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農業用ため池の名称及び所在地 農業用ため池の所有者等の名称 届出状況

ため池名称 堤高 堤頂長 総貯水量

ふりがな 都道府県名 市区、郡町村名 字・番地等 [m] [m] [千m3]
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121000001 生実池 おゆみいけ 千葉県 千葉市 中央区生実町 千葉市 千葉市 3.7 200.0 28.0 －

121000002 八幡池 やわたいけ 千葉県 千葉市 緑区大木戸町 八幡池水利組合 千葉市 2.8 35.0 11.0 －

121000003 中島池 なかじまいけ 千葉県 千葉市 緑区大木戸町 中島池水利組合 千葉市 2.3 30.0 2.2 － ○

121000004 原田池 はらだいけ 千葉県 千葉市 若葉区富田町1266 千葉市 千葉市 2.0 50.0 32.7 －

121000005 大池 おおいけ 千葉県 千葉市 若葉区野呂町1805-3他 千葉市 千葉市 1.2 16.0 23.1 －

122020001 小畑池 こばたけいけ 千葉県 銚子市 高神東町9456 東部水利組合 銚子市 4.0 80.0 27.0 －

122020002 水喰い土池 みずくらいどいけ 千葉県 銚子市 南小川町3581 小川町農家組合 銚子市 3.3 32.0 2.0 －

122020003 馬場の池 ばばのいけ 千葉県 銚子市 南小川町918-1 銚子市 銚子市 2.5 43.0 4.0 － ○ ○

122020004 京都谷津池 きょうとやついけ 千葉県 銚子市 春日町734 春日町農家組合 銚子市 3.4 25.0 3.0 －

122020005 尾永井池 おながいいけ 千葉県 銚子市 春日町2333 春日町農家組合 銚子市 6.2 30.0 3.0 － ○ ○

122020006 高松の池 たかまつのいけ 千葉県 銚子市 三崎町1丁目2081-1 三崎町農家組合 銚子市 3.0 55.0 13.0 －

122020007 本城池 ほんじょういけ 千葉県 銚子市 本城町6丁目1350 本城町農家組合 国 2.0 32.0 2.0 －

122020008 七つ池蒜藻堰 ななついけひるもせき 千葉県 銚子市 長塚町4丁目3404 長塚町農家組合 国 6.8 60.0 15.0 － ○ ○

122020009 七つ池中池 ななついけなかいけ 千葉県 銚子市 長塚町4丁目3417 長塚町農家組合 国 11.6 65.0 38.0 － ○ ○

122020010 七つ池新堰 ななついけにいぜき 千葉県 銚子市 長塚町4丁目2572 長塚町農家組合 国 1.8 48.0 1.0 － ○ ○

122020011 七つ池上池 ななついけかみいけ 千葉県 銚子市 長塚町4丁目4018 長塚町農家組合 国 5.1 50.0 38.0 － ○ ○

122020012 金魚池 きんぎょいけ 千葉県 銚子市 岡野台町4丁目1390 岡野台町農家組合 国 1.7 30.0 0.0 －

122020013 冷水池 ひやみずいけ 千葉県 銚子市 岡野台町4丁目1213 岡野台町農家組合 銚子市 2.2 23.0 0.0 －

122020014 大椎の池 おおしいのいけ 千葉県 銚子市 野尻町1655 ２町農家組合(小船木町・塚本町) 銚子市 4.1 52.0 62.0 － ○ ○

122020015 新堰 にいぜき 千葉県 銚子市 野尻町1629-128
銚子市・小船木町町内会・塚本町町
内会

銚子市 12.6 61.0 81.0 － ○ ○

122020016 森戸堰 もりとぜき 千葉県 銚子市 森戸町2056 銚子市 銚子市 4.4 38.0 5.0 － ○ ○

122020017 宮原堰 みやばらせき 千葉県 銚子市 宮原町770 宮原町農家組合 銚子市 1.9 65.0 6.0 －

122020018 椎の池 しいのいけ 千葉県 銚子市 八木町3157 八木町農家組合 銚子市 2.8 55.0 0.0 －

122020019 忍溜池 しのびためいけ 千葉県 銚子市 忍町967-1 銚子市 銚子市 12.4 70.0 75.0 － ○ ○

122020020 桜井堰 さくらいぜき 千葉県 銚子市 桜井町528 銚子市・桜井町町内会 国 10.4 70.0 35.0 － ○ ○

122050001 川名堰 かわなせき 千葉県 館山市 川名380 川名岡水利組合 館山市 2.0 55.0 0.6 －

122050002 横山堰 よこやませき 千葉県 館山市 正木3884 正木第１耕地整理組合 館山市 7.0 61.0 15.0 － ○ ○

所有者
届出済：○
対象外：－

届出日

千葉県 『農業用ため池データベース』
令和4年4月1日現在

ため池
データベース
コード番号

ため池の諸元 特定農業用
ため池の指定

※指定している場合
は指定日

防災重点
ため池の選定
※選定：○

防災重点農業用
ため池の指定
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備考所在地
管理者
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122050003 御狩堰 みかりせき 千葉県 館山市 正木3312 正木第１耕地整理組合 館山市 2.5 44.0 1.2 －

122050004 葛原堰 くずはらせき 千葉県 館山市 正木3645-1地先 正木第１耕地整理組合 国 9.0 83.0 27.2 － ○ ○

122050005 稲原堰 いなばらせき 千葉県 館山市 小原659 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 7.0 43.0 6.0 ○ 令和2年01月30日

