾池 おおおいけ 熊本県 天草市 五和町城河原一丁目字大尾 3792-3 自然人 自然人 2.7m 16.0m 0.24千m3 ● 2019/12/3

中の原池 なかのはらいけ 熊本県 天草市 五和町城河原３丁目字中の原204 自然人 自然人 2.4m 26.0m 0.09千m3 ― ―

門下池 かどしたいけ 熊本県 天草市 五和町城河原１丁目字門下3835 自然人 自然人 1.9m 40.0m 0.27千m3 ● 2019/12/27 ●

四ツ枝池 よつえだいけ 熊本県 天草市 本渡町広瀬字四ツ枝1866-1 不明 自然人 2.5m 9.5m 0.13千m3

山の迫池2 やまのさこいけ2 熊本県 天草市 五和町城河原１丁目字神傅山3180-21 自然人 自然人 2.6m 15.5m 0.17千m3 ― ―

富士尾池 ふじおいけ 熊本県 天草市 五和町城河原１丁目字富士尾3002 自然人 自然人 2.3m 16.0m 0.37千m3 ― ―

開キ池1 ひらきいけ1 熊本県 天草市 五和町城河原１丁目字源之尾2943 自然人 自然人 1.7m 16.5m 0.09千m3 ― ―

開キ池2 ひらきいけ2 熊本県 天草市 五和町城河原１丁目字門2943 自然人 自然人 2.9m 14.5m 0.17千m3 ● 2019/12/27 ●

堀の迫池 ほりのさこいけ 熊本県 天草市 五和町城河原１丁目字堀の迫2321 自然人 自然人 2.0m 24.5m 5.15千m3 ● 2019/12/9

桜の迫池 さくらのさこいけ 熊本県 天草市 五和町城河原１丁目字平河内2604-1 自然人 自然人 2.1m 15.0m 0.36千m3 ● 2019/12/27 ●

井出１ いでいち 熊本県 天草市 本渡町本渡山の口 自然人 不明 4.1m 22.0m 0.84千m3

井出２ いでに 熊本県 天草市 本渡町本渡山の口 自然人 不明 2.5m 29.5m 1.70千m3

百田池 ももたいけ 熊本県 天草市 五和町城河原１丁目字源之尾2418 自然人 自然人 2.5m 18.0m 0.63千m3 ● 2019/12/7

井手ノ口 いでのくち 熊本県 天草市 牛深町字魚見峠2907 自然人 自然人 2.4m 18.8m 1.50千m3 ● 2019/12/17 ●

砂月 さつき 熊本県 天草市 牛深町字作造山1941 自然人 自然人 1.2m 24.5m 0.40千m3 ● 2019/12/27 ●

増野 ますの 熊本県 天草市 魚貫町増野 自然人 不明 2.6m 16.0m 0.25千m3 ― ―

大田 おおた 熊本県 天草市 ニ浦町亀浦字餅ヶ倉 2273-1 自然人 自然人 5.6m 17.8m 0.70千m3 ● 2019/12/27 ●

河ヶ迫 かわがさこ 熊本県 天草市 ニ浦町早浦字河ヶ迫 133-4 自然人 自然人 1.7m 24.0m 0.50千m3 ● 2019/12/17

新芳ノ浦 しんよしのうら 熊本県 天草市 ニ浦町早浦字芳ノ浦 1599-1 自然人 天草市 1.8m 24.0m 0.23千m3 ― ― ●

東出河内（A） ひがしでかわち（A） 熊本県 天草市 ニ浦町早浦字東出河内 1000-4 自然人 自然人 3.5m 26.0m 1.50千m3 ● 2019/12/25

上間木場（B） じょうまこば（B） 熊本県 天草市 久玉町内の原字上間木場 1012 自然人 自然人 2.4m 35.0m 1.50千m3 ● 2019/12/27

下太田 しもおおた 熊本県 天草市 久玉町内の原字下大田 628-2 自然人 自然人 2.3m 9.0m 0.90千m3 ● 2019/12/27 ●

上狩集 かみかりあつめ 熊本県 天草市 久玉町内の原字上狩集 5 自然人 自然人 3.2m 15.0m 2.50千m3 ● 2019/12/24

大坪 おおつぼ 熊本県 天草市 久玉町本郷字大坪 1578-2 自然人 天草市 7.6m 30.9m 4.00千m3 ● 2019/12/27 ●

牧池 まきいけ 熊本県 天草市 天草町福連木字上屋敷 3177 自然人 自然人 2.0m 40.0m 0.15千m3 ― ―

樋ノ口３ ひのくちさん 熊本県 天草市 河浦町新合字樋ノ口 2049 自然人 自然人 1.7m 13.7m 0.25千m3 ● 2019/12/27 ●

上鷹ノ巣 かみたかのす 熊本県 天草市 河浦町新合字上鷹ノ巣 1178 津留財産区 自然人 2.9m 47.0m 0.90千m3 ― ―

堂山１ どうやま １ 熊本県 天草市 河浦町新合字堂山 1283 自然人 自然人 2.8m 18.0m 0.98千m3 ● 2019/10/29

堂山２ どうやま ２ 熊本県 天草市 河浦町新合字堂山 1285 自然人 自然人 3.4m 15.0m 0.87千m3 ● 2019/10/29

金山 かなやま 熊本県 天草市 河浦町新合字金山 1768-1 自然人 自然人 3.6m 21.2m 1.30千m3 ● 2019/11/25
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深迫 ふかざこ 熊本県 天草市 河浦町今田字深迫 3448-2 自然人 自然人 2.4m 20.0m 0.40千m3 ● 2019/12/2

