
別表２

防災工事等の推進計画（対象ため池一覧）　　 熊本県 令和３年３月末時点

名称 ふりがな 都道府県名 市区、郡町村名 字・地番等
堤高
（ｍ）

堤長
（ｍ）

総貯水量
（千m3）

地震・豪雨
耐性評価

防災工事 廃止工事
経過観察

※2
経過観察を行う者

431040001 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 熊本市 新地水利組合 6.0 289.0 38.00 1 1 熊本市
(ため池サポートセンター)

431040002 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 熊本市 前田水利組合 7.4 75.0 87.50 1 熊本市
(ため池サポートセンター)

431040030 下園 げぞの 熊本県 熊本市南区 富合町平原1574-1 熊本市 平原区水利組合 3.0 140.0 3.80

431040003 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 熊本市 沢水水利組合 7.0 50.0 10.00

431040004 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 熊本市 島堂水利組合 5.8 114.0 40.00 2 1 熊本市
(ため池サポートセンター)

431040009 野田溜池 のだためいけ 熊本県 熊本市南区 城南町鰐瀬2369 熊本市 野田水利組合 5.5 120.0 13.50

431040033 宮の下 みやのした 熊本県 熊本市南区 城南町塚原86 熊本市 宮下水利組合 4.4 282.3 28.59 1,2

431050028 大窪（１） おおくぼ(1) 熊本県 熊本市北区 大窪1丁目85番 清水村大字大窪共有 大窪農区水利組合 4.0 24.0 5.30

431050006 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 大字山本共有 新田用水組合 7.2 70.0 22.00 1 熊本市
(ため池サポートセンター)

431050011 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 不明 小塚２ため池用水組織 4.0 47.0 3.30

431050012 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 不明 小塚３ため池用水組織 3.0 45.0 1.90

431050044 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 大字山本共有 正院浦池水利組合 5.9 63.0 10.00 1 熊本市
(ため池サポートセンター)

432110001 三日(堂地)池 さんち(どうち) 熊本県 宇土市 花園町2403 花園村共有 三日区 6.5 61.0 3.00

432110003 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 花園村共有 佐野区 3.6 40.0 6.00

432110004 佐野(西の谷)池 さの(にしのたに) 熊本県 宇土市 花園町1014,1015 宇土市 佐野区 6.0 40.0 4.32

432110005 上古閑(上)池 かみこが(うえ) 熊本県 宇土市 岩古曽町263 共有 上古閑区 4.2 30.0 4.50

432110006 上古閑(下)池 かみこが(した) 熊本県 宇土市 岩古曽町263 共有 上古閑区 7.3 40.0 4.50

432110007 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 5.8 61.0 8.00

432110008 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 5.5 20.0 6.00

432110009 立岡(山田)池 たちおか(やまだ) 熊本県 宇土市 立岡町1024 共有 立岡区 5.3 31.0 3.00

432110010 四度橋池 しどばし 熊本県 宇土市 古保里町866-1 宇土市 古保里区 3.4 70.0 8.00

432110011 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 大字松山共有 上松山区 5.6 90.0 30.00

432110012 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 大字松山共有 上松山区 5.2 46.0 9.00

432110013 内浦池 うちうら 熊本県 宇土市 松山町2165,2215 大字松山共有 上松山区 9.6 84.0 40.00

432110014 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 大字松山共有 下松山区 5.1 64.0 30.00

432110015 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 大字松山共有 下松山区 5.9 100.0 23.50

432110017 神合池 こうあい 熊本県 宇土市 神合町504 神合村共有 神原区 4.0 50.0 8.00

432110019 堤(笠岩)池 つつみ(かさいわ) 熊本県 宇土市 住吉町2507 大蔵省 笠岩区 3.2 150.0 24.00

432110021 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 7.0 480.0 301.00 1 宇土市
(ため池サポートセンター)

432110022 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 7.0 360.0 500.00 1 宇土市
(ため池サポートセンター)

432110023 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 不明 宇土八水土地改良区 6.0 232.0 120.00

432110025 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 2.6 25.0 2.00

432110026 伊津野(野鶴) いつの　のつる 熊本県 宇土市 野鶴町字桜畑1324 大字野鶴共有 野鶴町伊津野区 1.4 55.0 3.00

432110027 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 自然人 三日区 2.6 45.0 10.00

432110028 岩熊（布古閑） いわくま（ぬのこが） 熊本県 宇土市 岩古曽町2614 自然人 岩熊区 3.0 15.0 2.00

432110029 柳迫（青堤） やなぎさこ（あおつつみ） 熊本県 宇土市 松山町3772 不知火村大字御領共有地 不明 5.0 65.0 15.00

432110030 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 下益城郡松橋町共有地 不明 6.0 100.0 13.00

432110031 三蔵 さんぞう 熊本県 宇土市 宮庄町593 宮庄，石橋，神合，神馬，栗崎，段原，椿原区共有 三蔵区 5.0 10.0

432130001 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 建設省 大池溜池水利組合 8.0 120.0 197.00 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130002 笹尾ため池 ささおためいけ 熊本県 宇城市 松橋町豊福1762 建設省 久具区長 8.0 70.0 75.00 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130003 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 10.0 120.0 120.00

432130004 萩尾 はぎお 熊本県 宇城市 松橋町萩尾236地先 内務省 松橋町外一ヶ町土地改良区 10.9 378.0 916.00 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130005 八ツ枝 やつえ 熊本県 宇城市 松橋町浦川内2301 建設省 松橋町外一ヶ町土地改良区 14.0 150.0 360.00

432130006 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 建設省 豊崎区長 10.3 110.0 150.00 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130007 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 下益城郡豊野町安見外 大坪新開水利組合 6.4 40.0 67.00

432130008 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 下益城郡豊野町（宇城市） 大坪水利組合 10.0 60.0 67.00

432130009 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 建設省 大坪水利組合 5.6 60.0 37.00

432130010 尾村ため池 おむらためいけ 熊本県 宇城市 豊野町安見1792 安見村共有 中ノ浦・尾村・小丸水利組合 4.6 60.0 15.00

432130011 中尾ため池 なかおためいけ 熊本県 宇城市 豊野町糸石1831 国土交通省 上糸石区長 7.5 100.0 72.00 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130012 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 建設省 日当水利組合 6.2 80.0 55.00 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130013 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 建設省 自然人 6.3 71.6 70.00 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130014 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 上五反田溜池掛耕地整理組合 上五反田溜池水利組合 5.2 80.0 50.00 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130015 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 古永区自治会 自然人 5.3 50.0 9.00

432130016 山の神 やまのかみ 熊本県 宇城市 三角町波多1187 波多村共有 古氷区長 3.0 15.0 2.00

432130017 御手洗池 みたらいけ 熊本県 宇城市 三角町波多1264 自然人 宮崎柑橘生産組合 8.9 30.0 5.00

432130019 矢崎池 やざき 熊本県 宇城市 三角町郡浦808 大蔵省 矢崎区長 2.4 30.0 4.00

432130022 四ツ又池 よつまた 熊本県 宇城市 三角町戸馳5238 自然人 三角町土地改良区 5.2 50.0 3.00

432130023 惣頭池 そうずいけ 熊本県 宇城市 三角町戸馳5174 自然人 内潟区長 2.5 15.0 3.00

432130029 三段池 さんだん 熊本県 宇城市 不知火町小曽部1776,1782 建設省 小曽部区長 7.8 230.0 61.30 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130030 柳下池 やなぎした 熊本県 宇城市 不知火町高良1374-1 宇城市 塚原水利組合 8.3 266.0 30.90 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130031 前田池 まえだ 熊本県 宇城市 不知火町高良489-1 建設省 塚原水利組合 3.5 83.0 3.00

432130032 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 不明 塚原水利組合 5.5 180.0 1.22

432130033 亀松池 かめまつ 熊本県 宇城市 不知火町浦上1342 建設省 松崎農家組合・亀尾農家組合 7.0 182.0 30.00 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130034 中通池 なかどおり 熊本県 宇城市 不知火町長崎3172 不明 長崎区自治会 6.1 217.0 11.00

432130036 口の坪池 くちのつぼ 熊本県 宇城市 不知火町長崎1559 不明 亀崎高田組合 5.6 215.0 12.00

432130038 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 不明 コーアツ工業(株) 7.5 44.0 15.00

432130041 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 大蔵省 海の平水利組合 7.0 97.0 8.00

432130042 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 大蔵省 海の平水利組合 7.0 55.0 6.00

432130043 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 自然人 海の平水利組合 5.0 27.0 3.00

432130044 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 大蔵省 海の平水利組合 5.5 43.0 6.00

432130046 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 松橋町当尾村 山犬田水利組合 4.5 66.0 5.00

432130047 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 建設省 南萩尾区長 4.5 43.0 3.00

432130048 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 建設省 南萩尾区長 4.0 45.0 8.00
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432130050 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 建設省 琵琶水利組合 7.5 53.0 15.00

432130051 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 建設省 橋川水利組合 8.0 26.0 12.00

432130053 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 不明 自然人 8.0 69.0 40.00

432130055 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 国 両仲間区農家組合 9.0 38.0 17.00

432130056 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 不明 竹崎区長 5.5 180.0 15.00

432130057 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 官有地 竹崎区長 5.0 155.0 15.00

432130058 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 宇城市 松橋本村区長 6.0 26.0 10.00

432130059 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 建設省 両仲間区農家組合 5.5 31.0 8.00

432130060 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 建設省 島区長　 6.0 26.0 10.00

432130061 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 大蔵省 松橋本村区長 4.3 70.0 9.00

432130062 新堤Ｂ しんづつみＢ 熊本県 宇城市 松橋町西下郷305 自然人 松橋本村区長 3.0 151.0 47.00

432130063 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 建設省 深迫水利組合 4.0 35.0 8.00

432130065 内野ため池 うちのためいけ 熊本県 宇城市 豊野町山崎1217 建設省 北山崎区長 10.5 112.0 40.00 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130068 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 建設省 自然人 9.0 69.0 9.00

432130069 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 建設省 自然人 8.5 60.0 9.00

432130070 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 建設省 自然人 6.0 61.0 7.00

432130071 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 建設省 自然人 5.5 29.0 7.00

432130072 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 建設省 自然人 6.0 34.0 7.00

432130073 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 建設省 自然人 8.0 64.0 6.00

432130075 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 下益城郡小川町（宇城市） 北小野区長 5.2 150.0 45.00 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130076 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 大字北小野共有 北小野区長 2.3 72.0 4.80

432130077 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 小川町中小野区自治会 中小野自治会 6.7 220.0 22.50 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130078 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 小川町中小野区自治会 中小野自治会 5.8 88.0 45.00 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130079 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 大字南小野共有 南小野区長 7.5 145.0 35.00 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130080 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 大字南小野共有 南小野区長 7.0 155.0 50.00 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130081 瀬戸ため池 せとためいけ 熊本県 宇城市 小川町北部田317 大字北部田共有 北部田区長 4.5 135.0 24.00 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130082 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 大字北部田共有 北部田区長 5.5 170.0 40.00 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130083 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 小川町南部田自治会 南部田区水利組合 10.0 60.0 28.00 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130084 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 自然人 日岳町区長 6.0 29.0 7.50 1 宇城市
(ため池サポートセンター)

432130086 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 国土交通省 自然人 10.0 120.0 32.00