122050006 柳作堰 やなぎさくせき 千葉県 館山市 沼324 沼農家組合 館山市 9.0 55.0 13.0 － ○

122050007 大谷津堰 おおやつせき 千葉県 館山市 沼無番地 沼農家組合 国 4.0 68.0 2.2 －

122050008 根ヶ谷堰 ねがやつせき 千葉県 館山市 沼無番地 沼農家組合 館山市 4.0 43.0 1.5 －

122050009 大久保堰 おおくぼせき 千葉県 館山市 宮城819ほか 宮城水利組合 館山市 4.0 48.0 4.0 － ○

122050010 大関堰 おおぜきせき 千葉県 館山市 笠名1066 笠名農家組合 館山市 4.0 43.0 3.0 －

122050011 唐木堰 からじおせき 千葉県 館山市 香712 香農家組合 館山市 4.0 45.0 0.7 －

122050012 浜田堰 はまだせき 千葉県 館山市 浜田516ほか 浜田区 館山市 3.5 94.0 7.0 － ○ ○

122050013 犬石堰 いぬいしせき 千葉県 館山市 犬石914地先 犬石水利組合 館山市 5.0 121.0 7.3 － ○

122050014 東萩谷堰 ひがしはぎやせき 千葉県 館山市 大神宮2127 上郷水利組合 国 10.0 44.0 14.0 － ○ ○

122050015 枇杷谷堰 びわやつせき 千葉県 館山市 大神宮1810 上郷水利組合 館山市 5.5 43.0 2.0 －

122050016 草田堰 くさたせき 千葉県 館山市 竜岡474 松岡水利組合 館山市 5.0 62.0 7.5 －

122050017 大鑑院堰 だいがんいんせき 千葉県 館山市 大神宮316 大神宮用水組合 館山市 4.0 158.0 3.9 － ○ ○

122050018 南条堰 なんじょうせき 千葉県 館山市 南条188 南条溜池水利組合 館山市 4.0 60.0 4.3 －

122050019 山堰 やませき 千葉県 館山市 東長田1083 東長田農家組合 館山市 8.0 26.0 2.3 －

122050020 五反田堰 ごたんだせき 千葉県 館山市 東長田462 東長田農家組合 館山市 6.0 40.0 1.4 －

122050021 畑ヶ中堰 はたけがなかせき 千葉県 館山市 神余3025 畑ヶ中農家組合 館山市 3.0 48.0 0.9 － ○ ○

122050022 神割堰 かみわりせき 千葉県 館山市 神余576 神割堰管理組合 館山市 4.5 35.0 0.8 －

122050023 温井堰 ぬくいせき 千葉県 館山市 神余328 久所農家組合 館山市 4.5 27.0 0.3 －

122050024 田代堰 たしろせき 千葉県 館山市 山本690-1 山本区 館山市 4.0 263.0 17.6 － ○ ○

122050025 大正堰 たいしょうせき 千葉県 館山市 山本1532-1地先 北条・館野耕地整理組合 館山市 13.5 61.0 104.3 － ○ ○

122050026 上釜井堰 かみかまいせき 千葉県 館山市 江田327 江田区 館山市 2.0 112.0 3.7 －

122050027 薗堰 そのせき 千葉県 館山市 薗90-1 薗水利組合 館山市 3.0 186.0 10.6 －

122050028 真岡堰 まおかせき 千葉県 館山市 竹原972 田辺区 館山市 4.0 102.0 8.8 －

122050029 水玉堰 みずたませき 千葉県 館山市 薗9ほか 水玉区 国 4.0 50.0 3.4 －
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122050030 二子上堰 ふたごかみせき 千葉県 館山市 二子264 二子区 館山市 5.0 52.0 1.9 － ○ ○

122050031 二子下堰 ふたごしもせき 千葉県 館山市 二子263 二子区 館山市 6.0 51.0 4.3 － ○ ○

122050032 柳作溜池 やなぎさくためいけ 千葉県 館山市 竹原2771 竹原工区 館山市 9.0 62.0 33.6 －

122050033 稲堰 いなせき 千葉県 館山市 稲921 稲水利組合 館山市 7.5 73.0 8.5 －

122050034 北鴻ヶ巣堰 きたこうがすせき 千葉県 館山市 安東423 安東区 館山市 2.5 71.0 2.9 － ○

122050035 川民堰 かわだみせき 千葉県 館山市 上真倉1515ほか 館山水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 6.0 43.0 4.6 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

122050036 野庭堰 のにわせき 千葉県 館山市 沼無番地 沼農家組合 国 5.0 30.0 0.5 －

122050037 坊ヶ谷堰 ぼうがやつせき 千葉県 館山市 沼1536ほか 沼農家組合 館山市 5.0 28.0 1.8 － ○

122050038 大谷堰 おおやつせき 千葉県 館山市 香609 香農業(家)組合 館山市 3.0 35.0 0.4 －

122050039 大坪堰 おおつぼせき 千葉県 館山市 見物200-1 見物農家組合 館山市 3.0 150.0 2.7 － ○ ○

122050040 唐井堰 からいせき 千葉県 館山市 早物279地先 見物農家組合 館山市 4.0 42.0 1.2 － ○

122050041 早物堰 はやぶつせき 千葉県 館山市 早物218 早物区 館山市 3.0 40.0 0.9 －

122050042 波左間堰 はさませき 千葉県 館山市 波左間797 波左間耕地整理組合 館山市 6.0 36.0 2.5 － ○

122050043 伊戸堰 いとせき 千葉県 館山市 伊戸3156ほか 伊戸農家組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 20.0 40.0 16.5 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

122050044 根本堰 ねもとせき 千葉県 館山市 伊戸2922 根本区 ( 任意組合 又は 個人 ) 6.0 38.0 1.5 ○ 令和2年01月30日 ○

122050045 坂足堰 さかだるせき 千葉県 館山市 坂足444 坂足農業(家)組合 館山市 3.5 17.0 1.9 －

122050046 小沼堰 こぬませき 千葉県 館山市 小沼550-1ほか 小沼区 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.0 37.0 0.9 ○ 令和2年01月30日

122050047 山田堰 やまだせき 千葉県 館山市 上真倉1467 真倉水利組合 館山市 5.5 45.0 0.9 －

122050048 大賀堰 おおかせき 千葉県 館山市 大賀無番地 大賀農業(家)組合 国 15.0 35.0 15.0 －

122050049 沢山堰 さわやませき 千葉県 館山市 香895 香農家組合 館山市 6.0 41.0 2.4 － ○

122050050 堰谷堰 せきのやつせき 千葉県 館山市 加賀名276ほか 加賀名区 ( 任意組合 又は 個人 ) 5.0 60.0 6.0 ○ 令和2年01月30日 ○

122050051 布沼堰 めぬませき 千葉県 館山市 布沼519 ( 任意組合 又は 個人 ) 館山市 5.0 30.0 2.0 －

122050052 茂名堰 もなせき 千葉県 館山市 茂名427 ( 任意組合 又は 個人 ) 館山市 5.0 30.0 1.5 －

122060001 四坊谷堰 よぼうやつせき 千葉県 木更津市 犬成824外 犬成第４揚水組合 国 2.1 40.0 1.8 －

122060002 犬成東谷堰
いんなりひがしやつぜ
き

千葉県 木更津市 犬成933 犬成第４揚水組合 不明 2.7 5.0 5.8 ○ 令和2年01月29日 ○

122060003 大谷堰 おおやつせき 千葉県 木更津市 犬成1029 犬成第４揚水組合 不明 3.6 57.0 7.8 ○ 令和2年01月29日 ○

122060004 おたつ堰 おたつせき 千葉県 木更津市 伊豆島1248-2 作田用水組合 不明 2.6 50.0 2.9 ○ 令和2年01月30日
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122060005 弁天堰 べんてんせき 千葉県 木更津市 伊豆島1332外 作田用水組合 不明 4.0 50.0 7.8 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