水ノ浦 みずのうら 熊本県 天草市 河浦町久留字水ノ浦 89 自然人 自然人 2.0m 21.0m 0.60千m3 ● 2019/12/27 ●

樫ノ浦 かしのうら 熊本県 天草市 河浦町久留字樫ノ浦 3183 自然人 自然人 1.3m 18.3m 1.00千m3 ● 2019/10/24

竹の内池 たけのうちいけ 熊本県 天草市 栖本町河内5260-7 自然人 自然人 2.6m 7.0m 0.19千m3 ● 2019/12/27 ●

竹野池 たけのいけ 熊本県 天草市 栖本町馬場1517 自然人 自然人 4.0m 27.0m 1.30千m3 ● 2020/1/15

平の口池 ひらのくちいけ 熊本県 天草市 栖本町馬場2397-1 自然人 自然人 5.0m 25.0m 2.00千m3 ● 2019/12/20

一の谷池 いちのたにいけ 熊本県 天草市 五和町大字手野1丁目4137 自然人 不明 2.0m 12.0m 0.12千m3

下小手池 しもこていけ 熊本県 天草市 下浦町下小手地先 自然人 自然人 2.0m 14.8m 0.20千m3 ― ―

山野1池 やまのいちいけ 熊本県 天草市 下浦町下柿塚地先 自然人 自然人 1.5m 15.0m 0.30千m3 ― ―

一の谷池 いちのたにいけ 熊本県 天草市 五和町井手 不明 不明 1.5m 8.0m 0.10千m3

一の谷池 いちのたにいけ 熊本県 天草市 五和町井手 不明 不明 1.8m 23.0m 0.77千m3

宇都池 うといけ 熊本県 天草市 五和町井手 不明 不明 1.6m 13.5m 0.21千m3

宇都池 うといけ 熊本県 天草市 五和町井手 不明 不明 2.0m 22.0m 0.40千m3

宇土 うと 熊本県 天草市 河浦町宮野河内字宇土 不明 不明 3.7m 28.0m 1.08千m3

水車池 みずぐるまいけ 熊本県 天草市 有明町大浦地先 自然人 土地改良区 2.0m 33.0m 1.30千m3 ● 2019/10/25 ●

蛭子鼻池 えびすばないけ 熊本県 天草市 有明町大浦3749-2 自然人 自然人 1.8m 20.0m 1.50千m3 ● 2019/12/16 ●

中平山池 なかひらやまいけ 熊本県 天草市 有明町下津浦332-3 自然人 自然人 1.5m 17.0m 100.00千m3 ● 2019/10/7 ●

蛸の平池 たこのひらいけ 熊本県 天草市 有明町下津浦4961-1 自然人 自然人 4.2m 18.0m 0.10千m3 ― ―

イゲの道池 いげのみちいけ 熊本県 天草市 有明町下津浦1182 自然人 自然人 2.4m 15.0m 0.51千m3 ● 2019/10/7

仁田池 にたいけ 熊本県 天草市 有明町下津浦723 自然人 自然人 6.7m 38.0m 5.10千m3 ● 2019/12/27 ●

浦園池 うらぞのいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 4.3m 18.0m 0.21千m3

一升田池 いっしょうだいけ 熊本県 天草市 志柿町壱升田2366－3 一升田ため池組合 一升田ため池組合 1.5m 15.0m 0.19千m3 ● 2019/12/27

柳池 やなぎいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地字柳5260 自然人 自然人 2.0m 14.0m 0.26千m3 ● 2019/12/21 ●