432130088 中ノ浦 ちゅうのうら 熊本県 宇城市 豊野町安見1926 建設省 中ノ浦・尾村・小丸水利組合 9.0 136.0 28.00

432130089 猿喰 さるばみ 熊本県 宇城市 豊野町巣林1509 国土交通省 下巣林区長 6.0 102.0 8.21

432130090 小村 おむら 熊本県 宇城市 豊野町中間916 建設省 小村水利組合 6.0 39.0 13.00

432130091 田馬 とうま 熊本県 宇城市 豊野町糸石1653 国土交通省 下糸石区長 8.0 54.0 20.00

432130098 迎原 むかいばる 熊本県 宇城市 豊野町安見2289 安見共有 上安見区長 5.0 67.0 8.00

432130108 越山 ごしやま 熊本県 宇城市 松橋町竹崎410 不明 竹崎区長 4.4 34.0 6.00

432130111 竹下 たけした 熊本県 宇城市 松橋町浦川内624 大字浦川内共有 自然人 2.4 28.0 4.00

432130114 寺堤 てらづつみ 熊本県 宇城市 松橋町両仲間807 不明 両仲間区農家組合 2.2 32.0 8.00

432130116 陣の内 じんのうち 熊本県 宇城市 松橋町竹崎896 不明 竹崎区長 3.1 70.0 5.00

432130122 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 国土交通省 上糸石区長 4.3 38.8 15.00

432130123 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 建設省 自然人 3.4 148.0 12.20

432130126 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 建設省 豊崎区長 13.6 160.0 600.00

432130139 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 古氷区自治会 自然人 2.0 30.0 7.50

433480001 内の浦 うちのうら 熊本県 下益城郡美里町 大沢水704 美里町 西山区長 10.1 140.0 110.00 1 美里町
(ため池サポートセンター)

433480003 扇の平 おおぎのひら 熊本県 下益城郡美里町 大沢水420 美里町 大沢水区長 8.5 101.0 36.00

433480004 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 美里町 有安区長 3.0 138.0 2.64

433480005 恵下第二 えげだいに 熊本県 下益城郡美里町 馬場1414 美里町 馬場区長 5.0 34.0 2.28

433480006 古堤（馬場） ふるづつみ（ばば） 熊本県 下益城郡美里町 馬場1435 美里町 馬場区長 8.0 230.0 29.50

433480007 新堤（馬場） しんづつみ（ばば） 熊本県 下益城郡美里町 馬場18 美里町 馬場区長 8.0 400.0 39.70

433480008 山口堤 やまぐちつつみ 熊本県 下益城郡美里町 中郡2046 大蔵省 上中郡区長 9.0 190.0 38.40

433480010 山の坊 やまのぼう 熊本県 下益城郡美里町 萱野1649 美里町 萱野区長 8.0 93.0 35.00

433480011 萱野鶴 かやのづる 熊本県 下益城郡美里町 萱野1357 美里町 萱野区長 8.0 150.0 35.00

433480012 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 官有地 小筵区長 5.0 130.0 12.61 1 美里町
(ため池サポートセンター)

433480014 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 大蔵省 佐俣区長 8.0 37.0 7.90

433480015 道面堤 どうめんつつみ 熊本県 下益城郡美里町 佐俣1523 大蔵省 佐俣区長 6.0 30.0 2.00

433480022 白石野 しらいしの 熊本県 下益城郡美里町 白石野930 共有地 白石野区長 8.0 46.0 6.30

433480023 権正（旧興正寺） ごんのかみ 熊本県 下益城郡美里町 遠野3262 美里町 権正水利組合 12.0 40.0 12.80 1 美里町
(ため池サポートセンター)

433480024 勢井（１） ぜい（1） 熊本県 下益城郡美里町 大井早4094-1 大蔵省 勢井水利組合 10.0 80.0 12.50 1 美里町
(ため池サポートセンター)

433480026 池の平 いけのひら 熊本県 下益城郡美里町 三加1517-1 共有地 自然人 10.0 42.0 12.00 1 美里町
(ため池サポートセンター)

433480028 内山（西） うちやまにし 熊本県 下益城郡美里町 清水160 清水村共有 内山区長 7.0 39.0 5.60

433480033 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） 不明 自然人 5.0 60.0 3.60

433480034 大野 おおの 熊本県 下益城郡美里町 名越谷3732 名越谷共有 名越谷区長 5.0 30.0 3.15

433480036 桑野 くわの 熊本県 下益城郡美里町 甲佐平393-1 美里町 桑野区長 5.0 20.0 0.30

433480038 小崎 こざき 熊本県 下益城郡美里町 川越1902 大蔵省 小崎区長 7.0 31.0 1.28

433480040 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 美里町 大沢水区 5.5 60.0 5.40

433480042 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 大蔵省 有安区 3.0 57.5 3.60

433480044 内山(東) うちやま(ひがし) 熊本県 下益城郡美里町 清水285 清水村共有 内山区 6.5 71.8 2.40

433480048 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） 不明 自然人 8.6 40.5 6.80

434410001 野中溜池 のなかためいけ 熊本県 上益城郡御船町 高木5074 高山組共有 高山水利組合 5.0 80.0 50.00

434410003 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 高山組共有 高山水利組合 7.3 36.0 20.00 1,2

434410004 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 高山組共有 高山水利組合 5.0 70.0 15.00

434410006 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 北木倉村共有 北木倉区 7.1 29.0 3.00

434410007 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 自然人 玉虫区 5.0 30.0 6.00

434410017 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 高野組共有 上高野区 6.0 40.0 3.00
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434410018 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 自然人 上高野区 4.4 34.0 3.00 1,2

434410019 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 御船町 上高野区 4.7 80.0 7.00 1,2

434410021 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 南木倉組共有 河内井手水利組合 3.7 30.0 4.00 1,2

434410022 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 辺田見共有 上辺田見区長 3.8 29.0 1.00 1,2

434410024 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 自然人 河内井手水利組合 5.6 40.0 7.00

434410026 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 滝川共有 自然人 7.1 155.0 21.00 2 1 御船町
(ため池サポートセンター)

434410028 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 御船町 自然人 3.4 23.0 5.00

434410029 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 辺田見共有 自然人 4.6 34.0 2.00 1,2

434410032 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 竹の迫組共有 竹の迫区長 4.0 35.0 4.00

434430002 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 大字小池共有 本土山区長 8.5 74.0 15.00 1,2

434430003 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 国 小池秋永区長 4.5 83.0 62.00 1 益城町
(ため池サポートセンター)

434430004 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 大字小池共有 土山区長 5.3 267.0 57.00 1,2

434430005 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 大字小池共有 飯田区長 6.4 51.0 17.00

434430006 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 大字小池共有 飯田区長 3.0 55.0 37.00 1,2

434430007 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 大字砥川共有 下砥川区長 3.3 87.0 17.00 1,2

434430008 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 大字砥川共有 上砥川区長 4.4 57.3 26.00 1,2

434430009 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 大字砥川共有 上砥川区長 2.7 57.0 18.00 1,2

434430010 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 不明 南区長 2.6 83.0 9.90

434430012 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 大字平田共有 平田上区長 6.4 60.0 28.00

434430016 素麺滝 そうめんだき 熊本県 上益城郡益城町 赤井1893地先 不明 益城町土地改良区 2.0 200.0 10.00

434430018 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 大字砥川共有 砥川地区 2.9 82.0 37.00 1,2

434430019 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 大字砥川共有 砥川地区 3.2 35.0 15.00 1,2

434430020 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 大字平田共有 平田中地区区長 2.7 33.0 5.20

434430021 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 大字下陳共有 三竹地区 7.2 50.0 13.00 1,2

434440002 前田溜池 まえだためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 中山363 中山区共有 中山区長 6.0 25.0 23.00

434440003 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 南三箇区共有 南三箇区長 3.0 70.0 35.00

434440004 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 南三箇区共有 南三箇区長 5.0 15.0 29.00

434440005 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 南三箇区共有 南三箇区長 8.0 80.0 28.00

434440006 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 南三箇区共有 南三箇区長 4.5 50.0 70.00

434440007 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 南三箇区共有 南三箇区長 5.5 100.0 33.00

434440008 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 世持区共有 世持区長 5.0 40.0 38.00 1 1 甲佐町
(ため池サポートセンター)

434440009 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 世持区共有 世持区長 6.0 100.0 25.00 1 1 甲佐町
(ため池サポートセンター)

434440014 馬門溜池 まかどためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 船津1684 農林省 船津区長 7.0 90.0 12.00

434440015 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 早川区共有 早川区 4.0 50.0 20.00

434440016 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 早川区共有 早川区 3.0 15.0 5.00

434440017 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区共有 上早川２区区長 5.0 40.0 17.00

434440018 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区共有 上早川１区区長 2.0 60.0 15.00

434440019 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区共有 上早川４区区長 3.0 15.0 5.00

434440020 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区共有 上早川１区区長 8.0 60.0 14.00

434440021 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区共有 上早川１区区長 5.0 50.0 20.00 1 1 甲佐町
(ため池サポートセンター)

434440022 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 宮ノ尾組共有 中横田区長 5.5 35.0 6.00

434440023 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 中横田区共有 中横田区長 3.0 40.0 8.00

434440024 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 立神組共有 中横田区長 3.5 30.0 18.00

434440025 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 農林省 西寒野区長 5.0 40.0 19.00

434440026 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 農林省 西寒野区長 3.0 25.0 7.00 1,2

434440027 古閑溜池 こがためいけ 熊本県 上益城郡甲佐町 東寒野587 東寒野区共有 東寒野区長 3.5 20.0 16.00

434440028 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 東寒野区共有 東寒野区長 6.0 40.0 8.00

434440029 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 上揚区共有 上揚区長 4.0 60.0 27.00 1,2

434440033 裏田 うらだ 熊本県 上益城郡甲佐町 田口字中山原588番地 下田口共有 下田口区長 6.0 20.0 8.00

434440034 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 南三箇区共有 南三箇区長 3.5 20.0 9.00

434440037 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 早川区共有 早川区 3.0 20.0 6.00

434440038 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区共有 上早川１区区長 4.0 1.5 2.00

434440040 目野 めの 熊本県 上益城郡甲佐町 中横田字上目野1308番地 中横田区共有 中横田区長 4.5 10.0 6.00

434440042 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 農林省 西寒野区長 2.0 15.0 4.00

434470001 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 不明（水路敷） 矢部土地改良区 10.0 65.0 125.00 1 山都町
(ため池サポートセンター)

434470011 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 不明（水路敷） 日南田井手水利組合 5.0 25.0 1.50 1,2

434470020 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 山都町 井無田水利組合 8.0 88.4 46.00 1,2

434470022 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 国土交通省 自然人 5.0 20.0 3.00 1,2

434470029 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 4.0 20.0 0.60 1,2

434470031 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 山都町 郷野原水利組合 11.1 88.0 78.30 1,2

432100001 湯舟溜池 ゆぶねためいけ 熊本県 菊池市 旭志麓2725 不明 旭志村土地改良区 16.4 380.0 362.00 1 菊池市
(ため池サポートセンター)

432100002 薬師の堤 やくしのつつみ 熊本県 菊池市 出田2695地先 上出田区 西屋敷組合 3.0ｍ 90.0 4.00 1 菊池市
(ため池サポートセンター)

434030001 仮宿 かじゅく 熊本県 菊池郡大津町 平川1-1番地地先 大津町 平川水利組合 13.0 73.0 36.00 1 大津町
(ため池サポートセンター)