122060006 伊豆島東谷堰
いずしまひがしやつせ
き

千葉県 木更津市 伊豆島384外 東谷堰水組合 不明 1.5 135.0 9.8 ○ 令和2年02月12日

122060007 伝正院堰 でんしょういんせき 千葉県 木更津市 伊豆島282-1 伝正院堰用水組合 不明 2.2 42.0 5.0 ○ 令和2年02月19日

122060008 田切堰 たぎりせき 千葉県 木更津市 請西1364 木更津市 木更津市 2.8 43.0 6.0 －

122060009 和田谷堰 わだやつせき 千葉県 木更津市 矢那733ほか 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 5.2 67.0 2.0 ○ 令和2年03月16日

122060010 三光路堰 さんこうじせき 千葉県 木更津市 矢那1056ほか 三光路堰用水組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 6.0 52.0 9.0 ○ 令和2年02月12日

122060011 伊豆山堰 いずやませき 千葉県 木更津市 矢那2944 伊豆山堰用水組合 不明 3.6 73.0 18.0 ○ 令和2年02月12日

122060012 滝ノ谷堰 たきのやつせき 千葉県 木更津市 矢那1813 滝ノ谷堰水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 2.9 35.0 3.0 ○ 令和2年02月28日

122060013
うさぎ谷堰(沢田
堰)

うさぎやつせき(さわ
だせき)

千葉県 木更津市 矢那1700 沢田水利組合 不明 2.9 36.0 2.0 ○ 令和2年02月12日

122060014 田川貯水池下 たがわちょすいちした 千葉県 木更津市 田川32-2ほか 木更津市富岡土地改良区 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.7 45.0 4.0 ○ 令和2年01月31日 令和2年02月05日 ○ ○

122060015 田川貯水池上 たがわちょすいちうえ 千葉県 木更津市 田川37ほか 木更津市富岡土地改良区 ( 任意組合 又は 個人 ) 5.0 70.0 17.0 ○ 令和2年01月31日 令和2年02月05日 ○ ○

122060016 根田堰 ねだせき 千葉県 木更津市 かずさ鎌足１丁目 ( 任意組合 又は 個人 ) 不明 0.0 36.0 0.0 －

122060017 上時田堰 かみときたせき 千葉県 木更津市 かずさ鎌足２丁目 ( 任意組合 又は 個人 ) 不明 0.0 34.0 0.0 －

122100001 榎神房堰 えのきかんぼうせき 千葉県 茂原市 榎神房 榎神房自治会 茂原市・共有地 2.7 136.0 19.0 －

122100002 甲台堰 かぶとせき 千葉県 茂原市 桂247 桂用水組合 茂原市 3.5 43.0 7.0 －

122100003 不動谷堰 ふどうやつせき 千葉県 茂原市 柴名692 柴名自治会 茂原市 3.8 66.0 9.0 －

122100004 笹子堰 ささごせき 千葉県 茂原市 吉井上270 吉井自治会 茂原市 3.1 53.0 9.0 －

122100005 切作堰 きりさくせき 千葉県 茂原市 吉井下116 吉井自治会 茂原市 1.8 86.0 7.0 －

122100006 桶尻堰 おけじりせき 千葉県 茂原市 本納27 滝の谷第二組合 茂原市 2.7 85.0 7.0 － ○

122100007 加治谷堰 かじやつせき 千葉県 茂原市 吉井下455 吉井自治会 茂原市 2.4 56.0 4.0 －

122100008 鞘戸堰 さやどせき 千葉県 茂原市 本納3279-1 川戸実行組合 茂原市 5.0 133.0 18.0 － ○ ○

122100009 つつじ堰 つつじせき 千葉県 茂原市 下太田461 つつじ堰水利組合 茂原市 2.3 45.0 2.0 － ○

122100010 左鉢堰 さばちせき 千葉県 茂原市 上太田1503-1 上太田自治会 茂原市・共有地 5.5 52.0 7.0 － ○ ○

122100011 藤谷堰 ふじやつせき 千葉県 茂原市 本納3805ほか 新南地実行組合 茂原市・共有地 4.2 125.0 26.0 －

122100012 浅間下堰 せんげんしもせき 千葉県 茂原市 本納3826 新南地実行組合 茂原市 2.6 55.0 8.0 －

122100013 新堰 しんぜき 千葉県 茂原市 渋谷441 渋谷自治会 茂原市 4.9 95.0 6.0 －

122100014 前堰 まえせき 千葉県 茂原市 渋谷344 渋谷自治会 茂原市 1.4 70.0 5.0 － ○
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122100015 大楽地堰 だいらくじせき 千葉県 茂原市 長尾1176 大楽地地区代表 茂原市 3.0 53.0 4.0 －

122100016 秋葉戸堰 あきばとせき 千葉県 茂原市 長尾1004-1 大楽地地区代表 ( 任意組合 又は 個人 ) 1.8 60.0 5.0 ○ 令和2年1月30日