道明 どうめい 熊本県 天草市 河浦町立原字道明 不明 不明 2.0m 31.0m 0.90千m3 ― ―

桜平 さくらひら 熊本県 天草市 河浦町新合字桜平 不明 不明 2.3m 68.0m 0.28千m3 ― ―

鳥越船倉 そりごえふなくら 熊本県 天草市 河浦町立原字船倉 不明 不明 1.5m 23.0m 0.19千m3 ― ―

延命寺 えんめいじ 熊本県 天草市 本渡町本渡後田 自然人 不明 1.0m 9.0m 0.90千m3

白木丸 しらきまる 熊本県 天草市 河浦町新合字白木丸 不明 不明 1.5m 20.0m 0.22千m3 ● 2019/10/28

樋ノ口１ ひのくちいち 熊本県 天草市 河浦町新合字樋ノ口 不明 不明 1.6m 12.0m 0.25千m3 ● 2019/10/24

樋ノ口２ ひのくちに 熊本県 天草市 河浦町新合字樋ノ口 不明 不明 1.0m 12.0m 0.07千m3 ― ―

塩屋田池 しおやだいけ 熊本県 天草市 五和町大字鬼池1533−1 堀川正人 不明 2.0m 30.0m 0.50千m3

小塚渡 こづかわたり 熊本県 天草市 河浦町新合字小塚渡 不明 不明 1.5m 11.0m 0.18千m3 ● 2019/10/25

横落 よこおち 熊本県 天草市 魚貫町横落 不明 不明 1.5m 17.0m 0.20千m3

沖ノ十 おきのじゅう 熊本県 天草市 本町新休 自然人 不明 2.0m 10.0m 0.20千m3

下河内 しもかわち 熊本県 天草市 本町下河内 自然人 不明 2.0m 20.0m 0.30千m3

下高尾池 しもたかおいけ 熊本県 天草市 五和町城河原１丁目字角照田2720 自然人 自然人 1.5m 15.0m 0.20千m3

下高尾池 しもたかおいけ 熊本県 天草市 五和町城木場 不明 不明 2.0m 20.0m 0.45千m3

小久保 こくぼ 熊本県 天草市 河浦町河浦字小久保 不明 不明 1.8m 18.0m 0.10千m3 ● 2019/11/11

釜 かま 熊本県 天草市 河浦町河浦字釜 不明 不明 3.0m 30.0m 1.10千m3 ● 2019/11/11

下山木河内（A） しもやまきかわちえー 熊本県 天草市 久玉町内の原 不明 不明 1.5m 20.0m 3.00千m3

下山木河内（B） しもやまきかわちびー 熊本県 天草市 久玉町内の原 不明 不明 2.0m 20.0m 0.50千m3

下平山 しもひらやま 熊本県 天草市 栖本町馬場 自然人 不明 2.5m 20.0m 0.25千m3

阿草河内 あくさかわち 熊本県 天草市 河浦町路木字阿草河内1865-2 不明 不明 1.5m 20.0m 0.20千m3 ● 2019/11/15

火の玉 ひのたま 熊本県 天草市 栖本町馬場 自然人 不明 2.0m 15.0m 0.20千m3

開キ池 ひらきいけ 熊本県 天草市 五和町城木場 不明 不明 1.5m 15.0m 0.18千m3

貝津池 かいついけ 熊本県 天草市 五和町大字御領2747−5 不明 不明 2.0m 15.0m 0.20千m3

柿塚１ かきつかいち 熊本県 天草市 下浦町柿塚 自然人 不明 1.5m 10.0m 0.10千m3

柿塚３ かきつかさん 熊本県 天草市 下浦町柿塚 自然人 不明 2.0m 17.0m 0.43千m3

笠河内１ かさかわちいち 熊本県 天草市 本町鶴笠河内 自然人 不明 2.5m 10.0m 0.20千m3

笠河内２ かさかわちに 熊本県 天草市 本町鶴笠河内 自然人 不明 2.0m 16.0m 0.08千m3

笠河内３ かさかわちさん 熊本県 天草市 本町鶴笠河内 自然人 不明 1.5m 12.0m 0.25千m3

丸木場１ まるこばいち 熊本県 天草市 本町中鶴 自然人 不明 2.0m 12.0m 0.40千m3

岩山池 いわやまいけ 熊本県 天草市 五和町荒河内 不明 不明 1.5m 21.0m 0.30千m3

岩谷池 いわたにいけ 熊本県 天草市 五和町二江 不明 不明 2.0m 19.0m 0.35千m3

久保池 くぼいけ 熊本県 天草市 五和町大字手野1丁目138 自然人 不明 2.0m 29.0m 1.50千m3

宮の前池 みやのまえいけ 熊本県 天草市 五和町大字城河原2丁目803 野口水利組合 野口水利組合 2.0m 12.0m 0.65千m3

宮後 みやうしろ 熊本県 天草市 二浦町早浦 不明 不明 4.0m 11.0m 1.20千m3

原２ はらに 熊本県 天草市 佐伊津町原 自然人 不明 3.0m 12.0m 0.60千m3

後家３ ごけさん 熊本県 天草市 楠浦町後家 自然人 不明 1.5m 8.0m 0.10千m3
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後木原池 うしろきはらいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 1.5m 8.0m 0.25千m3

高月池 たかつきいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 2.0m 20.0m 0.30千m3

黒洲１ くろすいち 熊本県 天草市 有明町楠甫5293-2 自然人 不明 1.0m 15.0m 0.15千m3

山の口池１ やまのくちいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 2.2m 12.0m 0.20千m3

山の口池２ やまのくちいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 2.3m 26.0m 0.26千m3

黒地 くろち 熊本県 天草市 栖本町河内 自然人 不明 2.9m 29.0m 0.90千m3

砂窪池 すなくぼいけ 熊本県 天草市 五和町井手 不明 不明 2.8m 16.0m 0.08千m3

小串池 おぐしいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 2.7m 20.0m 0.30千m3 ● 2019/12/8

三治池 さんじいけ 熊本県 天草市 五和町城木場 不明 不明 4.0m 21.0m 0.74千m3

向高月池 むこうたかつきいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 3.0m 20.0m 0.24千m3 ― ―

大河内池 おおかわちいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 3.1m 21.0m 0.46千m3 ― ―

大河内池 おおかわちいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 2.5m 17.0m 0.18千m3 ― ―

三治池 さんじいけ 熊本県 天草市 五和町城木場 不明 不明 2.8m 19.5m 0.52千m3

鳥越池 とりごえいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 3.3m 24.0m 1.00千m3

鳥越池 とりごえいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 4.0m 22.0m 2.20千m3

三尺迫池 さんしゃくさこいけ 熊本県 天草市 有明町上津浦 自然人 不明 2.3m 13.0m 0.45千m3

山の神池 やまのかみいけ 熊本県 天草市 有明町須子1666 自然人 不明 2.0m 17.0m 1.03千m3

山の迫池1 やまのさこいけ1 熊本県 天草市 五和町城河原１丁目字山の迫3265 自然人 自然人 3.3m 30.0m 2.05千m3

寺堤池 てらつつみいけ 熊本県 天草市 五和町荒河内 不明 不明 2.3m 16.0m 0.16千m3

高尾池 たかおいけ 熊本県 天草市 五和町城木場 不明 不明 3.4m 21.0m 0.80千m3 ― ―

蒔平 まきひら 熊本県 天草市 河浦町宮野河内字蒔平 不明 不明 3.3m 28.0m 0.55千m3

室ノ迫１ むろのさこいち 熊本県 天草市 河浦町新合字室ノ迫 不明 不明 2.2m 22.0m 0.34千m3

舟の河内池 ふねのかわうちいけ 熊本県 天草市 五和町大字鬼池967 自然人 自然人 4.7m 39.0m 4.40千m3

住吉 すみよし 熊本県 天草市 久玉町内の原 不明 不明 3.0m 19.5m 1.60千m3

出月 いでつき 熊本県 天草市 深海町出月 不明 不明 4.4m 38.5m 6.30千m3

平田池 ひらたいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 5.2m 37.0m 1.16千m3 ― ―

石出池 いしいけいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 1.9m 15.5m 0.09千m3 ― ―

西原池 にしはらいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 1.8m 17.0m 0.11千m3 ― ―

春の上１ はるのかみいち 熊本県 天草市 亀場町春の上 自然人 不明 1.3m 18.5m 0.33千m3

春這 はるはい 熊本県 天草市 牛深町春這 不明 不明 2.4m 19.0m 0.14千m3

春木１ はるきいち 熊本県 天草市 本町枦ノ原春木 自然人 不明 2.3m 14.0m 0.08千m3

崎高尾池 さきたかおいけ 熊本県 天草市 五和町城木場 不明 不明 3.0m 53.6m 0.19千m3 ― ―

春木３ はるきさん 熊本県 天草市 本町枦ノ原春木 自然人 不明 2.7m 24.0m 1.25千m3

小原田池 おはらだいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 2.3m 27.0m 0.57千m3

小原田池 おはらだいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 2.6m 22.0m 0.51千m3