432100012 高野瀬下 たかのせした 熊本県 菊池市 大字隈府 自然人 菊池市土地改良区 2.5 36.0 6.00 1,2

432040001 大浦池 おおうらいけ 熊本県 荒尾市 野原1053 野原菰屋共有地 菰屋大浦係水利組合 8.0 93.0 254.00 1 荒尾市
(ため池サポートセンター)

432040002 池黒池 いけぐろいけ 熊本県 荒尾市 無番地（荒尾3467-9地先） 荒尾市 池黒池掛水利組合 7.0 125.0 142.00 1 荒尾市
(ため池サポートセンター)

432040003 赤田池 あかだいけ 熊本県 荒尾市 野原1003 八幡村野原外2共有地 焼石水利組合 7.4 110.0 103.00 1 荒尾市
(ため池サポートセンター)

432040004 三段下池 さんだんしたいけ 熊本県 荒尾市 一部2204 大字一部共有地 向一部地区水利組合 4.7 79.1 43.00

432040006 三段中池 さんだんなかいけ 熊本県 荒尾市 一部2175-1 大字一部共有地 向一部地区水利組合 3.6 64.9 35.00

432040007 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） 大字蔵満共有地 蔵満地区水利組合 3.0 63.5 16.00

432040010 西塚池 にしづかいけ 熊本県 荒尾市 蔵満2274－1 大字蔵満共有地 蔵満地区水利組合 3.3 47.9 9.00

432040012 見田橋池 みたばしいけ 熊本県 荒尾市 川登1599 川登共有地 川登地区水利組合 3.6 85.7 25.00

432040016 釜蓋上池 かまふたうえいけ 熊本県 荒尾市 川登868 川登共有地 川登地区水利組合 3.5 77.6 21.00

432040017 釜蓋下池 かまふたしたいけ 熊本県 荒尾市 川登866 川登共有地 川登地区水利組合 3.0 85.8 22.00
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432040018 蒲池 かばいけ 熊本県 荒尾市 平山143 下井手　養水掛共有地 平山地区水利組合 4.6 40.4 7.00

432040020 矢櫃池 やひついけ 熊本県 荒尾市 上平山555 上平山共有地 上平山地区水利組合 4.8 43.3 9.00

432040023 蓼口池 たでぐちいけ 熊本県 荒尾市 平山1374 上井手　養水掛共有地 平山地区水利組合 3.9 80.2 24.00

432040024 鷲の巣池 わしのすいけ 熊本県 荒尾市 本井手3 本井手　養水掛共有地 本井手地区水利組合 3.2 43.3 8.00

432040025 掛本池 かけもといけ 熊本県 荒尾市 本井手547 本井手　養水掛共有地 本井手地区水利組合 3.4 59.8 8.00

432040028 松ヶ浦池 まつがうらいけ 熊本県 荒尾市 宮内1016 荒尾市 宮内地区水利組合 5.0 80.5 51.00

432040029 岩原池 いわはらいけ 熊本県 荒尾市 宮内611 荒尾市 宮内地区水利組合 2.5 50.2 10.00

432040033 蟹喰池 かにくいいけ 熊本県 荒尾市 水野６４６ 大字水野共有地 水野地区水利組合 1.9 27.0 1.90

432040046 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 菰屋共有地 菰屋大浦係水利組合 3.6 49.0 13.00

432040047 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 菰屋共有地 菰屋大浦係水利組合 3.1 20.0 10.10

432040050 荘浦下池 そううらしもいけ 熊本県 荒尾市 菰屋２０４１ 菰屋共有地 菰屋中萩係水利組合 3.1 58.0 8.70

432040051 荘浦上池 そううらかみいけ 熊本県 荒尾市 菰屋２０４１ 菰屋共有地 菰屋中萩係水利組合 3.1 50.0 12.60

432040053 蘭牟田池 いむたいけ 熊本県 荒尾市 野原１０７３ 野原共有地 野原地区水利組合 4.0 74.0 24.10 1,2

432040054 龍ヶ峰池 りゅうがみねいけ 熊本県 荒尾市 野原１１２５ 野原共有地 一の井手水利組合 5.6 84.0 16.60 1,2

432040056 藪浦池 やぶらいけ 熊本県 荒尾市 金山１５０３ 金山共有地 金山地区水利組合 5.0 66.0 88.00 1 荒尾市
(ため池サポートセンター)

432040061 宮ノ前池 みやのまえいけ 熊本県 荒尾市 菰屋224 自然人 菰屋大浦係水利組合 2.5 23.0 2.38

432040065 海行原池 かいごばるいけ 熊本県 荒尾市 樺1846 樺共有地 樺地区水利組合 2.5 21.0 3.13

432040066 三反田池 さんたんだいけ 熊本県 荒尾市 府本552 川登共有地 府本水利組合 5.0 40.0 3.44

432040067 池の塘池 いけのともいけ 熊本県 荒尾市 樺969-1 樺共有地 樺地区水利組合 1.4 49.0 2.35

432040074 深瀬浦池 ふかせうらいけ 熊本県 荒尾市 下井手217 自然人 不明

432040075 古庄原池 ふるしょうばるいけ 熊本県 荒尾市 下井手796 下井手共有地 助丸水利組合

432040076 池浦池 いけうらいけ 熊本県 荒尾市 川登1296 川登共有地 川登地区水利組合

432040077 松尾池 まつおいけ 熊本県 荒尾市 樺398 樺共有地 自然人

432040078 樫尾池 かしおいけ 熊本県 荒尾市 府本1249 大字府本共有地 自然人

432040079 辻池 つじいけ 熊本県 荒尾市 野原1123 野原共有地 一の井手水利組合

432040080 九の九池 くのくいけ 熊本県 荒尾市 一部1747 大字一部共有地 不明

432060001 河原谷 かわらのたに 熊本県 玉名市 青野1863　他（筆界未定） 自然人 河原谷用水組合 10.0 60.0 135.00

432060002 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 開田共有 浮田土地改良組合 10.1 94.0 228.84 1 玉名市
(ため池サポートセンター)

432060003 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 開田共有 浮田土地改良組合 8.7 117.0 192.07 1 玉名市
(ため池サポートセンター)

432060004 立花堤 たちばなつつみ 熊本県 玉名市 天水町立花435 立花共有地 立花西区 5.1 60.0 7.00 1 玉名市
(ため池サポートセンター)

432060005 四十九A しじゅうくＡ 熊本県 玉名市 築地1560 四十九池神社 築地上区 2.6 65.0m 10.00

432060006 四十九B しじゅうくB 熊本県 玉名市 築地1561 四十九池神社 築地上区 2.5 64.0m 20.00

432060007 山部田 やまべた 熊本県 玉名市 上小田115 上小田共有地 上小田下区 4.5 100.0m 25.00

432060008 長浦A ながうらA 熊本県 玉名市 築地1410 不明 築地上区 3.3 34.0m 5.00

432060009 長浦B ながうらB 熊本県 玉名市 築地1410 不明 築地上区 3.0 43.0m 15.00

432060010 本堤 ほんづつみ 熊本県 玉名市 山田1233-2 建設省 自然人 6.0 66.0m 18.00 1,2

432060011 杉田 すぎた 熊本県 玉名市 伊倉北方1480-1　他（筆界未定） 自然人 東田端区（代理：玉名市農地整備課） 4.1 40.0m 12.00

432060012 宮の後 みやのご 熊本県 玉名市 山田775 建設省 自然人 4.0 43.0m 12.00 1,2

432060013 城足後 じょうたるご 熊本県 玉名市 宮原596 自然人 宮原村区 3.0 38.0m 10.00 1,2

432060014 紅池 べにいけ 熊本県 玉名市 伊倉北方2022-1　他（筆界未定） 自然人 一本松区 3.3 15.0m 8.00

432060015 梶原 かじわら 熊本県 玉名市 伊倉北方2560-1 自然人 日の出区 3.3 12.0m 5.00 1,2

432060016 馬場 ばば 熊本県 玉名市 中尾316 中尾共有地 中尾区 2.9 41.0m 4.80

432060018 五反池 ごたんいけ 熊本県 玉名市 天水町7194-1 天水町 玉名市土地改良区 2.0 78.0m 6.00

432060021 浮田下ノ池 うきたしものいけ 熊本県 玉名市 築地948 不明 浮田土地改良組合 6.0 330.0 36.58 1 玉名市
(ため池サポートセンター)

432060022 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 西照寺共有 西照寺区（代理：玉名市農地整備課） 2.5 240.0 6.41

432060023 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 岱明町 古閑区 2.2 184.0 6.22

432060025 古閑の池 こがのいけ 熊本県 玉名市 岱明町古閑112 古閑共有 古閑区（代理：玉名市農地整備） 1.5 147.0 2.47

432060028 京塚の池 きょうつかのいけ 熊本県 玉名市 岱明町上145 上共有 睦合上区（代理：玉名市農地整備課） 2.0 299.0 6.71

432060029 新池 しんいけ 熊本県 玉名市 岱明町上177 上共有 睦合上区（代理：玉名市農地整備課） 3.0 386.0 12.06

432060030 北田池 きただいけ 熊本県 玉名市 岱明町上207-1 岱明町 睦合上区 1.3 135.0 2.42

432060035 下林田池 しもはやしだいけ 熊本県 玉名市 岱明町三崎809 三崎共有 林田土地管理組合 2.0 121.0 2.09

432060037 八反田池 はったんだいけ 熊本県 玉名市 岱明町三崎1166-1 三崎区 林田土地改良組合 2.5 320.0 21.69

432060040 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 庄山区（代理：玉名市農地整備課） 1.5 145.0 2.34

432060041 池田池 いけだいけ 熊本県 玉名市 岱明町庄山872 庄山共有 庄山区（代理：玉名市農地整備課） 2.5 318.0 10.68 1,2

432060042 池田（２）池 いけだ（２）いけ 熊本県 玉名市 岱明町庄山892 庄山共有 庄山区（代理：玉名市農地整備課） 2.6 190.0 4.82 1,2

432060043 正林池 しょうばやしいけ 熊本県 玉名市 岱明町下前原206 共有地 下前原区 2.3 220.0 7.25

432060044 中尾丸池 なかおまるいけ 熊本県 玉名市 岱明町大野下981 大野下共有地 馬場区 2.1 211.0 6.54

432060045 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 扇崎共有地 本村区・明神尾区 2.7 390.0 33.50 1 玉名市
(ため池サポートセンター)

432060046 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 日本国 明神尾区 2.9 477.0 28.70

432060047 京塚池 きょうづかいけ 熊本県 玉名市 岱明町開田429 開田共有 開田区（代理：玉名市農地整備課） 1.0 217.0 4.86

432060048 城の尾池 しろのおいけ 熊本県 玉名市 岱明町西照寺84 西照寺共有 雲雀丘区（代理：玉名市農地整備課） 5.5 186.0 8.85

432060049 野内池 のうちいけ 熊本県 玉名市 岱明町西照寺551-1 岱明町 西照寺区 1.5 90.0 0.50

432060050 大浦池 おおうらいけ 熊本県 玉名市 岱明町西照寺662 西照寺共有 西照寺区（代理：玉名市農地整備課） 2.8 108.0 2.12

432060052 中尾原池 なかおばらいけ 熊本県 玉名市 岱明町西照寺833 西照寺共有 西照寺区（代理：玉名市農地整備課） 2.4 264.0 8.21

432060057 五藤丸池 ごとうまるいけ 熊本県 玉名市 岱明町中土504 岱明町 玉名市 2.5 203.0 4.60

432060061 北原池 きたはらいけ 熊本県 玉名市 岱明町野口585 野口村上組共有地 下前原区 3.6 63.0 0.75 1,2

432060063 上小田1 かみおだ1 熊本県 玉名市 上小田1534 上小田共有地 上小田中区 2.9 33.0 2.10

432060064 新堤 にいつつみ 熊本県 玉名市 立願寺287　他（筆界未定） 自然人 下立願寺区 2.9 35.0 3.60

432060065 後平堤 あとびらつつみ 熊本県 玉名市 築地1512-406 建設省 山田上区 10.8 43.0 10.80 1 玉名市
(ため池サポートセンター)