122100017 三宅堰 みやけせき 千葉県 茂原市 長尾775 三宅地区代表 茂原市 3.0 55.0 4.0 －

122100018 北塚堰 きたづかせき 千葉県 茂原市 北塚1182 北塚生内水利組合 茂原市 2.2 65.0 2.0 －

122100019 洞坂堰 ぼらさかせき 千葉県 茂原市 長尾301 和合地区代表 茂原市 3.3 62.0 2.0 －

122100020 桶谷堰 おけやつせき 千葉県 茂原市 下太田1861 新治工業団地協力会 茂原市 3.5 60.0 4.0 －

122100021 茗荷沢堰 みょうがさわせき 千葉県 茂原市 上太田204-1ほか 上太田自治会 茂原市 5.1 72.0 5.0 － 廃止予定

122100022 奥田堰 おくだせき 千葉県 茂原市 黒戸156-1 黒戸自治会 茂原市 3.0 55.0 2.0 － ○ ○

122100023 斉藤谷堰 さいとうやつせき 千葉県 茂原市 黒戸358 黒戸自治会 茂原市 2.9 55.0 3.0 －

122100024 軍谷堰 いくさがやつせき 千葉県 茂原市 真名1523 真名土地改良施設維持管理組合 茂原市 1.3 70.0 1.0 －

122100025 二谷堰 にのやつせき 千葉県 茂原市 真名1267 真名土地改良施設維持管理組合 茂原市 1.6 55.0 1.0 －

122100026 宿谷堰 やどやつせき 千葉県 茂原市 真名1104 真名土地改良施設維持管理組合 茂原市 1.9 36.0 1.0 －

122100027 西谷堰 にしやつぜき 千葉県 茂原市 立木232 立木第一揚水組合 茂原市 2.3 40.0 0.4 －

122100028 三ツ木堰 みつぎせき 千葉県 茂原市 長尾1534 宿小山水利組合 茂原市 4.0 68.0 6.0 － 廃止予定

122100029 衣門坊堰 いもんぼうせき 千葉県 茂原市 長尾1658ほか 宿小山水利組合 茂原市 7.4 63.0 3.0 － 廃止予定

122100030 八田堰 はったせき 千葉県 茂原市 長尾773-2ほか 小林二部水利組合 茂原市 2.5 133.0 19.0 － ○

122100031 東谷堰 ひがしやつせき 千葉県 茂原市 大登626 ムーンレイクゴルフクラブ 茂原市 6.1 50.0 8.0 － 廃止予定

122100032 打越堰 うちこしせき 千葉県 茂原市 小林673ほか 小林自治会 国・共有地 2.0 78.0 5.0 － 廃止予定

122100033 坊谷堰 ぼうやつせき 千葉県 茂原市 押日940-1-2 押日農家水利組合 茂原市 5.0 60.0 21.0 －

122100034 浅間堰 せんげんせき 千葉県 茂原市 庄吉411-1 庄吉農家組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.5 65.0 3.0 ○ 令和2年1月30日

122100035 日倉堰 ひぐらせき 千葉県 茂原市 庄吉437 庄吉農家組合 茂原市 3.6 31.0 3.0 －

122100036 後谷堰 うしろやつせき 千葉県 茂原市 国府関2019ほか 戸田・高畑水利組合 茂原市 1.2 65.0 1.0 －

122100037 久下堰 くげせき 千葉県 茂原市 国府関1324-2ほか 岩出水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 4.7 125.0 24.0 ○ 令和元年12月6日 令和2年02月05日 ○ ○

122100038 林谷堰 はやしやつせき 千葉県 茂原市 押日123 押日農家水利組合 茂原市 1.7 28.0 1.0 － ○ ○

122100039 小林前堰 こばやしまえせき 千葉県 茂原市 小林289-1ほか 小林自治会 茂原市 1.7 30.0 8.0 － ○

122100040 四十谷堰 しじゅうやつせき 千葉県 茂原市 国府関539 殿谷水利組合 茂原市 5.1 69.0 3.0 －

122100041 芦網堰 あしあみせき 千葉県 茂原市 芦網307-1ほか 芦網自治会 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.7 70.0 5.0 ○ 令和2年1月30日
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122100042 間瀬堰 まぜせき 千葉県 茂原市 山崎331 寺谷組合 茂原市 3.2 74.0 3.0 －

122100043 大谷堰 おおやつせき 千葉県 茂原市 長谷26 長谷自治会 茂原市 1.6 52.0 4.0 －

122100044 後入堰 ごにゅうせき 千葉県 茂原市 長谷63-2 長谷自治会 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.0 3.0 6.0 ○ 令和2年1月30日

122100045 東谷堰 ひがしやつせき 千葉県 茂原市 箕輪699 箕輪水利組合 茂原市 4.5 53.0 3.0 － ○

122100046 三郎坊堰 さぶろうぼうせき 千葉県 茂原市 箕輪418ほか 箕輪水利組合 茂原市 2.0 50.0 1.0 －

122100047 八ッ堰 やつせき 千葉県 茂原市 早野字水神谷1887 早野水利組合 茂原市 2.2 98.0 8.0 － ○

122100048 折堰 おりせき 千葉県 茂原市 早野941 早野水利組合 茂原市 1.7 75.0 2.0 － ○ ○

122100049 二重堤堰２ ふたえつつみせき２ 千葉県 茂原市 上永吉1299 下永吉耕作組合 茂原市 4.4 150.0 40.0 － ○ ○

122100050 藤木堰 ふじきせき 千葉県 茂原市 早野803ほか 早野水利組合 茂原市 5.0 150.0 40.0 － ○ ○

122100051 新堀堰 にいぼりせき 千葉県 茂原市 上永吉174-3 関谷・新堀水利組合 茂原市 4.8 42.0 8.0 －

122100052 泥もう堰 どろもうせき 千葉県 茂原市 下永吉 下永吉連合自治会 茂原市 1.6 69.0 1.0 －

122100053 駒ヶ瀬堰 こまがせせき 千葉県 茂原市 綱島310ほか 綱島水利組合 茂原市 2.3 127.0 10.0 － ○

122100054 広作堰 ひろさくせき 千葉県 茂原市 石神26-2 石神土地改良施設維持管理組合 茂原市 5.0 68.0 22.0 －

122100055 関谷堰 せきやつせき 千葉県 茂原市 上永吉29 関谷・新堀水利組合 茂原市 1.7 70.0 2.0 －

122100056 船木堰 ふなきせき 千葉県 茂原市 上永吉430 福作谷揚水組合 茂原市 2.4 43.0 1.0 －

122100057 八幡湖 はちまんこ 千葉県 茂原市 上永吉1049 八幡湖水利組合 茂原市 5.6 165.0 110.0 － ○ ○

122100058 野牛堰 やぎゅうせき 千葉県 茂原市 野牛353 野牛揚水組合 茂原市 1.7 126.0 5.0 －

122100059 岩切谷堰 いわきりやつせき 千葉県 茂原市 立木55 岩切谷水利組合 茂原市 2.2 47.0 2.0 －

122100060 井之内堰 いのうちせき 千葉県 茂原市 三ヶ谷751 三ヶ谷奈良作揚水組合 茂原市 1.8 112.0 4.0 －

122100061 猿田堰 さるたせき 千葉県 茂原市 三ケ谷556ほか 猿田堰引水組合 茂原市 2.3 65.0 6.0 － ○ ○

122100062 上堰 かみせき 千葉県 茂原市 立木945-1 立木引水組合 茂原市 3.1 87.0 14.0 － ○ ○

122100063 台田堰 だいたせき 千葉県 茂原市 台田540-1 台田水利組合 茂原市 2.2 50.0 2.0 －

122100064 右衛門郭堰 うえもんぐるわぜき 千葉県 茂原市 本納504 滝の谷第二実行組合 茂原市 1.3 31.0 2.1 －

122100065 源田堰 げんだぜき 千葉県 茂原市 三ｹ谷443 源田堰引水組合 茂原市 2.0 40.0 0.3 －

122100066 関根堰 せきねぜき 千葉県 茂原市 国府関663 殿谷水利組合 茂原市 1.5 58.0 2.0 －

122100067 西ヶ谷堰 にしがやつせき 千葉県 茂原市 真名919 真名土地改良施設維持管理組合 茂原市 1.6 34.0 1.0 －

122100068 大木堰 おおきぜき 千葉県 茂原市 綱島1075 綱島水利組合 茂原市 1.5 46.0 0.2 －
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122100069 次郎次堰(大沢堰) おおさわせき 千葉県 茂原市 大沢350 大沢自治会 茂原市 4.0 58.0 4.0 －