小峰池 こみねいけ 熊本県 天草市 五和町下内野 不明 不明 3.4m 16.0m 0.17千m3

小峰池 こみねいけ 熊本県 天草市 五和町下内野 不明 不明 5.6m 25.0m 1.40千m3

松ヶ浦１ まつがうらいち 熊本県 天草市 河浦町久留字松ヶ浦 不明 不明 2.7m 18.0m 0.16千m3

松ヶ浦２ まつがうらに 熊本県 天草市 河浦町久留字松ヶ浦 不明 不明 4.6m 16.0m 0.15千m3

本河内池 ほんかわちいけ 熊本県 天草市 五和町二江字斧砥川3555 不明 不明 3.4m 21.0m 1.10千m3

上間小場（Ａ） かみまこばえー 熊本県 天草市 久玉町内の原 不明 不明 3.0m 29.0m 0.60千m3

柳の迫池 やなぎのさこいけ 熊本県 天草市 五和町井手 不明 不明 3.0m 23.0m 0.20千m3 ― ―

上松尾 かみまつお 熊本県 天草市 栖本町馬場 不在 不明 1.6m 20.0m 0.45千m3

平池 ひらいけ 熊本県 天草市 五和町井手 不明 不明 8.6m 23.0m 0.51千m3 ― ―

鶴尾池 つるおいけ 熊本県 天草市 五和町荒河内 不明 不明 0.0m 11.0m 0.36千m3 ― ―

上平山 かみひらやま 熊本県 天草市 栖本町馬場 自然人 不明 1.5m 20.0m 0.26千m3

鶴尾池 つるおいけ 熊本県 天草市 五和町荒河内 不明 不明 2.2m 19.0m 0.47千m3 ― ―

城ノ後 しろのうしろ 熊本県 天草市 倉岳町棚底字尾崎1100 自然人 不明 3.4m 22.0m 0.75千m3

新休 しんきゅう 熊本県 天草市 本町新休 自然人 不明 4.6m 25.5m 3.33千m3

野中池 のなかいけ 熊本県 天草市 五和町井手 不明 不明 3.5m 21.0m 0.20千m3 ― ―

塚原池 つかはらいけ 熊本県 天草市 五和町荒河内 不明 不明 1.0m 19.0m 0.90千m3 ― ―

仁田 にた 熊本県 天草市 魚貫町福津 不明 不明 2.4m 15.5m 0.21千m3

岩山池 いわやまいけ 熊本県 天草市 五和町城木場 不明 不明 2.2m 16.0m 0.23千m3 ― ―

須良道池 すらみちいけ 熊本県 天草市 五和町荒河内 不明 不明 2.3m 25.5m 0.50千m3

水無池 みずなしいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 2.6m 14.0m 0.31千m3

菅蓋１ すがぶたいち 熊本県 天草市 栖本町馬場 自然人 不明 2.4m 14.0m 0.37千m3

菅蓋２ すがぶたに 熊本県 天草市 栖本町馬場 自然人 不明 2.5m 31.0m 0.10千m3

瀬戸 せと 熊本県 天草市 河浦町久留字瀬戸 不明 不明 4.0m 26.0m 0.92千m3

瀬戸作 そとさく 熊本県 天草市 佐伊津町浜洲 自然人 不明 1.4m 17.0m 0.10千m3
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富士尾池 ふじおいけ 熊本県 天草市 五和町城木場 不明 不明 1.5m 17.0m 0.08千m3 ― ―

源の尾池 げんのおいけ 熊本県 天草市 五和町城木場 不明 不明 4.5m 23.0m 0.70千m3 ― ―

西原池 にしはらいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 3.2m 12.0m 0.07千m3

堀の迫池 ほりのさこいけ 熊本県 天草市 五和町城木場 不明 不明 5.5m 21.0m 0.72千m3 ― ―

角照田池 かくてるたいけ 熊本県 天草市 五和町城木場 不明 不明 2.6m 16.0m 0.38千m3 ― ―

仁崎山池 にさきやまいけ 熊本県 天草市 五和町城木場 不明 不明 3.9m 25.0m 0.17千m3 ― ―

大通越ため池 おおとおりこえためいけ 熊本県 天草市 御所浦町1963-2 不明 不明 2.0m 25.0m 0.35千m3 ― ―

元浦ため池 もとうらためいけ 熊本県 天草市 御所浦町5466-3 不明 不明 2.0m 10.0m 0.12千m3 ― ―

樫の浦ため池 かしのうらためいけ 熊本県 天草市 御所浦町1319 不明 不明 2.0m 0.0m 0.27千m3 ― ―

下切４号 しもきりよんごう 熊本県 天草市 新和町小宮地字東田原 不明 不明 2.5m 53.0m 1.40千m3 ― ―

上木場 かみこば 熊本県 天草市 新和町小宮地字上木場 不明 不明 4.0m 46.0m 2.16千m3 ― ―

尾ノ上田 おのうえた 熊本県 天草市 新和町碇石字尾ノ上田 不明 不明 1.2m 11.0m 0.15千m3 ● 2020/2/20

川池 かわいけ 熊本県 天草市 新和町碇石字川池 不明 不明 2.4m 16.0m 0.32千m3 ● 2020/6/25

雁山口１号 がんやまぐちいちごう 熊本県 天草市 新和町碇石字雁山口 不明 不明 2.4m 18.0m 0.09千m3 ● 2020/6/16

雁山口２号 がんやまぐちにごう 熊本県 天草市 新和町碇石字雁山口 不明 不明 1.9m 22.0m 0.16千m3 ● 2020/6/22

石樫池 いしかしいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 1.2m 22.0m 1.02千m3

大渕２号 おおふちにごう 熊本県 天草市 新和町碇石字大渕 不明 不明 1.4m 12.0m 0.24千m3 ● 2020/6/25

牛ヶ平 うしがひら 熊本県 天草市 新和町碇石字牛ヶ平 不明 不明 1.5m 30.0m 0.20千m3 ● 2020/6/25

松葉 まつば 熊本県 天草市 栖本町河内 自然人 不明 1.8m 20.0m 0.00千m3 ― ―

石橋 いしばし 熊本県 天草市 河浦町宮野河内字石橋 不明 不明 2.0m 17.0m 0.00千m3

鶴尾 つるお 熊本県 天草市 栖本町河内 不明 不明 1.5m 15.0m 0.00千m3 ― ―

石出池 いしいでいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 2.3m 26.0m 0.00千m3

赤迫池 あかさこいけ 熊本県 天草市 五和町城木場 不明 不明 1.9m 25.0m 0.00千m3

前田 まえだ 熊本県 天草市 久玉町内の原 不明 不明 2.0m 30.0m 0.00千m3

倉床２ くらとこに 熊本県 天草市 楠浦町倉床 自然人 不明 1.9m 17.0m 0.00千m3

多々羅原池 たたらはらいけ 熊本県 天草市 五和町大字城河原2丁目856−6 自然人 不明 1.8m 13.0m 0.00千m3

大原田池 おおはらだいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 1.4m 18.0m 0.00千m3