432060069 出目 でめ 熊本県 玉名市 三ッ川2380 自然人 川床区 5.0 26.0 2.10

432060071 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 自然人 溝上区 2.4 33.4 6.50

432060072 北坂東 きたさかひがし 熊本県 玉名市 北坂門田14 北坂門田共有地 北坂門田区 5.5 31.0 3.40

432060077 田崎 たさき 熊本県 玉名市 田崎183-1 田崎区 田崎区 1.6 30.0 0.30

432060082 東迫 ひがしさこ 熊本県 玉名市 津留797 内務省 自然人 3.1 22.0 0.30
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432060083 宮の前 みやのまえ 熊本県 玉名市 中尾395 中尾共有地 中尾区 3.0 23.0 1.60

432060084 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 上共有地 溝上区 5.5 43.0 2.20

432060086 萩尾後 はぎおうしろ 熊本県 玉名市 築地1079 不明 築地西区 5.0 36.5 1.80 1,2

432060087 隠田 いんだ 熊本県 玉名市 青野1843 自然人 上横田区 5.8 62.6 3.00

432060088 松尾 まつお 熊本県 玉名市 山田1299 自然人 山田上区 5.0 18.0 2.20 1,2

432060093 谷奥 たにおく 熊本県 玉名市 月田1163 月田村中共有地 月田区 4.0 41.0 3.50

432060094 なご浦池 なごうらいけ 熊本県 玉名市 岱明町西照寺1066 西照寺共有 西照寺区（代理：玉名市農地整備課） 1.6 2.0 131.19

432060095 若宮池 わかみやいけ 熊本県 玉名市 岱明町古閑257-1 自然人 古閑区（代理：玉名市農地整備課） 2.0 102.0 2.98

432060097 谷口池 たにぐちいけ 熊本県 玉名市 岱明町西照寺1066 西照寺共有 西照寺区（代理：玉名市農地整備課） 2.8 188.0 5.80

433640002 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 玉東町 自然人 3.5 60.0 5.25 1,2

433640003 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 4.0 50.0 9.00

433670001 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 関町共有地 井弥原水利組合 7.9 70.0 50.00 1,2

433670002 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 6.4 23.0 7.12 1,2

433670003 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 6.3 44.0 17.86 1,2

433670004 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 中山組共有 不明 3.7 68.0 6.29 1,2

433670006 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 自然人 水利組合 4.7 50.0 12.25

433670007 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 自然人 共有 4.4 34.0 2.33

433670008 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 4.8 55.0 13.17 1,2

433670009 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 6.2 35.0 5.70

433670010 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 3.0 44.0 1.87 1,2

433670012 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 3.9 28.0 5.37 1,2

433670013 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 2.8 16.0 1.02 1,2

433670016 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 関町共有地 井弥原水利組合 8.3 54.0 20.19 1,2

433670017 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 6.8 4.2 2.60 1,2

433670018 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 2.4 22.0 3.00

433670022 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 4.0 33.0 1.00

433670023 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 自然人 不明 1.3 25.0 1.00

433670024 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 4.8 18.0 1.00 1,2

433670025 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 9.0 57.0 42.00 1,2

433670026 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 6.2 59.0 12.00 1,2

433670027 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 4.2 36.0 2.00 1,2

433670028 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 株式会社モロフジケミカル 株式会社プラトム 4.0 21.0 1.00 1,2

433670029 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 2.8 29.0 1.00

433670032 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 自然人 長山小原農業水利組合 3.0 18.0 1.00

433670033 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 3.7 19.0 1.00

433670035 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 3.5 33.0 1.00 1,2

433670036 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 3.5 22.0 1.00 1,2

433670038 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 4.9 45.0 4.00 1,2

433670039 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 自然人 不明 2.8 28.0 2.00 1,2

433670042 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 3.8 25.0 3.00 1,2

433670043 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 3.4 32.0 3.00 1,2

433670044 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 4.8 45.0 3.00 1,2

433670045 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 3.0 20.0 1.00 1,2

433670046 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 4.7 51.0 1.00 1,2

433670047 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 2.2 20.0 1.00

433670048 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 3.4 20.0 2.00

433670050 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 2.2 24.0 1.00 1,2

433670051 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 3.0 27.3 1.00 1,2

433670052 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 防田組共有 自然人 2.9 23.0 1.64 1,2

433670053 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 4.8 26.0 2.70

433670055 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 自然人 墨摺川水利組合 4.1 30.0 5.20

433670056 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 4.6 18.0 4.49

433670057 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 5.3 34.0 3.51 1,2

433670058 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 下原組共有地 自然人 3.7 20.0 4.18

433670059 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 4.5 25.0 3.44 1,2

433670060 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 2.1 42.0 4.93 1,2

433670061 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 4.2 28.0 1.16

433670062 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 7.6 40.0 32.86

433670063 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 自然人 不明 4.5 24.0 2.53

433670064 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 津留組共有 自然人 5.2 42.0 19.17 1,2

433670065 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 2.4 18.0 0.96

433670066 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 関下共有 区長 3.8 25.0 4.56 1,2

433670067 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 自然人 不明 4.5 32.0 2.40 1,2

433670068 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 自然人 不明 3.2 19.0 1.10 1,2

433670072 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 自然人 不明 2.2 23.0 0.53 1,2

433670073 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 4.1 23.0 3.90 1,2

433670074 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 3.2 65.0 4.41 1,2

433670078 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 3.5 30.0 1.83 1,2

433670079 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 2.9 44.0 2.11 1,2

433670080 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 5.2 27.0 4.60 1,2

433670081 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 2.8 38.0 6.81 1,2

433670082 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 2.8 18.0 3.55 1,2

433670083 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 3.5 28.0 4.77 1,2

433670084 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 2.3 24.0 0.82 1,2
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433670085 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 3.9 23.0 2.39 1,2

433670086 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 3.7 72.0 4.71 1,2

433670087 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 6.2 25.0 2.02 1,2

433670088 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 1.8 21.0 0.58 1,2

433670089 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 5.2 33.0 3.02 1,2

433670090 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 1.6 18.0 0.31 1,2

433670093 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 4.2 25.0 5.32 1,2

433670098 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 11.2 31.0 21.53

433670099 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 6.0 34.0 15.50 1,2

433670100 関地ため池 熊本県 玉名郡南関町 相谷間地146 不明 不明

433670101 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 5.6 30.0 5.67

433670102 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 6.8 49.0 8.55

433670103 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 3.9 32.0 4.90

433670105 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 4.7 25.0 5.15 1,2

433670106 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 3.1 19.0 1.76 1,2

433670107 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 8.0 33.0 19.95 1,2

433670108 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 8.0 18.0 15.54 1,2

433670109 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 自然人 不明 3.0 20.0 1.30 1,2

433670110 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 自然人 不明 2.9 43.0 1.61 1,2

433670111 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 3.8 49.0 13.99

433670112 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 3.1 21.0 1.61 1,2

433670114 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 4.6 34.0 6.94 1,2

433670115 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 3.9 30.0 4.09 1,2

433670116 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 自然人 不明 3.8 24.0 3.56 1,2

433670117 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 自然人 不明 4.6 34.0 3.21

433670124 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 4.2 28.0 2.18

433670126 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 自然人 不明 4.2 27.0 3.27

433670127 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 自然人 不明 3.7 30.0 1.80 1,2

433670128 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 4.7 50.0 12.25

433670129 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 2.7 35.0 1.76

433670130 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

433670131 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 3.1 25.0 1.87

433670132 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 3.0 20.0 0.72

433670228 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 8.0 44.0 15.60 1,2

433680001 大堤 おおつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 宮野1542 腹赤折崎村共有 腹赤・折地・赤崎区 5.9 135.0 145.00 1

433680002 坂口堤 さかぐちてい 熊本県 玉名郡長洲町 清源寺1682 大字清源寺共有 大女水利組合 2.6 126.0 8.27

433680003 深田浦池 ふかだうらいけ 熊本県 玉名郡長洲町 腹赤1066 大字腹赤共有 腹赤揚水組合 3.6 46.0 4.00

433680004 やな待池 やなまちいけ 熊本県 玉名郡長洲町 腹赤763 大字腹赤共有 腹赤揚水組合 3.0 35.7 6.70 1,2

433680005 冷水池 ひやみずいけ 熊本県 玉名郡長洲町 腹赤548 大字腹赤共有 腹赤揚水組合 3.8 60.0 8.58 1,2

433680009 浦山堤 うらやまてい 熊本県 玉名郡長洲町 宮野1020 大字宮野向野組 不明 2.6 32.0 2.80

433680016 下鴻ノ池 しもこうのいけ 熊本県 玉名郡長洲町 永塩680 永塩永方組共有 永塩西牟田水利組合 3.1 27.0 18.90

433680018 蓮の池(1号池) はすのいけ 熊本県 玉名郡長洲町 永塩1534 永塩永方組 永塩西牟田水利組合 4.8 93.3 10.00 1,2

433680019 蓮の池(2号池) はすのいけ 熊本県 玉名郡長洲町 永塩1534 永塩永方組 永塩西牟田水利組合 3.0 36.0 4.00 1,2

433680020 宮西池 みやにしいけ 熊本県 玉名郡長洲町 永塩651 永塩永方組共有 永塩西牟田水利組合 3.6 35.0 2.40

433680022 海老ヶ浦池 えびがうらいけ 熊本県 玉名郡長洲町 高浜939 大字髙浜共有地 梅田東水利組合 3.9 45.0 7.30

433680025 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 大字清源寺共有 不明 3.0 25.0 2.83 1,2

433680026 南日焼 みなみひやけ 熊本県 玉名郡長洲町 清源寺1748 大字清源寺共有 不明 2.2 41.0 4.60 1,2

433680027 北日焼 きたひやけ 熊本県 玉名郡長洲町 清源寺1670 大字清源寺共有 不明 2.6 11.0 4.40 1,2

433680028 御伊勢池 おいせいけ 熊本県 玉名郡長洲町 腹赤927 大字腹赤共有 不明 2.3 26.0 10.50 1,2

433680030 稲荷堤 いなにつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 折崎1101 折崎折地組共有地 不明 3.0 60.0 16.74

433680041 丸尾堤 まるおつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 宮野3010 大字宮野宮崎組 不明 5.0 15.0 5.10

433680042 上月道 かみつきどう 熊本県 玉名郡長洲町 永塩797 永塩永方組 不明 3.2 18.0 1.20 1,2

433680048 稲満南 いなみつみなみ 熊本県 玉名郡長洲町 清源寺1510-1 大字清源寺共有 不明 2.0 38.0 2.68

433680049 大女堤 だいおんなつつみ 熊本県 玉名郡長洲町 清源寺2150 大字清源寺共有 不明 2.2 5.0 6.44 1,2

433680050 上飛ヶ浦 かみとびがうら 熊本県 玉名郡長洲町 永塩985 永塩永方組 不明 2.0 33.0 13.50 1,2

433690004 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 財務省 自然人 8.0 45.0 55.00 1,2