122100071 二重堤堰１ ふたえつつみせき１ 千葉県 茂原市 上永吉字二重堤1293-1 下永吉耕作組合 茂原市 3.6 57.0 17.0 － ○ ○

122100072 巡田堰 めぐりたせき 千葉県 茂原市 本納字廻田2684 廻田実行組合 茂原市・共有地 1.6 86.0 3.3 － ○

122100074 高久堰 たかひさせき 千葉県 茂原市 緑ケ丘４丁目 自治会 不明 5.8 84.0 32.0 － 廃止予定

122100078 亥の谷堰 千葉県 茂原市 柴名 自治会 不明 1.9 16.0 0.8 － 廃止予定

122100079 巡田堰 めぐりたせき 千葉県 茂原市 本納2684 巡田実行組合 国 1.6 79.5 3.3 －

122110001 坂田ヶ池 さかたがいけ 千葉県 成田市 大竹1450 NPO法人成田坂田ヶ池の友 成田市 3.1 72.0 54.0 － ○ ○

122110002 小坂池 こさかいけ 千葉県 成田市 上福田218 成田市 成田市 3.7 40.0 11.0 －

122110003 浅間池 せんげんいけ 千葉県 成田市 松崎1994-1 松崎区 成田市 3.9 72.0 11.0 －

122110004 弁天池 べんてんいけ 千葉県 成田市 八代607-1 八代区 成田市 2.1 72.0 2.0 －

122110005 なごじ池 なごじいけ 千葉県 成田市 大室991 不明 大室区 3.6 40.0 4.0 ○ 令和2年02月21日

122110006 高岡 たかおか 千葉県 成田市 高岡1702-1 下総土地改良区 成田市 2.3 633.0 109.0 － ○

122110007 大和田 おおわだ 千葉県 成田市 大和田404-1 大和田区 成田市 1.8 427.0 0.0 －

122110008 三ツ矢 みつや 千葉県 成田市 名古屋 成田市 成田市 2.3 54.0 1.0 －

122110009 折紙 おりがみ 千葉県 成田市 名古屋 名古屋区 成田市 3.5 48.0 6.0 －

122110010 多良貝 たらがい 千葉県 成田市 一鍬田 グリーンウォーターパーク管理組合 成田市 3.5 54.0 7.0 －

122130001 雄蛇ヶ池 おじゃがいけ 千葉県 東金市
山口大豆谷堀上田中台方川
場福俵東金押堀入会地118

雄蛇ヶ池九区組合 東金市 5.9 287.0 656.0 － ○ ○

122130002 丑ヶ池 うしがいけ 千葉県 東金市 家之子2044 東金市 東金市 6.8 91.0 158.0 － ○ ○

122130003 南池 みなみいけ 千葉県 東金市 家之子289 東金市 東金市 2.2 73.4 6.5 － ○ ○

122130004 四反目池 しためいけ 千葉県 東金市 小野1019 東金市 東金市 3.7 96.5 7.2 －

122130005 久我池 くがいけ 千葉県 東金市 松之郷2013-1 東金市 東金市 2.1 103.0 5.0 － ○ ○

122130006 岩川池 いわかわいけ 千葉県 東金市 松之郷2377 東金市 東金市 4.5 60.0 2.1 － ○ ○

122150001 泉源沼 せんげんぬま 千葉県 旭市 東足洗字北ノ場2899-2 千葉県大利根土地改良区 旭市 2.5 541.0 32.0 －

122150002 川口沼 かわぐちぬま 千葉県 旭市 川口字及内3949 千葉県大利根土地改良区 千葉県大利根土地改良区 1.6 1197.0 18.0 － 堀込式

122150003 袋溜池 ふくろためいけ 千葉県 旭市 鎌数4013 千葉県干潟土地改良区 旭市 1.2 2345.0 172.0 －

122150004 慶長沼 けいちょうぬま 千葉県 旭市 イ字慶長19 千葉県大利根土地改良区 旭市 1.1 543.0 25.0 －

122150005 飯塚溜池 いいづかためいけ 千葉県 旭市 秋田字丸山下1783-1 旭市 旭市 2.7 115.0 8.0 －
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122150006 岩井溜池 いわいためいけ 千葉県 旭市 清滝字滝ノ下165 清滝ため池管理会 旭市 5.5 113.0 23.0 － ○ ○

122150007 白木・行内の池
しらき・ぎょううちの
いけ

千葉県 旭市 八木字白木行内2177 旭市 旭市 1.8 45.0 2.0 －

122150008 上池 うわいけ 千葉県 旭市 三川字池内629 旭市 旭市 4.7 55.0 13.0 － ○ ○

122150009 中の池 なかのいけ 千葉県 旭市 上永井字宵松732 上永井区 旭市 1.2 32.0 1.0 －

122150010 沢松池 さわまついけ 千葉県 旭市 上永井字堀切1254 上永井区 ( 任意組合 又は 個人 ) 2.8 30.0 2.0 － 堀込式

122150011 亀城溜池 かめじろためいけ 千葉県 旭市 萬力字亀城3565 旭市 旭市 3.5 300.0 40.0 － ○ ○

122150012 長熊溜池 ながくまためいけ 千葉県 旭市 萬力字長熊3566-1 旭市 旭市 2.0 35.0 43.0 － ○ ○

122150013 太田溜池 おおたためいけ 千葉県 旭市 入野字太田2170-8 千葉県干潟土地改良区 旭市 2.0 105.0 16.0 - ○

122180001 名木第５ なぎだいご 千葉県 勝浦市 上植野字高取1029 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.9 21.0 1.7 ○ 令和2年01月30日 ○

122180002 名木第７ なぎだいなな 千葉県 勝浦市 名木字千代田215 名木第7組合 国 5.5 23.0 1.7 － ○

122180003 名木第６ なぎだいろく 千葉県 勝浦市 名木字笹ノ雪217 ( 任意組合 又は 個人 ) 国 2.0 19.0 1.0 －

122180004 名木第８ なぎだいはち 千葉県 勝浦市 上植野字北山156-2 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 5.6 22.0 3.0 ○ 令和2年01月30日 ○

122180005 与惣部田 よそべた 千葉県 勝浦市 上植野字福沢805 与惣部田平山水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 6.0 47.0 9.5 ○ 令和2年01月30日 ○

122180006 台宿第１ だいじゅくだいいち 千葉県 勝浦市 台宿字関213 台宿水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.4 37.0 4.7 ○ 令和2年01月30日 ○

122180007 台宿第２ だいじゅくだいに 千葉県 勝浦市 上植野字上小倉719-1 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 5.2 37.0 5.0 ○ 令和2年02月14日