大渡 おおわたり 熊本県 天草市 宮地岳町樫ノ木 自然人 不明 2.0m 10.0m 0.00千m3

松尾 まつお 熊本県 天草市 栖本町馬場 不明 不明 3.5m 25.0m 0.00千m3 ― ―

上平の口 うえひらのくち 熊本県 天草市 栖本町馬場 不明 不明 4.0m 35.0m 0.00千m3 ― ―

大平 おおひら 熊本県 天草市 下浦町小手 自然人 不明 1.5m 10.0m 0.12千m3

大渕１号 おおふちいちごう 熊本県 天草市 新和町碇石字大渕 不明 不明 3.0m 40.0m 4.00千m3

境目 さかいめ 熊本県 天草市 倉岳町宮田字平尾1032-3 平尾溜池水利組合 不明 2.0m 14.0m 1.20千m3 ― ―

袈裟ヶ浦 けさがうら 熊本県 天草市 倉岳町宮田 不明 不明 2.0m 16.0m 0.04千m3 ― ―

中形 なかかたち 熊本県 天草市 倉岳町宮田 不明 不明 1.4m 14.0m 0.08千m3 ― ―

尾崎１池 おざきいちいけ 熊本県 天草市 天草町下田南 不明 不明 3.0m 30.0m 0.15千m3 ― ―

尾崎２池 おざきにいけ 熊本県 天草市 天草町下田南 不明 不明 5.0m 50.0m 0.20千m3 ― ―

小野池 おのいけ 熊本県 天草市 天草町福連木 不明 不明 2.5m 25.0m 0.12千m3 ― ―

川向１池 かわむかいいちいけ 熊本県 天草市 天草町福連木 不明 不明 3.0m 25.0m 0.15千m3 ― ―

八丁池 はっちょういけ 熊本県 天草市 天草町福連木 不明 不明 3.0m 25.0m 0.15千m3 ― ―

八右門田 やえもんだ 熊本県 天草市 下浦町小手 自然人 不明 2.5m 10.5m 0.15千m3 ● 2020/6/28

竹ノ元 たけのもと 熊本県 天草市 河浦町新合字竹ノ元 不明 不明 1.7m 12.0m 0.20千m3

池の久保 いけのくぼ 熊本県 天草市 下浦町小手 自然人 不明 2.0m 18.0m 0.25千m3 ― ―

中浦１ なかうらいち 熊本県 天草市 倉岳町浦 不明 不明 2.8m 25.0m 0.13千m3

中鶴 なかつる 熊本県 天草市 本町中鶴 自然人 不明 1.5m 27.0m 0.31千m3

中尾 なかお 熊本県 天草市 枦宇土町仮俣 自然人 不明 2.0m 10.0m 0.10千m3

湯貫 ゆぬき 熊本県 天草市 下浦町湯貫 自然人 不明 2.0m 12.0m 0.20千m3 ― ―

中野 なかの 熊本県 天草市 本町枦ノ原北平 自然人 不明 2.3m 10.5m 0.17千m3

中野池 なかのいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 2.1m 80.0m 0.46千m3

土居丸 どいまる 熊本県 天草市 志柿町土居丸 自然人 不明 2.5m 25.0m 0.11千m3 ― ―

野中１ のなかいち 熊本県 天草市 楠浦町野中 自然人 不明 2.5m 15.0m 0.35千m3 ― ―

野中２ のなかに 熊本県 天草市 楠浦町野中 自然人 不明 2.5m 15.0m 0.42千m3 ― ―

倉床１ くらとこいち 熊本県 天草市 楠浦町倉床 自然人 不明 3.0m 25.0m 1.20千m3 ― ―

忠田池 ちゅうだいけ 熊本県 天草市 五和町 不明 不明 1.6m 19.0m 0.50千m3

後家１ ごけいち 熊本県 天草市 楠浦町後家 自然人 不明 2.8m 15.0m 0.42千m3 ― ―

後家２ ごけに 熊本県 天草市 楠浦町後家 自然人 不明 2.8m 15.0m 0.42千m3 ― ―

長林 ながはやし 熊本県 天草市 河浦町河浦字長林 不明 不明 3.2m 10.0m 0.32千m3

大久保 おおくぼ 熊本県 天草市 楠浦町大久保 自然人 不明 2.0m 10.0m 0.20千m3 ― ―

仁田久保 にたくぼ 熊本県 天草市 楠浦町仁田久保 自然人 不明 2.0m 13.0m 0.59千m3 ― ―
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大門 おおもん 熊本県 天草市 楠浦町亀島 自然人 不明 1.5m 20.0m 1.17千m3 ― ―

下後新田２ しもうしろしんでんに 熊本県 天草市 楠浦町下後新田 自然人 不明 1.3m 30.0m 0.65千m3 ― ―

城ヶ坂 しろがさか 熊本県 天草市 楠浦町城ヶ坂 自然人 不明 2.5m 10.0m 0.40千m3 ― ―

立浦 たちうら 熊本県 天草市 楠浦町立浦 自然人 不明 1.5m 74.0m 0.67千m3 ― ―

北古郷 きたふるさと 熊本県 天草市 楠浦町観音 自然人 不明 1.5m 30.0m 0.28千m3 ― ―

横久保 よこくぼ 熊本県 天草市 楠浦町方原 自然人 不明 3.5m 15.0m 0.29千m3 ― ―

鳥越池 とりごえいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 2.1m 30.0m 0.47千m3