433690006 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 5.4 55.0 10.00

433690007 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 5.1 30.0 5.00

433690008 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 6.7 50.0 7.00

433690009 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 4.2 55.0 6.00

433690011 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 自然人 西口大堤組合 2.5 21.0 0.80

433690012 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 財務省 浦部堤組合 8.2 82.0 79.00

433690014 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 自然人 上東部落水揚 5.7 72.0 14.00

433690017 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 自然人 上東部落水揚 5.0 66.0 11.00

433690019 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 自然人 小永浦ため池管理組合 7.7 42.0 20.00

433690020 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 自然人 尾林ため池管理組合 3.5 26.0 4.00

433690022 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 自然人 福田ため池管理組合 5.2 28.0 7.00

433690027 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 5.0 53.0 14.40

433690028 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 3.5 51.0 25.70 1,2

433690031 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 3.0 35.0 10.98 1,2

433690033 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 自然人 日向・柴中区長 8.0 100.0 61.00 1,2

433690034 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 自然人 百園水利組合 6.0 64.0 7.25

433690035 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 自然人 野田堤係 5.5 40.0 18.98

433690036 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 自然人 椋ノ木ため池管理組合 4.5 46.0 13.10
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433690037 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 自然人 乙丸ため池管理組合 6.0 33.0 18.70

433690039 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 2.6 34.0 6.50

433690046 三浦ため池 みうらためいけ 熊本県 玉名郡和水町 岩1070 自然人 三浦ため池管理組合 4.5 32.0 13.70

433690050 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 自然人 三宝寺溜め池組合 4.0 70.0 4.00 1,2

433690057 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 大字大屋共有地 大屋区長 3.0 48.0 2.10

433690061 堤下ため池 つつみした 熊本県 玉名郡和水町 原口215 大江田区自治会 大藤地区水利組合 5.0 80.0 16.00

433690062 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 大江田区自治会 大藤地区水利組合 5.0 4.0 8.50

433690076 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 自然人 大屋区長 1.0 80.0 1.30

433690082 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 3.4 32.5 7.68 1,2

433690083 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 4.3 45.0 8.20

433690104 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 4.4 20.9 3.00

433690109 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 7.0 25.7 1.98 1,2

433690112 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 8.2 36.0 113.10 1,2

432080002 山口 やまぐち 熊本県 山鹿市 小原１１９６-１番地地先 不明 自然人 5.0 58.0 4.60

432080003 浦田 うらた 熊本県 山鹿市 小原１２９７番地地先 不明 自然人 8.0 120.0 20.00 1 山鹿市
(ため池サポートセンター)

432080004 双子堤 ふたごつつみ 熊本県 山鹿市 小原27 小原用水組合 小原用水組合 4.1 72.0 3.33

432080005 六田 ろくた 熊本県 山鹿市 小原2004-1 小原用水組合 小原用水組合 2.2 47.0 1.43

432080007 大野長 おおのなが 熊本県 山鹿市 不明 不明

432080014 桜町 さくらまち 熊本県 山鹿市 西牧931 西牧区 区長 5.4 35.0 1.30

432080016 金坪 かなつぼ 熊本県 山鹿市 保多田41-1 保多田水利組合 保多田水利組合 4.3 28.0 0.28

432080017 花川（八幡林） はなかわ（やはたはやし） 熊本県 山鹿市 鍋田184-6 保多田水利組合 保多田水利組合 4.2 70.0 2.90

432080019 大坪 おおつぼ 熊本県 山鹿市 不明 不明

432080021 歌迫 うたざこ 熊本県 山鹿市 不明 不明

432080022 教塚 きょうづか 熊本県 山鹿市 城4555 平小城南部水利組合 平小城南部水利組合 4.8 61.0 4.76

432080023 中原 なかはら 熊本県 山鹿市 城２４６１-３番地地先 不明 自然人 4.3 120.0 7.00

432080024 中原2 なかはら2 熊本県 山鹿市 城4548 自然人 自然人 3.2 35.0 1.20

432080025 杉の木 すぎのき 熊本県 山鹿市 小群１８３番地地先 不明 自然人 4.7 28.0 2.20

432080026 蓮堤 はすつつみ 熊本県 山鹿市 小群183 平小城南部水利組合 平小城南部水利組合 2.8 34.0 1.40

432080027 櫨の木 はぜのき 熊本県 山鹿市 小群１８３番地地先 不明 自然人 5.5 29.0 3.00

432080030 古閑ノ下 こがのした 熊本県 山鹿市 城１５５０番地地先 不明 自然人 5.0 45.0 2.80

432080031 古閑ノ下4 こがのした4 熊本県 山鹿市 城1500-1 鬼天神水利組合 鬼天神水利組合 3.8 38.0 1.80

432080035 穴原 あなばる 熊本県 山鹿市 城３５９９番地地先 不明 自然人 6.3 72.0 15.00

432080036 松ヶ原 まつがはら 熊本県 山鹿市 平山２８１４-２番地地先 不明 自然人 5.8 50.0 7.90

432080037 堂ヶ原 どうがはら 熊本県 山鹿市 平山２８９３番地地先 不明 自然人 4.6 55.0 2.80

432080038 堂ヶ原2 どうがはら2 熊本県 山鹿市 平山２８７４-３番地地先 不明 自然人 5.6 100.0 5.90

432080039 桑迫堤 くわんさこつつみ 熊本県 山鹿市 平山字双板2228番地先 双板区 自然人 1.7 29.0 0.47

432080040 池田堤 いけだんつつみ 熊本県 山鹿市 平山２１０７ 不明 自然人 3.8 45.0 5.80

432080041 裏田堤 うらたんつつみ 熊本県 山鹿市 不明 不明

432080042 カマトコ かまとこ 熊本県 山鹿市 平山４１３９番地地先 不明 自然人 5.3 67.0 15.00

432080043 七郎神 しちろうがみ 熊本県 山鹿市 平山字内野4156番地先 内野区 自然人 3.2 29.3 2.58

432080044 梅ヶ谷 うめがたに 熊本県 山鹿市 平山字内野4057番地先 内野区 自然人 3.1 57.2 5.19

432080045 くうのす くうのす 熊本県 山鹿市 平山３９８０-２番地地先 不明 自然人 3.9 45.0 2.00

432080047 鶴林2（松葉） つるばやし2（まつば） 熊本県 山鹿市 平山字内野4371番地先 内野区 自然人 3.1 67.0 2.03

432080050 丸の内2 まるのうち2 熊本県 山鹿市 平山字前川内5262番地先 前川内区 自然人 2.7 21.0 1.10

432080052 萩之塚 はぎのつか 熊本県 山鹿市 城３０３番地地先 不明 自然人 6.8 97.0 8.50

432080054 新堤 しんづつみ 熊本県 山鹿市 城３４０番地地先 不明 自然人 4.6 29.0 1.40

432080055 池の本 いけのもと 熊本県 山鹿市 不明 不明

432080060 蓮池 はすいけ 熊本県 山鹿市 不明 不明

432080063 野添西 のぞえにし 熊本県 山鹿市 津留1190地先 津留区 津留土地改良組合 3.0 50.0 2.50 1 山鹿市
(ため池サポートセンター)

432080064 野添東 のぞえひがし 熊本県 山鹿市 津留1190地先 津留区 津留土地改良組合 6.0 40.0 4.00 1 山鹿市
(ため池サポートセンター)

432080065 多々羅 たたら 熊本県 山鹿市 津留2795地先 津留区 津留土地改良組合 3.7 47.0 1.50 1 山鹿市
(ため池サポートセンター)

432080066 尾の上 おのうえ 熊本県 山鹿市 小坂字尾の上1251番地先 大河内区 自然人 1.7 24.8 0.77

432080067 山中１ やまなか1 熊本県 山鹿市 寺島2010-2 寺島地区共有 三岳9区長 4.6 30.0 3.00 1 山鹿市
(ため池サポートセンター)

432080068 山中2 やまなか2 熊本県 山鹿市 寺島字山口2010-1 大字寺島共有 自然人 4.4 38.5 3.20

432080069 奥谷 おくたに 熊本県 山鹿市 寺島941-1 自然人 寺島10区長 4.3 45.0 10.00 1 山鹿市
(ため池サポートセンター)

432080070 奥谷（新） おくたに（しん） 熊本県 山鹿市 大字寺島字奥谷1111番 大字元寺島共有 自然人 4.0 70.0 5.00 1 山鹿市
(ため池サポートセンター)

432080071 南谷 みなみたに 熊本県 山鹿市 大字寺島字南谷884 自然人 自然人 2.2 29.8 1.20

432080073 今寺堤 いまでらつつみ 熊本県 山鹿市 不明 不明

432080078 中島堤 なかしまつつみ 熊本県 山鹿市 杉1454地番地先 山鹿市 自然人 4.0 95.0 3.90

432080079 長堤 ながつつみ 熊本県 山鹿市 杉1462番地地先 山鹿市 自然人 5.0 37.0 15.00 1 山鹿市
(ため池サポートセンター)

432080080 大堤 おおつつみ 熊本県 山鹿市 杉763番地地先 山鹿市 自然人 5.0 80.0 40.00 1 山鹿市
(ため池サポートセンター)

432080081 上杉堤 かみすぎつつみ 熊本県 山鹿市 杉1336-1番地地先 山鹿市 自然人 4.0 40.0 4.00

432080082 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1358 山鹿市 不明

432080084 菖蒲谷池 しょうぶだにいけ 熊本県 山鹿市 熊入字北原464 山鹿市 不明

432080086 水上 みずかみ 熊本県 山鹿市 下吉田1081-5番地地先 山鹿市 自然人 5.0 57.5 12.00

432080087 獨海老 ひとりえび 熊本県 山鹿市 下吉田1359番地地先 山鹿市 自然人 5.0 40.0 13.70

432080088 頭無 かしらなし 熊本県 山鹿市 名塚2-31番地地先 山鹿市 自然人 6.0 60.0 18.00

432080089 七浦 ななうら 熊本県 山鹿市 名塚277番地地先 山鹿市 自然人 3.5 39.0 1.70

432080090 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 山鹿市 自然人 4.3 24.3 5.00

432080091 中原 なかはら 熊本県 山鹿市 名塚1106番地地先 山鹿市 自然人 7.0 48.0 15.00

432080092 野馬見 のまみ 熊本県 山鹿市 大字名塚字野馬見1067 山鹿市 自然人 1.8 36.5 1.10

432080094 古屋敷 こやしき 熊本県 山鹿市 上吉田185-3番地地先 山鹿市 上吉田９ 3.0 120.0 3.70

432080095 中堤 なかつつみ 熊本県 山鹿市 上吉田512-1番地地先 山鹿市 上吉田９ 5.0 30.0 1.60

432080096 新堤 しんづつみ 熊本県 山鹿市 山鹿市 不明
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432080099 西ケ迫（上・下） にしがさこ（うえ・した） 熊本県 山鹿市 上吉田876番地地先 山鹿市 上吉田１０ 5.5 100.0 3.60

432080100 十福寺 じゅうふくじ 熊本県 山鹿市 上吉田876番地地先 山鹿市 上吉田１０ 5.5 70.0 5.00

432080101 中屋敷 なかやしき 熊本県 山鹿市 上吉田1225番地地先 山鹿市 上吉田１０ 4.5 45.0 6.60

432080102 焼尾 やきお 熊本県 山鹿市 上吉田1341番地地先 山鹿市 上吉田１０ 5.5 25.0 1.90

432080103 一の瀬（上・下） いちのせ（うえ・した） 熊本県 山鹿市 上吉田1281番地地先 山鹿市 上吉田１０ 5.0 46.5 2.70 1 山鹿市
(ため池サポートセンター)