122180008 台宿第３ だいじゅくだいさん 千葉県 勝浦市 上植野716 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 2.5 19.0 1.0 ○ 令和2年02月14日

122180009 南原 みなみはら 千葉県 勝浦市 上植野字南原414 原揚水組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 2.9 29.0 1.1 ○ 令和2年01月30日 ○

122180010 合戦場 かっせんじょう 千葉県 勝浦市 上植野字合戦場408-2-1 原揚水組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 6.1 21.0 1.5 ○ 令和2年01月30日 ○

122180011 原第２ はらだいに 千葉県 勝浦市 上植野字合戦場409 原揚水組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 4.3 28.0 1.1 ○ 令和2年01月30日 ○

122180012 寺 てら 千葉県 勝浦市 法花字滑沢208 不明 (宗)龍蔵寺 4.5 22.0 1.6 ○ 令和2年01月30日 ○

122180013 小羽戸第２ こばどだいに 千葉県 勝浦市 小羽戸字上細田183-1 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.8 24.0 2.3 ○ 令和2年01月30日 ○

122180014 高橋第１ たかはしだいいち 千葉県 勝浦市 小羽戸字高橋49 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 3.8 24.0 1.0 ○ 令和2年02月14日

122180015 根岸 ねぎし 千葉県 勝浦市 新戸字根岸36-2 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 7.9 31.0 7.1 ○ 令和2年01月30日 ○

122180016 小井戸上 こいどかみ 千葉県 勝浦市 白木字上南谷174 白木耕地組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 7.8 53.0 11.5 ○ 令和2年01月30日 ○

122180017 小井戸下 こいどしも 千葉県 勝浦市 白木字上南谷138 白木耕地組合 国 4.2 46.0 2.5 － ○

122180018 熊野 くまの 千葉県 勝浦市 大楠字夕木谷620ほか 大楠耕地整理組合 千葉県 8.9 50.0 50.0 －

122180019 后の上第１ ごのうえだいいち 千葉県 勝浦市 大楠字後ノ上742 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 3.8 31.0 2.0 ○ 令和2年02月14日
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122180020 金平 かねひら 千葉県 勝浦市 大楠字沢口2055 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 5.1 63.0 11.0 ○ 令和2年02月14日

122180021 上の堰上 うえのせきかみ 千葉県 勝浦市 小松野字別当代310付近 ( 任意組合 又は 個人 ) 国 5.0 27.0 4.0 －

122180022 上の堰下 うえのせきしも 千葉県 勝浦市 小松野字別当代310付近 ( 任意組合 又は 個人 ) 国 6.0 27.0 16.0 ○ 令和2年02月14日

122180023 猿田上 さるたかみ 千葉県 勝浦市 松野字猿田谷867の西 松野区 国 5.9 39.0 2.3 － ○

122180024 猿田下 さるたしも 千葉県 勝浦市 松野字猿田谷848の南 松野区 国 7.2 30.0 3.8 － ○

122180025 松野大谷上 まつのおおやつかみ 千葉県 勝浦市 松野字大谷827 松野区 国 3.4 22.0 2.0 － ○ ○

122180026 松野大谷下 まつのおおやつしも 千葉県 勝浦市 松野字大谷832 松野区 国 11.0 57.0 58.0 － ○ ○

122180027 井堤堰上 いづみせきかみ 千葉県 勝浦市 杉戸字井堤567 杉戸水利組合 国 2.4 68.0 13.0 － ○ ○

122180028 井堤堰下 いづみせきしも 千葉県 勝浦市 杉戸字源太畑579-4 杉戸水利組合 杉戸土地改良区 10.0 54.0 108.0 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

122180029 坂鼻下 さかはなしも 千葉県 勝浦市 中倉字坂鼻494 中倉揚水組合 国 3.5 21.0 2.1 － ○

122180030 居合 いあい 千葉県 勝浦市 野川字居合2-1ほか 市野川営農組合 千葉県 12.3 16.0 11.0 －

122180031 峰ノ腰 みねのごし 千葉県 勝浦市 中倉字峯之腰445 中倉揚水組合 国 4.0 19.0 2.5 － ○

122180032 坂鼻上 さかはなかみ 千葉県 勝浦市 中倉字坂鼻491 中倉揚水組合 国 1.7 44.0 1.7 － ○

122180034 植野第１ うえのだいいち 千葉県 勝浦市 上植野1394-1 原揚水組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.2 33.0 1.4 ○ 令和2年02月14日

122180035 北の台 きたのだい 千葉県 勝浦市 宿戸字原600 宿戸第2耕地組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 2.4 42.0 12.0 ○ 令和2年01月30日 令和3年03月30日 ○ ○

122180036 古新田 こんた 千葉県 勝浦市 大森字古新田中ノ畑1337 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.2 17.8 2.6 ○ 令和2年01月30日 ○

122180037 古新田大石畑 こんたおおいしはた 千葉県 勝浦市 上植野字亀渕1208 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.2 22.4 1.4 ○ 令和2年02月14日

122180039 名木第４ なぎだいよん 千葉県 勝浦市 上植野字上渕874-3 不明 千葉県 3.9 20.7 1.8 －

122180041 沓掛 くつかけ 千葉県 勝浦市 上植野字高取1025 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.4 26.5 1.6 ○ 令和2年02月14日

122180042 湯林坊 ゆりんぼう 千葉県 勝浦市 中里字湯林坊３８７ 中里耕地整理組合 国 3.6 26.7 8.0 － ○

122180043 勝寄 かつよせ 千葉県 勝浦市 中里字湯勝寄３７７ 中里耕地整理組合 国 4.2 18.2 1.8 － ○

122180047 植野第２ うえのだいに 千葉県 勝浦市 植野字陣場435 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 2.4 24.8 1.1 ○ 令和2年02月14日

122180049 荒川 あらかわ 千葉県 勝浦市 荒川字諏訪谷27、28 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.8 26.4 5.3 ○ 令和2年02月14日

122180050 亀割 かめわり 千葉県 勝浦市 植野字大山987 不明 不明 4.8 13.3 4.4 ○ 令和2年02月14日

122180051 小羽戸第５ こばとだいご 千葉県 勝浦市 南山田字海老ノ山３２２ 小羽戸５水利組合 国 1.3 48.4 0.5 － ○

122180053 守谷 もりや 千葉県 勝浦市 守谷字中沼1347 不明 本壽寺 9.8 33.6 9.4 ○ 令和2年01月30日 ○

122180054 大森 おおもり 千葉県 勝浦市 大森字牛込413 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.6 38.6 1.6 ○ 令和2年02月14日
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122180056 上後安 かみごやす 千葉県 勝浦市 法花字中沼田堀342-2 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 4.8 23.6 2.1 ○ 令和2年02月14日