坪道 つぼみち 熊本県 天草市 宮地岳町市 自然人 不明 1.4m 16.0m 0.17千m3 ― ―

鶴丸 つるまる 熊本県 天草市 栖本町河内 自然人 不明 1.6m 25.0m 0.20千m3

春の上３ はるのかみさん 熊本県 天草市 亀場町食場春の上1339 自然人 不明 2.5m 17.5m 0.80千m3 ● 2019/11/12

鶴尾池 つるおいけ 熊本県 天草市 天草郡五和町荒河内 不明 不明 3.8m 26.5m 0.80千m3

牛乳屋の池 ぎゅうにゅうやのいけ 熊本県 天草市 本渡町広瀬茂木根 自然人 不明 2.0m 30.0m 0.90千m3 ― ―

権現堂 ごんげんどう 熊本県 天草市 本渡町広瀬茂木根 自然人 不明 2.3m 15.0m 0.70千m3 ― ―

江古平 えこひら 熊本県 天草市 本渡町広瀬江古平 自然人 不明 2.5m 20.0m 0.80千m3 ― ―

野田１ のだいち 熊本県 天草市 本渡町広瀬茂木根 自然人 不明 3.0m 14.5m 0.25千m3 ― ―

野田２ のだに 熊本県 天草市 本渡町広瀬茂木根 自然人 不明 2.9m 20.0m 0.59千m3 ― ―

建堀１ たてほりいち 熊本県 天草市 本渡町広瀬茂木根 自然人 不明 2.1m 15.5m 0.11千m3 ― ―

茂木根口１ もぎねくちいち 熊本県 天草市 本渡町広瀬茂木根 自然人 不明 3.0m 10.0m 0.35千m3 ― ―

鶴尾池 つるおいけ 熊本県 天草市 五和町荒河内 不明 不明 2.6m 20.5m 0.40千m3

正寛田２ しょうかんだに 熊本県 天草市 本渡町本泉 自然人 不明 2.5m 19.5m 0.60千m3 ― ―

碇 いかり 熊本県 天草市 河浦町新合字碇 不明 不明 2.5m 10.0m 0.60千m3

西の久保 にしのくぼ 熊本県 天草市 本渡町本戸馬場 自然人 不明 3.0m 16.0m 0.84千m3 ― ―

井手原 いではら 熊本県 天草市 本渡町本戸馬場法泉寺 本渡市土地改良区 不明 2.0m 18.0m 0.50千m3

土風 つちかぜ 熊本県 天草市 久玉町内の原 不明 不明 2.0m 24.5m 0.40千m3

友の迫２ とものさこに 熊本県 天草市 本渡町本戸馬場友の迫 自然人 不明 2.1m 32.0m 2.10千m3 ● 2019/11/23

下山仁田３ しもやまにたさん 熊本県 天草市 本渡町本戸馬場下山仁田 自然人 不明 2.5m 30.0m 3.80千m3 ― ―

唐干田 とぼしだ 熊本県 天草市 魚貫町唐干田 不明 不明 2.5m 20.0m 0.87千m3

東出河内（Ｂ） とおでかわちびー 熊本県 天草市 二浦町早浦 不明 不明 3.0m 20.0m 0.90千m3

東出河内（Ｃ） とおでかわちしー 熊本県 天草市 二浦町早浦 不明 不明 1.5m 25.0m 0.80千m3

梨の川内３ なしのかわちさん 熊本県 天草市 本渡町本渡中山口 自然人 不明 3.0m 15.0m 0.60千m3 ― ―

内柿 うちかき 熊本県 天草市 本渡町本渡内柿 自然人 不明 2.3m 19.5m 0.17千m3 ― ―

南迫３ みなみさこさん 熊本県 天草市 佐伊津町明瀬南迫 自然人 不明 3.0m 15.0m 0.60千m3

南風の元池 はえのもといけ 熊本県 天草市 五和町大字城河原2丁目285 城木場水利組合 天草市 1.3m 13.0m 0.40千m3

白岩 しろいわ 熊本県 天草市 本町枦ノ原白岩 自然人 不明 2.5m 18.0m 0.80千m3

百田 ももた 熊本県 天草市 下浦町小手 自然人 不明 2.8m 15.0m 0.25千m3

北平 きたひら 熊本県 天草市 本町枦ノ原北平 自然人 不明 2.0m 17.0m 0.29千m3 ― ―

よしめん よしめん 熊本県 天草市 本町枦ノ原北平 自然人 不明 3.0m 39.0m 0.72千m3

福沢 ふくざわ 熊本県 天草市 河浦町今田字福沢 不明 不明 1.3m 11.5m 0.48千m3

平河内池 ひらかわちいけ 熊本県 天草市 五和町城河原１丁目榮河内2771 自然人 自然人 3.5m 23.0m 0.23千m3

平田 ひらた 熊本県 天草市 本町下向 自然人 不明 2.8m 21.0m 0.24千m3

平尾 ひらお 熊本県 天草市 河浦町今富字平尾 不明 不明 2.0m 12.0m 0.20千m3

平尾 ひらお 熊本県 天草市 本渡町本泉 自然人 不明 1.2m 9.5m 0.05千m3

峯池 みねいけ 熊本県 天草市 有明町須子 不明 不明 3.2m 15.0m 0.25千m3

蜂の巣 はちのす 熊本県 天草市 亀場町食場春登 自然人 不明 2.4m 26.0m 0.32千m3

鉾１ ほこいち 熊本県 天草市 本町鉾 自然人 不明 2.5m 22.0m 0.51千m3

鉾３ ほこさん 熊本県 天草市 本町鉾 自然人 不明 1.4m 14.7m 0.10千m3

鉾４ ほこよん 熊本県 天草市 本町鉾 自然人 不明 1.6m 19.0m 0.05千m3

名月 めいげつ 熊本県 天草市 枦宇土町仮俣 自然人 不明 2.2m 35.0m 0.22千m3

茂木根口２ もぎねくちに 熊本県 天草市 本渡町広瀬茂木根 自然人 不明 1.6m 24.5m 0.20千m3

丸木場２ まるこばに 熊本県 天草市 本町中鶴 自然人 不明 1.5m 21.0m 0.31千m3 ― ―

木場河内池 こばかわちいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 2.3m 25.0m 0.40千m3

木場河内池 こばかわちいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 2.6m 17.0m 0.18千m3

木場河内池 こばかわちいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 1.4m 16.0m 0.17千m3

木場河内池 こばかわちいけ 熊本県 天草市 五和町御領 不明 不明 1.0m 20.5m 0.10千m3

野口１ のぐちいち 熊本県 天草市 河浦町今田字野口 不明 不明 1.8m 19.0m 0.22千m3

野口２ のぐちに 熊本県 天草市 河浦町今田字野口 不明 不明 3.3m 22.0m 0.27千m3

野々宇土１ ののうといち 熊本県 天草市 佐伊津町野々宇土 自然人 不明 1.5m 18.0m 0.50千m3 ― ―

野首池 のくびいけ 熊本県 天草市 五和町城木場 不明 不明 2.3m 23.0m 0.33千m3

葛尾２ くずおに 熊本県 天草市 佐伊津町葛尾 自然人 不明 4.0m 15.0m 0.65千m3 ― ―
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後田 うしろた 熊本県 天草市 佐伊津町堀の内 自然人 不明 2.5m 25.0m 0.90千m3 ― ―