432080106 一ツ目 ひとつめ 熊本県 山鹿市 久原2313番地地先 山鹿市 堀の内 5.0 160.0 41.10 1 山鹿市
(ため池サポートセンター)

432080107 山中 やまなか 熊本県 山鹿市 大字久原字山中5875-1 山鹿市 自然人 4.0 54.5 3.30

432080111 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 山鹿市 自然人 2.9 101.0 2.70

432080113 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5262-1 山鹿市 自然人 3.9 32.5 2.40

432080114 寺の上 てらのうえ 熊本県 山鹿市 大字蒲生字百畝町211-1 山鹿市 自然人 5.5 61.0 4.90

432080115 永田 ながた 熊本県 山鹿市 大字蒲生字永田432番 山鹿市 自然人 5.3 52.5 4.00

432080116 七ツ重 ななつえ 熊本県 山鹿市 大字蒲生字七ツ重896-1 山鹿市 自然人 6.8 97.0 5.30

432080117 湯ノ口 ゆのくち 熊本県 山鹿市 鹿本町津袋654 山鹿市 山鹿市農村整備課 30.0 161.0 530.00

432080118 湧尾 わくお 熊本県 山鹿市 大字久原字切迫3868 山鹿市 自然人 1.0 38.5 1.20

432080120 山鹿田 やまがでん 熊本県 山鹿市 鹿本町御宇田115番地地先 山鹿市 馬見塚 8.0 360.0 70.00

432080121 天の川 あまのかわ 熊本県 山鹿市 大字古閑字天の川908 山鹿市 自然人 1.3 25.0 2.70

432080122 山伏堤 やんぼしつつみ 熊本県 山鹿市 大字中字長浦1181-1 山鹿市 自然人 4.3 31.0 4.00

432080123 本村 もとむら 熊本県 山鹿市 中字本村288-1 山鹿市 不明

432080124 亀の甲 かめのこう 熊本県 山鹿市 山鹿551-2番地地先 山鹿市 桜町西 5.0 46.0 15.00

432080125 双子堤 ふたごずつみ 熊本県 山鹿市 山鹿417-11番地地先 山鹿市 桜町西 6.0 26.0 20.00

432080126 東野 あずまの 熊本県 山鹿市 四丁1829 山鹿市 中村水利組合長 5.9 30.0 20.00 1 山鹿市
(ため池サポートセンター)

432080127 辻浦 つじうら 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生字迫浦3473-12 山鹿市 不明

432080128 久保 くぼ 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生２２９１-２番地地先 山鹿市 自然人 4.9 65.0 3.60

432080129 山の口 やまのくち 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生字迫浦方1930 山鹿市 不明

432080131 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４８７６番地地先 山鹿市 自然人 4.4 50.0 1.20

432080132 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 山鹿市 不明

432080137 迫浦 さこうら 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生字迫3651-2 山鹿市 不明

432080138 桑鶴(四丁) くわづる(しちょう) 熊本県 山鹿市 鹿北町四丁756番地先 山鹿市 自然人 3.1 33.4 1.44

432080139 桑鶴(岩野) くわづる(いわの) 熊本県 山鹿市 鹿北町岩野5124番地先 山鹿市 自然人 2.7 28.4 0.65

432080140 平 だいら 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生2556番地先 山鹿市 自然人 1.7 20.0 0.12

432080142 黒猪下 くろいしも 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生1630番地先 山鹿市 自然人 2.7 9.5 0.57

432080143 片峯 かたみね 熊本県 山鹿市 鹿北町芋生2831番地先 山鹿市 自然人 2.6 9.8 0.56

432080147 宮迫 みやざこ 熊本県 山鹿市 鹿北町岩野1015番地先 山鹿市 自然人 0.6 13.0 0.04

432080148 大久保 おおくぼ 熊本県 山鹿市 鹿北町岩野字下中1937 山鹿市 不明

432080156 桑原 くわばる 熊本県 山鹿市 菊鹿町上永野1417番地地先 山鹿市 自然人 6.8 95.0 1.30

432080157 原口 はらぐち 熊本県 山鹿市 菊鹿町上永野 山鹿市 自然人 7.7 27.0 2.00

432080158 西の堤 にしのつつみ 熊本県 山鹿市 菊鹿町上永野1241-4番地地先 山鹿市 区長 6.0 60.0 20.00

432080159 東の堤 ひがしのつつみ 熊本県 山鹿市 菊鹿町上永野2308番地地先 山鹿市 区長 6.0 61.0 12.00

432080160 高池 たかいけ 熊本県 山鹿市 菊鹿町上永野1842 山鹿市 自然人 5.0 25.0 3.00 1 山鹿市
(ため池サポートセンター)

432080161 太田 おおだ 熊本県 山鹿市 菊鹿町太田190番地地先 不明 自然人 3.0 40.0 10.00

432080163 迫田(A) さこだ（A） 熊本県 山鹿市 菊鹿町宮原 不明 自然人 4.0 25.5 0.80

432080164 迫田(B) さこだ（B） 熊本県 山鹿市 菊鹿町宮原 不明 自然人 3.5 24.0 1.10

432080166 観音寺 かんのんじ 熊本県 山鹿市 菊鹿町池永673番地地先 不明 自然人 3.0 28.0 4.00

432080167 瀬戸の口 せとのくち 熊本県 山鹿市 菊鹿町池永 不明 自然人 3.0 50.0 2.00

432080168 池田 いけだ 熊本県 山鹿市 菊鹿町池永795番地地先 不明 自然人 4.0 50.0 12.00

432080169 西吉原 にしよしはら 熊本県 山鹿市 菊鹿町池永 不明 不明

432080172 三反田 さんたんだ 熊本県 山鹿市 菊鹿町松尾2192 山鹿市 自然人 4.0 10.0 1.20 1 山鹿市
(ため池サポートセンター)

432080175 屋敷 やしき 熊本県 山鹿市 菊鹿町米原 不明 自然人 3.3 30.0 0.50

432080176 立野溜池 たてのためいけ 熊本県 山鹿市 菊鹿町木野100番地地先 不明 自然人 4.0 40.0 12.00

432080180 菰の浦 こものうら 熊本県 山鹿市 菊鹿町木野100番地地先 不明 自然人 4.0 35.0 8.00

432080181 妙見 みょうけん 熊本県 山鹿市 鹿本町御宇田2136番地地先 不明 自然人 4.0 33.0 5.00

432080182 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1167番地地先 不明 自然人 3.1 50.0 4.00

432080183 新堤 しんつつみ 熊本県 山鹿市 鹿本町御宇田2204-1番地地先 不明 自然人 3.5 74.0 2.00

432080184 成竹 なるたけ 熊本県 山鹿市 鹿北町御字田字後迫8 不明 不明

432080186 茶臼 ちゃうす 熊本県 山鹿市 鹿本町津袋 不明 自然人 5.5 50.0 1.30

432080187 浦田堤(A) うらたつつみ（A） 熊本県 山鹿市 鹿本町津袋 不明 自然人 8.1 36.0 17.90

432080191 久野堤 ひさのつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町千田久野1626-1 不明 不明

432080192 上千田堤 かみちだつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町千田4187地先 不明 自然人 5.6 53.2 3.50

432080193 五ヶ村堤 ごかむらつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町広1289地先 不明 自然人 7.2 58.8 6.70

432080194 井迫堤 いのさこつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町広1470地先 不明 自然人 5.6 34.6 1.00

432080195 上広古堤 かみひろふるつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町廣3251-2 上広区 上広区 7.3 350.0 54.00

432080196 持松堤 もちまつつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町持松1082 不明 自然人 8.4 37.0 18.30

432080197 山口堤 やまぐちつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町岩原4096 不明 自然人 7.1 55.7 17.70

432080198 苦竹堤 にがたけつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町岩原2897 不明 自然人 6.1 66.5 15.00

432080199 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 不明 自然人 6.6 53.0 5.80

432080200 中堤 なかつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町岩原4046 不明 自然人 6.1 45.0 5.00

432080201 奥山堤 おくやまつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町岩原4352 不明 自然人 6.5 50.0 1.00

432080202 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 不明 自然人 5.2 41.0 1.00

432080203 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 不明 自然人 3.3 39.5 1.00

432080204 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 不明 自然人 8.2 109.1 20.00

432080206 荒平堤 あらひらつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町岩原3485 山鹿市 自然人 10.6 60.4 30.00

432080207 平井戸堤 ひらいどつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町合里1576-3 山鹿市 自然人 4.2 54.0 6.50

432080208 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 山鹿市 米原区 8.2 135.0 48.00 1 山鹿市
(ため池サポートセンター)

432080209 建立寺堤 けんりゅうじつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町合理 山鹿市 自然人 2.7 20.5 2.20
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432080210 前田堤 まえだつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町合里627 山鹿市 下米原区 6.8 70.0 6.00 1 山鹿市
(ため池サポートセンター)

432080211 松坂堤 まつざかつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町合理松坂1172 山鹿市 不明

432080219 亀甲堤 きっこうつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町合里5163 不明 自然人

432080220 余内堤 よないつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町梅木谷18-1 不明 自然人 3.5 33.0 1.40

432080224 大町堤 おおまちつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町北谷1101 不明 自然人 5.1 51.0 10.00

432080226 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 不明 自然人 4.6 41.0 3.80

432080228 うらご堤 うらごつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町仁王堂 不明 自然人 2.7 14.0 0.40

432080229 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 不明 自然人 4.1 31.0 1.00

432080230 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 不明 自然人 3.1 42.0 1.00

432080231 新（霜野）堤 しん（しもの）つつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町霜野1828 不明 自然人 6.4 42.0 10.10

432080232 宮堤 みやつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町大浦 不明 自然人 5.6 23.0 0.80

432080233 山ノ神堤 やまのかみつつみ 熊本県 山鹿市 鹿央町大浦404 不明 自然人 4.2 38.4 1.70

434280001 内山池 うちやまいけ 熊本県 阿蘇郡高森町 高森1759 高森町 内山水利組合 5.5 63.0 5.00 1 高森町
(ため池サポートセンター)

434280002 坊ヶ平池 ぼうがひらいけ 熊本県 阿蘇郡高森町 高森1180 高森町 坊ヶ平水利組合 5.7 115.0 8.00 1 高森町
(ため池サポートセンター)

434280004 芝原 しばはら 熊本県 阿蘇郡高森町 高森570-1地先 熊本県 芝原水利組合 5.2 80.0 5.00

434280006 別所 べっしょ 熊本県 阿蘇郡高森町 高森1065地先 高森町 別所堤水利組合 4.4 132.0 19.00 1 高森町
(ため池サポートセンター)

434280007 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 高森町 含蔵寺水利組合 3.4 30.0 2.50

434320002 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 西原村 小森土地改良区 3.4 150.0 24.40 1 西原町
(ため池サポートセンター)

434320003 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 西原村 小森土地改良区 5.5 447.0 19.60 1 西原町
(ため池サポートセンター)

434320004 布田ため池 ふたためいけ 熊本県 阿蘇郡西原村 布田1978 西原村 小鶴田水利組合 5.0 294.0 30.00 1 西原町
(ため池サポートセンター)