122180057 小羽戸第１ こばどだいいち 千葉県 勝浦市 小羽戸字南田ノ須256 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 4.2 18.9 1.9 ○ 令和2年02月14日

122180058 小羽戸第３ こばどだいさん 千葉県 勝浦市 小羽戸字上細田188 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 2.2 17.4 1.0 ○ 令和2年01月30日 ○

122180059 小羽戸第４ こばどだいよん 千葉県 勝浦市 小羽戸字高橋47-2 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 4.9 21.8 2.3 －

122180060 高橋第２ たかはしだいに 千葉県 勝浦市 小羽戸字高橋45 ( 任意組合 又は 個人 ) 黒崎内燃機工業(株) 4.8 18.8 2.3 ○ 令和2年02月14日

122180061 中山 なかやま 千葉県 勝浦市 宿戸字中山695-3 宿戸第2耕地組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 4.6 32.2 3.6 ○ 令和2年01月30日 ○

122180062 后の上第２ ごのうえだいに 千葉県 勝浦市 大楠後ノ上707 ( 任意組合 又は 個人 ) 不明 2.4 18.9 1.1 ○ 令和2年02月14日

122180064 東薮田 ひがしやぶた 千葉県 勝浦市 芳賀字東藪田520 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 4.6 25.2 2.0 ○ 令和2年02月14日

122180065 東赤坂 ひがしあかさか 千葉県 勝浦市 芳賀字東赤坂539 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 4.2 18.3 2.0 ○ 令和2年02月14日

122180066 高橋 たかはし 千葉県 勝浦市 貝掛字高橋260-2 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 2.6 19.8 1.1 ○ 令和2年02月14日

122180067 堂野 どうの 千葉県 勝浦市 勝浦市杉戸字馬三郎1678-1 不明 国 4.6 26.6 2.1 －

122180069 東新戸川 ひがししんどがわ 千葉県 勝浦市 芳賀字東新戸川620 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 4.7 27.8 2.2 ○ 令和2年02月14日

122180070 細田 ほそだ 千葉県 勝浦市 芳賀字細田563 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.8 21.2 1.8 ○ 令和2年02月14日

122180072 大原 おおはら 千葉県 勝浦市 芳賀字九ツ沢大原825 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.4 17.0 1.5 ○ 令和2年02月14日

122180073 九ツ沢中長田
ここのつざわなかなが
た

千葉県 勝浦市 芳賀字九ツ沢中長ノ田747 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.4 20.8 1.5 ○ 令和2年02月14日

122180074 九ツ沢内ノ田 ここのつざわうちのた 千葉県 勝浦市
白井久保字九ツ沢内ノ田
458

不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.3 22.0 1.2 ○ 令和2年02月14日

122180076 名木第２ なぎだいに 千葉県 勝浦市 上植野字星谷1015 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.1 29.3 2.7 ○ 令和2年01月30日 ○

122180077 植野第３ うえのだいさん 千葉県 勝浦市 植野元宮田字古宿谷23-1 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.6 24.3 1.7 ○ 令和2年01月30日 ○

122180078 曲谷 まがりやつ 千葉県 勝浦市 植野字水神面1441-2 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 4.2 24.9 1.9 ○ 令和2年01月30日 ○

122180079 串浜 くしはま 千葉県 勝浦市 串浜字谷山291 不明 宗教法人栄泉寺 4.9 48.2 9.0 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

122180080 柳沢 やなぎさわ 千葉県 勝浦市 植野字柳沢511 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 4.2 29.8 1.9 ○ 令和2年01月30日 ○

122180081 本谷 ほんやつ 千葉県 勝浦市 貝掛字本谷1-1 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 4.6 23.3 2.2 ○ 令和2年02月14日

122180083 白木沢第１ しらきさわだいいち 千葉県 勝浦市 大楠字白木沢1045 大楠第2土地改良組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 4.8 33.0 4.3 ○ 令和2年02月14日

122180084 白木沢第２ しらきさわだいに 千葉県 勝浦市 大楠字白木沢1051 ( 任意組合 又は 個人 ) 不明 3.6 37.7 3.2 ○ 令和2年02月14日

122180085 立沢堰 たつさわせき 千葉県 勝浦市 蟹田字立沢127 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 4.0 26.9 3.1 ○ 令和2年02月14日

122180092 折敷谷 おりしきやつ 千葉県 勝浦市 市野郷字折敷谷116 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 8.2 26.5 10.0 ○ 令和2年07月30日

122190001 山木カッパ池 やまきかっぱいけ 千葉県 市原市 山木字堰の谷79 市原市 市原市 3.4 116.0 21.2 － ○ ○
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122190002 越タイ池 こしたいいけ 千葉県 市原市 勝間字越タイ685 勝間水利組合 市原市 3.0 46.0 6.0 －

122190003 桑山堰 くわやませき 千葉県 市原市 勝間字東桑山66 勝間水利組合 市原市 3.5 73.0 11.0 －

122190004 潤井戸堰 うるいどせき 千葉県 市原市 潤井戸字山王下1851-1 市原市潤井戸土地改良区 市原市 2.2 95.0 11.7 － ○ ○

122190005 大作池 おおさくいけ 千葉県 市原市 大作1023 大作水利組合 市原市 6.9 48.0 20.0 －

122190006 滝の谷堰 たきのたにせき 千葉県 市原市 滝口字滝口210 滝口水利組合 滝口村中持 4.1 35.0 6.0 －

122190007 倉沢堰 くらさわせき 千葉県 市原市 滝口字大佐久474 滝口水利組合 滝口村中持 5.1 80.0 6.0 －

122190008 相模谷堰 さがみやつせき 千葉県 市原市 金剛地字相模谷台1335 相模谷水利組合 市原市 3.6 46.0 9.0 －

122190009 下砂田堰 したすなだせき 千葉県 市原市 金剛地字下砂田1690 金剛地水利組合 市原市 4.2 52.0 13.0 －

122190010 新堰 にいぜき 千葉県 市原市 能満字上新下開2025 能満水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.0 70.0 6.0 －

122190011 郡本堰 こおりもとせき 千葉県 市原市 郡本４丁目153 市原市市原南部土地改良区 市原市 1.9 45.0 5.5 － ○ ○

122190012 山田橋ダム やまだばしだむ 千葉県 市原市 東国分寺台４丁目8-3 市原市市原南部土地改良区 千葉県 10.0 75.0 149.0 －

122190013 大堰 おおぜき 千葉県 市原市 郡本１丁目200-1 市原市市原南部土地改良区 千葉県 2.8 128.0 44.1 － ○ ○

122190014 辺田池 へたいけ 千葉県 市原市 総社３丁目8-1 市原市五井連合土地改良区 戸隠神社 2.0 45.0 1.0 ○ 令和2年03月18日

122190015 雷電池 らいでんいけ 千葉県 市原市 惣社5丁目8-2 市原市五井連合土地改良区 市原市 4.8 122.0 38.6 － ○ ○

122190016 宮原池 みやはらいけ 千葉県 市原市 宮原字泉谷722-2 宮原水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 4.1 46.0 7.0 ○ 令和2年03月27日