野々宇土２ ののうとに 熊本県 天草市 佐伊津町野々宇土 自然人 不明 4.0m 25.0m 0.13千m3

三井田１ みついだいち 熊本県 天草市 佐伊津町三井田 自然人 不明 4.0m 10.0m 0.60千m3 ― ―

堂ノ迫 どうのさこ 熊本県 天草市 佐伊津町堂ノ迫 自然人 不明 5.0m 15.0m 2.25千m3 ― ―

堀屋敷 ほりやしき 熊本県 天草市 佐伊津町堀屋敷 自然人 不明 3.0m 20.0m 1.20千m3 ― ―

野有田 のうた 熊本県 天草市 佐伊津町野有田 自然人 不明 3.2m 15.0m 0.25千m3

田中 たなか 熊本県 天草市 佐伊津町平迫 自然人 不明 2.0m 24.0m 0.67千m3 ― ―

武田 たけだ 熊本県 天草市 枦宇土町長野 自然人 不明 2.0m 17.0m 0.15千m3 ― ―

本戸木場 ほんとこば 熊本県 天草市 枦宇土町長野本戸木場 自然人 不明 2.0m 13.0m 0.15千m3 ― ―

土井の丸 どいのまる 熊本県 天草市 枦宇土町長野 自然人 不明 2.3m 36.0m 0.22千m3 ― ―

中大野２ なかおおのに 熊本県 天草市 枦宇土町大野 自然人 不明 2.0m 40.0m 0.37千m3 ― ―

柳 やなぎ 熊本県 天草市 本渡町本渡半河内 自然人 不明 1.6m 41.0m 0.17千m3

滝の迫１ たきのさこいち 熊本県 天草市 枦宇土町滝の迫 自然人 不明 3.7m 14.0m 0.29千m3 ● 2019/11/11

柳 やなぎ 熊本県 天草市 本町福岡 自然人 不明 2.0m 16.0m 0.30千m3

友の迫１ とものさこいち 熊本県 天草市 本渡町本戸馬場山仁田 自然人 不明 4.0m 22.0m 0.45千m3

梨の川内１ なしのかわちいち 熊本県 天草市 本渡町本渡中山口 自然人 不明 2.0m 14.0m 0.75千m3

塩屋河内池 しおやかわちいけ 熊本県 天草市 有明町須子2192 自然人 不明 0.5m 10.0m 0.18千m3 ● 2019/10/15

梨の川内２ なしのかわちに 熊本県 天草市 本渡町本渡中山口 自然人 不明 5.0m 25.0m 5.25千m3

山川池 やまかわいけ 熊本県 天草市 有明町上津浦（白地4345付近） 自然人 不明 6.0m 25.0m 9.00千m3 ● 2019/10/25

和佐田（Ｃ） わさだしー 熊本県 天草市 久玉町内の原 不明 不明 2.8m 31.0m 3.40千m3

美ノ越池 みのこしいけ 熊本県 天草市 有明町上津浦 自然人 不明 2.8m 21.0m 3.50千m3 ― ―

枯松池 こまついけ 熊本県 天草市 有明町下津浦 不明 不明 2.0m 18.0m 0.35千m3 ― ―

中岳池 なかたけいけ 熊本県 天草市 有明町下津浦 不明 不明 1.5m 8.0m 0.11千m3 ― ―

小峯池 こみねいけ 熊本県 天草市 有明町大島子2041 自然人 不明 2.2m 31.0m 0.87千m3 ― ―

山の口２池 やまのくちにいけ 熊本県 天草市 有明町大浦3081 自然人 不明 1.4m 22.0m 0.51千m3 ― ―

氏神 うじかみ 熊本県 天草市 新和町小宮地字氏神 不明 不明 2.0m 14.0m 0.67千m3 ― ―

久保３号 くぼさんごう 熊本県 天草市 新和町小宮地字上久保 不明 不明 3.0m 15.5m 0.45千m3 ― ―

田造十作 たづくりじっさく 熊本県 天草市 新和町小宮地字久保 不明 不明 2.0m 46.0m 0.94千m3 ― ―

小田 おだ 熊本県 天草市 新和町大宮地字蛇淵 不明 不明 2.5m 18.0m 0.60千m3 ― ―

八久保 はちくぼ 熊本県 天草市 新和町碇石字八久保 不明 不明 1.4m 9.0m 0.11千m3 ― ―

西川内第2ため池 にしかわちだいにためいけ 熊本県 天草郡苓北町 板瀬川９１７ 西川内水利組合 苓北町 7.5m 30.0m 7.00千m3 ― ― ●

黒染ため池 くろぞめためいけ 熊本県 天草郡苓北町 坂瀬川1846-1 苓北町 苓北町 6.8m 48.2m 15.00千m3 ― ― ●

西川内第１ため池 にしかわちだいいちためいけ 熊本県 天草郡苓北町 坂瀬川307 西川内水利組合 西川内水利組合 3.0m 31.4m 3.00千m3 ● 2019/9/19 ●