434320005 宮山 みややま 熊本県 阿蘇郡西原村 宮山829地先 西原村 宮山土地改良組合 8.0 53.0 10.00 1 西原町
(ため池サポートセンター)

432020009 秀川内 ひでかわうち 熊本県 八代市 坂本町鶴喰 八代市 八代市（管理委託先：坂本町鶴喰地区） 4.2 79.0 5.20

432020010 竹ノ迫 たけのさこ 熊本県 八代市 坂本町鶴喰 八代市 八代市（管理委託先：坂本町鶴喰地区） 3.6 154.0 7.16

432020011 轟 とどろき 熊本県 八代市 坂本町鶴喰 八代市 八代市（管理委託先：坂本町鶴喰地区） 4.8 125.0 9.80

432020012 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 八代市（管理委託先：坂本町渋利地区） 4.5 12.0 2.25

432020013 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 八代市（管理委託先：坂本町渋利地区） 3.0 60.0 6.05

432020014 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 八代市（管理委託先：坂本町渋利地区） 4.2 78.0 5.42

432020015 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 八代市（管理委託先：坂本町渋利地区） 4.7 34.0 1.67

432020016 水谷 みずたに 熊本県 八代市 坂本町渋利 八代市 八代市（管理委託先：坂本町渋利地区） 3.4 59.2 1.29

432050002 野川ため池 のがわためいけ 熊本県 水俣市 長崎1427 自然人 南田ため池水利組合 5.0 70.0 6.80 1,2

432050003 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 水俣市 袋貯水池水利組合 10.1 121.0 59.30 2 1 1 水俣市
(ため池サポートセンター)

432050004 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 自然人 無田水利組合 4.0 39.0 9.90 1,2

432050005 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 不明 無田水利組合 4.0 94.0 6.90 1,2

432050006 日当野ため池 ひとのためいけ 熊本県 水俣市 越小場112-2 水俣市 日当野農業用水管理組合 4.1 138.0 4.50 1,2

432050007 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 自然人 大迫2号水利組合 3.0 20.0 1.50 1,2

432050008 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 水俣市中茂水利組合 2.6 78.0 0.95 1,2

432050009 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 水俣市中茂水利組合 2.7 69.5 0.85 1,2

432050010 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 水俣市中茂水利組合 2.1 105.0 3.82 1,2

432050011 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 水俣市中茂水利組合 2.4 125.0 1.93 1,2

432050012 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 1,2

432050013 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 1,2

432050014 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 1,2

432050015 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 1,2

432050016 初野ため池 はつのためいけ 熊本県 水俣市 初野505 自然人 不明 1,2

434820001 大矢 おおや 熊本県 葦北郡芦北町 女島376 自然人 自然人 1.6 20.5 0.10

434820002 大迫 おおさこ 熊本県 葦北郡芦北町 女島2192-1 自然人 金ヶ渕水利組合 4.1 20.0 1.30

434820003 山川1号 やまかわいちごう 熊本県 葦北郡芦北町 湯浦1152 芦北町 自然人 4.9 94.5 6.40 1,2

434820005 山川3号 やまかわさんごう 熊本県 葦北郡芦北町 湯浦1146 芦北町 自然人 5.5 109.0 9.70 1,2

434820006 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 芦北町 自然人 4.1 55.0 4.80 1,2

434820007 橋本1号 はしもといちごう 熊本県 葦北郡芦北町 湯浦778 芦北町 自然人 3.2 34.0 1.90

434820008 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 芦北町 自然人 3.0 79.0 4.20 1,2

434820009 橋本3号 はしもとさんごう 熊本県 葦北郡芦北町 湯浦802 芦北町 自然人 4.0 79.0 4.00 1,2

434820010 荷床 にとこ 熊本県 葦北郡芦北町 古石1475-35 自然人 自然人 2.0 16.0 0.50

434820011 兼丸迫 かねまるさこ 熊本県 葦北郡芦北町 八幡481 建設省 兼丸川水利組合 4.0 26.0 3.20

434820013 江良迫 えらさこ 熊本県 葦北郡芦北町 井牟田無番地 芦北町 江良迫ため池水利組合 5.7 47.0 4.10 1,2

434820014 山後 やまのうしろ 熊本県 葦北郡芦北町 田浦無番地 芦北町 山後水利組合 3.2 24.0 1.00

434820015 多々良 たたら 熊本県 葦北郡芦北町 田浦無番地 芦北町 多々良ため池水利組合 5.2 25.0 5.40

434820016 小群川内 こぶれがわうち 熊本県 葦北郡芦北町 田浦3216-1 国土交通省 小群川内ため池水利組合 5.7 56.0 10.20

434820020 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 芦北町 自然人 3.0 28.0 1.14

434820023 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 芦北町 自然人 2.8 46.6 2.15

434820024 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 芦北町 自然人 5.0 44.3 3.23

434820030 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 芦北町 自然人 2.6 65.8 13.31

434820031 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 芦北町 自然人 1.9 27.3 0.59

434840001 村下 むらした 熊本県 葦北郡津奈木町 小津奈木100地先 国有地 村下ため池水利組合 2.7 21.0 1.40

434840002 神田 じんで 熊本県 葦北郡津奈木町 福浜4319-2 自然人 神田水利組合 2.3 18.5 0.80

434840003 辻 つじ 熊本県 葦北郡津奈木町 福浜1936-2 津奈木町 辻水利組合 2.8 23.8 0.80

434840005 川内B かわちびぃ 熊本県 葦北郡津奈木町 千代924-3 津奈木町 川内B水利組合 4.2 34.0 2.20

434840006 千代塚 ちよづか 熊本県 葦北郡津奈木町 千代1213-7 津奈木町 千代塚水利組合 4.3 67.0 2.20

434840007 神前 かみまえ 熊本県 葦北郡津奈木町 千代333-3 津奈木町 神前水利組合 3.3 47.0 1.10

434840008 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 津奈木町 千代原ほ場水利組合 4.0 51.0 1.00

434840010 北谷 きただに 熊本県 葦北郡津奈木町 津奈木543 津奈木町 北谷水利組合 3.5 17.0 3.30

434840011 乱橋 みだればし 熊本県 葦北郡津奈木町 津奈木573-2 津奈木町 乱橋水利組合 3.6 73.0 1.50

434840014 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 国有地 水俣市中茂水利組合 1.1 9.0 0.20

434840017 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 自然人 水俣市中茂水利組合 1.6 15.0 0.28
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434840019 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 津奈木町 水俣市中茂水利組合 2.1 40.0 0.21

432030003 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 自然人 ひとよし土地改良区 11.6 50.0 34.00

432030004 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 3.7 28.4 5.80 1,2

435010001 堤尻 つつみじり 熊本県 球磨郡錦町 一武4686-1 錦町 錦町役場 4.8 47.0 13.00 1,2

435060001 潮 うしお 熊本県 球磨郡湯前町 黒山1620 湯前町、上溝普通水利組合 湯前町役場 4.5 38.0 15.00 1,2

435060002 辻ため池 つじためいけ 熊本県 球磨郡湯前町 上辻5495-1 自然人 辻分館長 3.1 27.0 10.00

435060003 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 自然人 大谷溝管理組合 7.5 38.0 25.00 1 湯前町
(ため池サポートセンター)

435060004 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 湯前町 二溝管理組合 11.0 142.0 110.00 1 1 湯前町
(ため池サポートセンター)

435100001 大野 おおの 熊本県 球磨郡相良村 深水2320 深水耕地整理組合 相良村土地改良区 5.3 267.0 3.00 1,2

435100005 瀬戸ため池 せとためいけ 熊本県 球磨郡相良村 深水2507 国 相良村土地改良区 7.0 100.0 84.00

435130001 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 15.0 82.4 105.00

432120001 山田 やまだ 熊本県 上天草市 姫戸町二間戸1188 自然人 上天草市農林水産課 6.5 35.0 6.50 1 上天草市
(ため池サポートセンター)

432120002 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 上天草市農林水産課 2.2 20.0 30.00

432120004 荒木浜 あらきはま 熊本県 上天草市 大矢野町登立10604 自然人 荒木浜地区 3.0 30.0 5.00

432120006 潜 せん 熊本県 上天草市 大矢野町上2404-2 上天草市 水利組合代表 5.0 40.0 15.00 1,2

432120007 高尾 たかお 熊本県 上天草市 大矢野町上6210-1 自然人 豊後谷地区 4.0 30.0 7.00

432120008 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 5.0 40.0 10.00

432120011 福田 ふくだ 熊本県 上天草市 大矢野町中2235 上天草市 宮津・越の浦水利組合 5.0 30.0 19.00

432120014 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 2.0 45.0 5.00

432120015 和田 わだ 熊本県 上天草市 大矢野町維和1710 自然人 自然人 3.0 40.0 5.00 1,2

432120017 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 4.0 15.0 8.00

432120019 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 10.0 58.0 50.00

432120020 北の浦 きたのうら 熊本県 上天草市 松島町合津1963-3地先 上天草市 北の浦ため池組合 2.1 30.0 1.50

432120021 小ヶ倉 こがくら 熊本県 上天草市 松島町合津2436 上天草市 小ヶ倉ため池組合 3.2 40.0 18.00 1,2

432120022 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 5.0 44.0 10.00 1,2

432120024 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 5.5 30.0 4.00

432120025 草木薮 くさきやぶ 熊本県 上天草市 姫戸町ニ間戸5421 自然人 上天草市 6.0 29.0 2.00

432120026 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 1.6 35.0 1.50

432120032 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 3.0 30.0 2.00 1,2

432120033 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 5.0 34.0 4.70 1,2

432120037 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 3.0 40.0 6.00

432120040 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 3.0 30.0 13.00 1,2

432120047 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 上天草市 自然人 2.6 30.0 2.40

432120053 小山 こやま 熊本県 上天草市 松島町合津 1959 不明 自然人 3.0 15.0 1.50 1,2

432120058 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 2.4 24.0 1.30 1,2

432150001 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 筆界未定 島子西部土地改良区 10.6 55.0 24.00 1 天草市
(ため池サポートセンター)

432150002 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 天草市 稚児崎水利組合 5.5 129.0 4.00 1 天草市
(ため池サポートセンター)

432150003 古江ため池 ふるえためいけ 熊本県 天草市 栖本町古江1487 天草市 古江水利組合 6.7 43.1 9.00

432150004 大権寺 おおごんじ 熊本県 天草市 倉岳町棚底1463-1 天草市 内目地区水利組合 3.1 42.0 2.00 1 天草市
(ため池サポートセンター)

432150005 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 天草市　天草支所 10.5 40.0 6.00 1 天草市
(ため池サポートセンター)

432150006 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 8.5 95.0 80.00

432150007 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 自然人 本津留水利組合 4.0 75.0 2.00 1 天草市
(ため池サポートセンター)

432150008 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 不明 昭和ため池管理組合 8.0 75.0 47.00

432150009 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 4.0 110.0 5.00

432150010 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 6.0 40.0 4.00

432150015 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 3.0 25.0 1.80

432150017 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 1.2 10.0 0.80

432150018 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 6.0 48.0 17.00

432150019 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 5.0 35.0 3.30 1,2

432150020 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 2.5 37.5 7.10 1,2

432150021 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 4.5 23.0 4.00 1,2

432150022 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 9.4 30.0 7.50

432150023 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 5.0 15.0 3.60 1,2

432150024 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 4.0 19.0 3.00 1,2

432150027 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 自然人 枦の通管理組合 4.1 22.0 2.50 1,2

432150030 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 自然人 大杉ため池管理組合 4.6 68.0 21.98 1,2

432150031 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 自然人 鶴屋橋管理組合 3.0 20.0 5.40

432150033 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 自然人 下切第１号管理組合 1.6 25.5 1.14

432150034 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 自然人 下切第２号管理組合 1.1 21.0 0.67

432150035 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 自然人 下切第３号管理組合 1.8 48.0 1.03

432150038 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 自然人 久保第１号管理組合 6.8 20.0 3.40

432150039 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 自然人 久保第２号管理組合 4.3 33.0 4.50

432150040 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 自然人 寒の平管理組合 3.9 51.0 12.60

432150041 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 自然人 下の迫ため池管理組合 6.3 13.6 1.26

432150044 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 自然人 三郎替ため池管理組合 3.5 41.0 1.95

432150046 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 2.6 15.0 1.00

432150047 上揚 かみあげ 熊本県 天草市 倉岳町棚底 1117-2 倉岳町 外目地区溜池水利組合 4.5 74.2 8.00 1,2

432150048 塔尾 とのお 熊本県 天草市 倉岳町棚底 2717 自然人 自然人 4.0 36.1 2.00

432150049 才津原１ さいつはら１ 熊本県 天草市 倉岳町宮田 3588-2 才ツ原組共有 下才津原水利組合 3.2 64.8 2.00 1,2

432150050 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 3.3 22.0 2.00 1,2

432150051 砥石川 といしかわ 熊本県 天草市 倉岳町宮田 1750-30 倉岳町 砥石川水利組合 6.3 42.0 7.00 1,2

432150052 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 5.9 35.5 9.00

432150053 牧の平 まきのひら 熊本県 天草市 有明町楠甫 4127 江の浦組 自然人 2.5 30.0 2.00 1,2

432150054 大楠池 だいなんいけ 熊本県 天草市 有明町楠甫 4937-46 大楠土地改良区 大楠干拓組合 6.0 195.0 18.00
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432150055 鳥越 とりごえ 熊本県 天草市 有明町大浦 3596-1 有明町 自然人 2.5 31.9 4.00 1,2

432150056 泉 いずみ 熊本県 天草市 有明町大浦 2248 自然人 自然人 3.0 38.1 3.00 1,2

432150057 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 2.0 56.3 9.00

432150058 木場浦２ こばうら２ 熊本県 天草市 有明町大浦 1931-1 有明町 自然人 3.0 39.2 10.00

432150060 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 7.0 40.0 11.00 1,2

432150061 長谷２池 ながたににいけ 熊本県 天草市 有明町須子 2563 長谷溜池係組 自然人 2.9 32.3 12.00

432150062 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 3.5 21.2 5.00

432150063 赤間池 あかまいけ 熊本県 天草市 有明町須子 2396 赤間ため池係組 自然人 2.0 25.0 2.00

432150064 平野池 ひらのいけ 熊本県 天草市 有明町須子 1347 平野ため池係組 自然人 4.7 45.0 5.00 1,2

432150065 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 3.0 50.0 8.00 1,2

432150066 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 5.0 25.3 5.00

432150068 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 不明 自然人 4.4 42.1 11.00 1,2

432150069 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 不明 自然人 5.0 33.0 6.00 1,2

432150070 本村池 ほんむらいけ 熊本県 天草市 有明町上津浦 4032-1 宗教法人正覚寺 自然人 7.0 55.8 22.00 1,2

432150071 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 不明 自然人 4.0 25.2 6.00

432150072 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 7.1 25.4 3.00 1,2

432150073 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 6.5 40.2 10.00 1,2

432150074 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 4.0 29.8 9.00 1,2

432150076 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 7.6 47.0 17.30 1,2

432150078 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 4.3 34.5 8.60

432150080 池尾池 いけおいけ 熊本県 天草市 五和町大字御領7894 不明 自然人 3.0 33.0 3.30 1,2

432150082 池田池 いけだいけ 熊本県 天草市 五和町大字鬼池839−2 不明 自然人 2.5 168.0 4.70 1,2

432150084 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 4.8 34.6 5.70 1,2

432150087 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 5.3 45.0 3.00

432150088 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 市道 自然人 5.0 51.0 11.30

432150090 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 5.5 40.0 4.70

432150091 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 4.8 38.0 2.70

432150094 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 不明 野口水利組合 5.1 28.5 0.70

432150096 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 不明 荒川内水利組合 4.6 25.5 2.90

432150097 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 不明 西木場集落 2.0 16.5 1.20

432150102 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 6.5 33.5 7.80 1,2

432150103 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 天草市 水利組合 2.0 24.0 0.10 1,2

432150104 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 3.1 22.5 0.90

432150105 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 不明 自然人 3.3 25.5 3.96 1,2

432150106 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 4.7 49.0 3.70 1,2

432150107 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 集落 自然人 5.7 62.0 6.30 1,2

432150108 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 3.6 31.0 1.50 1,2

432150109 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 5.2 27.0 3.60 1,2

432150110 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 3.7 38.5 1.80

432150111 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 3.0 33.0 2.90 1,2

432150112 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 天草市 本渡市土地改良区 6.7 80.0 40.60 1,2

432150114 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 5.8 42.0 4.20

432150115 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 7.1 30.0 8.10

432150116 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 5.3 26.0 2.50 1,2

432150117 宇土ため池 うとためいけ 熊本県 天草市 本町下河内457-2 集落 自然人 6.1 27.0 3.40 1,2

432150118 寺領ため池 じりょうためいけ 熊本県 天草市 本町本856-1 集落 自然人 3.5 44.0 4.00 1,2

432150120 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 3.3 59.5 2.60

432150121 目黒ため池 めぐろためいけ 熊本県 天草市 佐伊津町4311-1 集落 自然人 4.6 23.0 4.10

432150123 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 3.0 30.0 1.60

432150125 西原池 にしばるいけ 熊本県 天草市 五和町御領字西原5312 不明 自然人 3.7 30.5 1.80

432150127 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 不明 自然人 1.5 42.5 0.97

432150128 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 4.8 31.0 1.24 1,2

432150129 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 自然人 元浦溜池管理組合 6.0 20.0 2.25 1,2

432150130 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 1.5 15.0 1.17 1,2

432150135 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 有明町 土地改良区 4.0 40.0 17.00 1,2

432150137 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 1.2 15.0 0.52 1,2

432150138 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 0.5 8.0 0.04 1,2

432150142 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 2.9 20.0 0.50

432150144 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 2.3 21.0 0.31 1,2

432150145 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 2.8 16.0 0.27 1,2

432150147 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 4.3 16.5 1.24

432150150 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 1.7 8.4 0.56 1,2

432150152 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 2.8 8.5 0.79

432150155 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 4.9 35.0 12.80 1,2

432150156 諏訪池 すわいけ 熊本県 天草市 新和町小宮地字諏訪5010 自然人 不明 2.0 21.0 0.50 1,2

432150235 一の谷池 いちのたにいけ 熊本県 天草市 五和町手野4182-2 自然人 自然人 4.8 31.0 1.00 1,2

432150160 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 3.5 23.0 2.53 1,2

432150161 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 自然人 大石ため池管理組合 0.7 7.0 0.08

432150164 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 自然人 不明 2.5 12.0 0.57 1,2

432150178 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 自然人 不明 1.4 14.0 0.35 1,2

432150180 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 3.2 18.0 0.20 1,2

432150185 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 2.0 35.0 0.34

432150186 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 2.9 16.5 0.40 1,2

432150196 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 4.5 65.0 3.40 1,2
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432150200 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 3.1 20.5 0.35 1,2

432150201 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 2.0 35.0 0.30

432150213 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 2.1 57.5 0.70

432150215 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 1.4 16.0 0.22

432150222 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 3.8 23.0 1.02

432150228 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 3.8 20.5 1.85

432150229 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 3.1 22.5 0.55

432150230 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 3.7 30.0 1.70

432150232 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 4.4 51.0 3.35 1,2

432150233 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 3.3 32.5 0.65

432150239 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 3.0 36.5 0.41

432150240 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 2.5 19.0 0.43 1,2

432150242 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 5.7 30.0 1.60 1,2

432150243 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 4.7 30.0 2.05 1,2

432150244 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 5.2 27.0 3.00 1,2

432150246 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 天草市 自然人 4.5 20.0 1.63

432150247 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 自然人 亀の甲須良道水利組合 6.9 37.0 10.00

432150249 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 3.7 23.0 0.86 1,2

432150250 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 天草市 自然人 4.5 19.5 0.72

432150255 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 天草市 荒河内水利組合 6.4 25.5 3.33 1,2

432150257 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 3.4 21.5 1.08 1,2

432150258 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 1.8 25.0 0.78 1,2

432150259 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 1.5 11.0 0.15 1,2

432150260 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 天草市 不明 3.6 25.0 1.30 1,2

432150261 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 自然人 城木場水利組合 4.3 27.0 0.68 1,2

432150262 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 天草市 城木場水利組合 1.6 24.0 0.44 1,2

432150263 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 2.7 34.0 2.56 1,2

432150264 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 3.1 22.0 1.30

432150267 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 1.9 40.0 0.27

432150272 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 2.9 14.5 0.17

432150274 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 2.1 15.0 0.36

432150278 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 2.4 18.8 1.50

432150279 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 1.2 24.5 0.40

432150281 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 5.6 17.8 0.70

432150283 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 天草市 自然人 1.8 24.0 0.23

432150286 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 2.3 9.0 0.90

432150288 大坪 おおつぼ 熊本県 天草市 久玉町本郷字大坪 1578-2 天草市 自然人 7.6 30.9 4.00 1,2

432150290 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 1.7 13.7 0.25 1,2

432150296 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 2.0 21.0 0.60 1,2

432150298 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 2.6 7.0 0.19 1,2

432150226 宇土 うと 熊本県 天草市 佐伊津町字宇土5259 天草市 自然人 2.5 13.0 0.34 1,2

432150309 水車池 みずぐるまいけ 熊本県 天草市 有明町大浦地先 土地改良区 自然人 2.0 33.0 1.30

432150310 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 1.8 20.0 1.50

432150311 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 1.5 17.0 100.00

432150314 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 6.7 38.0 5.10

432150321 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 2.0 14.0 0.26

435310001 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 苓北町 西川内水利組合 7.5 30.0 7.00 1 苓北町
(ため池サポートセンター)

435310002 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 6.8 48.2 15.00

435310003 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 3.0 31.4 3.00 1,2

435310004 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 自然人 神樂山組合

435310005 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 苓北町土地改良区 12.0 72.5 63.20 1 苓北町
(ため池サポートセンター)

435310006 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 苓北町土地改良区 7.1 25.2 47.70

435310007 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 苓北町 自然人 6.0 16.2 0.48

435310008 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 4.0 10.0 3.20

435310014 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 3.0 20.0 1.00

435310019 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 官有地 自然人 2.0 15.0 0.80

435310020 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 苓北町 内田水利組合 3.0 15.0 0.70

435310021 中野 なかの 熊本県 天草郡苓北町 苓北町内田字皿山525 自然人 内田・白木尾水利組合 6.0 40.0 16.00

435310022 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 6.5 162.0 53.00 1,2

435310023 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 3.0 15.0 500.00

注）記載内容は、令和３年３月末時点の確定値である。
※1 【防災工事等の対象と実施時期】：対象となる防災工事等について、法の有効期間の前期（R3～R7）に着手する場合は「1」、後期（R8～R12）に着手する場合は「2」を記入する。
※2 【経過観察】について、経過観察が必要な場合は「1」を記入する。
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