折山第１ おりやまだいいち 熊本県 天草郡苓北町 坂瀬川字高峯１５ 神樂山組合 自然人 不明 不明 不明 ● 2019/9/11 ●

平山上ため池 ひらやまかみためいけ 熊本県 天草郡苓北町 志岐2965-3 苓北町土地改良区 苓北町 12.0m 72.5m 63.20千m3 ― ― ●

平山ため池 ひらやまためいけ 熊本県 天草郡苓北町 志岐2708 苓北町土地改良区 苓北町 7.1m 25.2m 47.70千m3 ― ― ●

狸河内第1 たぬきかわうちだい1 熊本県 天草郡苓北町 都呂々字狸河内542-2 自然人 苓北町 6.0m 16.2m 0.48千m3 ― ― ●

木場第１ こばだいいち 熊本県 天草郡苓北町 大字坂瀬川字古栖554-18 自然人 自然人 4.0m 10.0m 3.20千m3 ● 2019/9/25 ●

立原第１ たちはらだいいち 熊本県 天草郡苓北町 苓北町志岐字立原3694 自然人 官有地 2.0m 20.0m 1.00千m3 ― ―

立原第２ たちはらだいに 熊本県 天草郡苓北町 苓北町志岐字立原3704 自然人 官有地 2.0m 10.0m 0.50千m3 ― ―

志岐山北平 しきやまきたひら 熊本県 天草郡苓北町 苓北町志岐字石壇3205 自然人 官有地 2.0m 20.0m 0.80千m3 ― ―

道の尾 みちのお 熊本県 天草郡苓北町 苓北町志岐字道の尾3467 自然人 官有地 2.0m 20.0m 0.30千m3 ― ―

皿山 さらやま 熊本県 天草郡苓北町 苓北町大字内田字タフ迫618-1 自然人 自然人 3.0m 20.0m 1.80千m3 ● 2019/12/16

野田第１ のだだいいち 熊本県 天草郡苓北町 苓北町大字都呂々字野田4865 自然人 自然人 3.0m 20.0m 1.00千m3 ● 2019/10/30 ●

野田第２ のだだいに 熊本県 天草郡苓北町 苓北町大字都呂々字野田4843 自然人 自然人 1.2m 20.0m 0.20千m3 ― ―

上窪 かみくぼ 熊本県 天草郡苓北町 苓北町大字都呂々字神窪6354 自然人 自然人 2.0m 10.0m 0.15千m3 ● 2019/10/9

立原第３ たちはらだいさん 熊本県 天草郡苓北町 苓北町志岐字立原3681 自然人 官有地 2 15 0.80千m3 ― ― ●

向田 むこうだ 熊本県 天草郡苓北町 苓北町内田字角の迫678-3 内田水利組合 苓北町 3 15 0.70千m3 ― ― ●

中野 なかの 熊本県 天草郡苓北町 苓北町内田字皿山525 内田・白木尾水利組合 自然人 6 40 16.00千m3 ● 2019/10/1 ●

袋池 ふくろいけ 熊本県 天草郡苓北町 苓北町富岡字新堀2246 苓北町 苓北町 6.5 162 53.00千m3 ― ― ●

春の迫 はるのさこ 熊本県 天草郡苓北町 苓北町富岡中山1716-2 自然人 自然人 3 15 500.00千m3 ● 2019/12/9 ●

アコギ あこぎ 熊本県 天草郡苓北町 都呂々字アコギ4095 自然人 自然人 2.5 30 0.15千m3 ● 2019/12/19

角渕 かくふち 熊本県 天草郡苓北町 志岐字角渕2617 苓北町 苓北町 3 20 1.20千m3 ― ―

滑川 すべりかわ 熊本県 天草郡苓北町 坂瀬川字滑川1439－2 自然人 自然人 2 15 0.40千m3 ● 2019/9/27

五反田第１ ごたんだだいいち 熊本県 天草郡苓北町 白木尾字五反田670 五反田水利組合 國照寺 5 40 6.60千m3 ● 2019/10/8

五反田第２ ごたんだだいに 熊本県 天草郡苓北町 白木尾字五反田669 五反田水利組合 官有地 3 25 1.50千m3 ― ―

五反田第３ ごたんだだいさん 熊本県 天草郡苓北町 白木尾字五反田664 五反田水利組合 官有地 3 18 1.20千m3 ― ―

五反田第４ ごたんだだいよん 熊本県 天草郡苓北町 白木尾字開立野599 五反田水利組合 官有地 2 20 1.00千m3 ― ―

五反田第５ ごたんだだいご 熊本県 天草郡苓北町 白木尾字開立野597 五反田水利組合 官有地 2 10 0.75千m3 ― ―
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五反田第６ ごたんだだいろく 熊本県 天草郡苓北町 志岐字志國1363 五反田水利組合 國照寺 2 10 0.36千m3 ● 2019/10/8

黒瀬第２ くろせだいに 熊本県 天草郡苓北町 都呂々字小松川内1766 自然人 自然人 3 15 0.20千m3 ● 2019/10/7

折山第２ おりやまだいに 熊本県 天草郡苓北町 坂瀬川字菖蒲田73－1 自然人 自然人 2 10 0.60千m3 ● 2020/3/31

善徳 ぜんとく 熊本県 天草郡苓北町 都呂々字善徳6415 自然人 自然人 2 15 0.40千m3 ● 2019/9/12

大河内 おおかわち 熊本県 天草郡苓北町 都呂々字権兵衛原4035 自然人 自然人 2.5 15 0.15千m3 ― ―

狸河内第３ たぬきがわちだいさん 熊本県 天草郡苓北町 都呂々字神登官650－7 自然人 自然人 2 10 0.30千m3 ― ―

中山第３ なかやまだいさん 熊本県 天草郡苓北町 志岐字中山1530－1 自然人 自然人 2 10 0.10千m3 ● 2019/9/4

鳥越 とりごえ 熊本県 天草郡苓北町 坂瀬川字八久保2289 不明 自然人 2 15 0.30千m3 ― ―

唐干田第１ とぼしだだいいち 熊本県 天草郡苓北町 都呂々字唐干田2116 自然人 自然人 3 10 0.50千m3 ● 2019/9/13

唐干田第２ とぼしだだいに 熊本県 天草郡苓北町 都呂々字唐干田2084 自然人 自然人 3 30 0.60千m3 ● 2019/10/16

唐干田第３ とぼしだだいさん 熊本県 天草郡苓北町 都呂々字唐干田2043 自然人 自然人 2 10 0.10千m3 ● 2019/9/13

唐干田第４ とぼしだだいよん 熊本県 天草郡苓北町 都呂々字唐干田2010 自然人 自然人 2 10 0.15千m3 ● 2019/9/10

方針 ほうばり 熊本県 天草郡苓北町 都呂々字上駒木5993 自然人 自然人 3 20 0.40千m3 ● 2019/9/30

本屋敷 もとやしき 熊本県 天草郡苓北町 志岐字本屋敷2580 自然人 自然人 3 30 2.00千m3 ● 2019/12/11

葉山 はやま 熊本県 天草郡苓北町 坂瀬川字葉山3259－1 不明 自然人 2 10 0.30千m3

立見 たちみ 熊本県 天草郡苓北町 都呂々字多田羅698 不明 自然人 2 15 0.30千m3 ● 2019/9/19

立原第４ たちはらだいよん 熊本県 天草郡苓北町 志岐字マテ樫山3650 自然人 官有地 3 20 0.60千m3 ― ―

林田 はやしだ 熊本県 天草郡苓北町 志岐字本屋敷2531 自然人 自然人 2 15 0.50千m3 ● 2019/9/25

西原第１ にしばるだいいち 熊本県 天草郡苓北町 志岐字西原945 自然人 自然人 2 15 0.20千m3