122190017 浅井小向池 あさいこむかいいけ 千葉県 市原市 浅井小向字狭間513 市原市海上土地改良区 市原市 2.3 64.0 6.0 －

122190018 新生堰下 あらおいせきした 千葉県 市原市 新生字鰻谷溜池3 市原市海上土地改良区 市原市 5.2 87.0 36.0 －

122190019 新生堰上 あらおいせきうえ 千葉県 市原市 新生字鰻谷溜池2 市原市海上土地改良区 市原市 5.8 88.0 44.0 －

122190020 水上堰 みなかみせき 千葉県 市原市 武士298 市原市市西土地改良区 市原市 4.6 35.0 11.0 －

122190021 龍谷堰 たきのやつせき 千葉県 市原市 大桶字滝ノ谷54 市原市大桶土地改良区 市原市 6.3 67.0 36.4 － ○ ○

122190022 新巻堰 あらまきせき 千葉県 市原市 新巻字水神642 市原市大桶土地改良区 市原市 3.7 58.0 9.0 －

122190023 石塚堰 いじづかせき 千葉県 市原市 中高根字恵方1324 市原市中高根土地改良区 ( 任意組合 又は 個人 ) 7.0 102.0 52.9 ○ 令和2年01月31日 令和2年01月06日 ○ ○

122190024 柳作下堰 やなぎさくしもぜき 千葉県 市原市 上高根字堰谷1348-1 戸田中央土地改良区 市原市 5.3 77.2 44.8 － ○ ○

122190025 柳作上堰 やなぎさくかみぜき 千葉県 市原市 上高根字堰谷1358 戸田中央土地改良区 不明 7.1 83.0 8.3 ○ 令和2年01月28日 令和2年01月06日 ○ ○

122190026 獺堰 かわうそせき 千葉県 市原市 佐是1206 市原市佐是土地改良区 市原市 3.0 428.0 9.0 －

122190027 奉免堰 ほうめんせき 千葉県 市原市 奉免字七曲747 奉免水利組合 市原市 7.7 189.0 72.8 － ○ ○

122190028 羽賀堰 はがせき 千葉県 市原市 米沢字羽賀谷506 市原市米沢安久谷土地改良区 市原市 5.5 98.0 10.0 －
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122190029 大堰 おおぜき 千葉県 市原市 米沢字東谷66 市原市米沢安久谷土地改良区 区中持 5.2 130.0 20.3 ○ 令和2年01月31日 令和2年01月06日 ○ ○

122190030 滝の谷堰 たきのたにせき 千葉県 市原市 米沢字滝の谷144-1 滝の谷水利組合 市原市 5.4 43.0 5.0 －

122190031 室戸堰 むろとせき 千葉県 市原市 石川字室戸52 石川水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 7.0 50.0 25.0 ○ 令和2年03月27日

122190032 黄金堰 こがねせき 千葉県 市原市 原田字堰上63 原田揚水組合 市原市 6.6 48.0 23.0 －

122190033 浅米堰 あさごめせき 千葉県 市原市 島田字浅込404 島田揚水組合 市原市 3.5 28.0 1.0 －

122190034 大木谷堰 おおきやつせき 千葉県 市原市 宿字堰の谷636 宿町会 市原市 3.2 67.0 8.0 －

122190035 堰田堰 せきだせき 千葉県 市原市 島田字関田谷178 島田揚水組合 市原市 3.5 28.5 1.6 － ○

122190036 小関谷堰 こせきやつせき 千葉県 市原市 堀越387 堀越水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 2.9 35.0 2.0 ○ 令和2年03月26日

122190037 小堰 こせき 千葉県 市原市 堀越字源蔵谷409 市場水利組合 市原市 1.4 38.0 0.0 －

122190038 志大保堰 しだいほせき 千葉県 市原市 下矢田字日ノ宮谷1281 市原市鶴舞土地改良区 村中持 7.5 65.0 33.0 ○ 令和2年01月28日 令和2年01月06日 ○ ○

122190039 神門堰 しんもんせき 千葉県 市原市 皆吉字神門269 市原市皆吉土地改良区 ( 任意組合 又は 個人 ) 4.8 240.0 13.0 ○ 令和2年03月19日

122190040 中之谷堰 なかのやつせき 千葉県 市原市 藪字中之谷192 市原市藪岩土地改良区 村中持 4.5 56.0 2.5 ○ 令和2年01月29日 令和2年01月06日 ○ ○

122190041 原田堰 はらだせき 千葉県 市原市 藪字堰の谷836 藪区原田揚水組合 市原市 4.6 70.0 30.9 － ○ ○

122190042 かぐら池上堰 かぐらいけうえせき 千葉県 市原市 池和田字堰下168-1 不明 池和田区中持 2.4 45.0 1.0 －

122190043 かぐら池中堰 かぐらいけなかぜき 千葉県 市原市 池和田字堰下168-2 不明 池和田区中持 2.8 21.0 3.0 －

122190044 かぐら池下堰 かぐらいけしたせき 千葉県 市原市 池和田字堰下168-3 不明 池和田区中持 7.1 20.0 15.0 －

122190045 反町堰 そりまちせき 千葉県 市原市 田尾字反町堰の上1398-1 久保代水利組合 市原市 6.4 96.0 46.0 －

122190046 桂沢堰 かつらさわせき 千葉県 市原市 下田尾字桂沢361-1 下田尾水利組合 市原市 4.4 56.0 10.0 －

122190047 堰谷の堰 せきたにのせき 千葉県 市原市 田尾字堰谷101 上田尾町会 市原市 3.5 33.0 2.4 － ○ ○

122190048 山小川堰 やまこがわせき 千葉県 市原市 山小川字野代832 山小川耕地水利組合 市原市 7.4 70.0 18.0 －

122190049 切昆布堰 きりこんぶせき 千葉県 市原市 新井字澤田611 新井町会 国 1.0 39.0 1.0 －

122190050 宿滝堰 しゅくたきせき 千葉県 市原市 平蔵字関谷1983-1 溜池利用組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 2.9 43.0 1.0 ○ 令和2年01月31日 ○

122190051 灰貫沢堰 はいぬきざわせき 千葉県 市原市 平蔵字灰貫沢986 堰下水利組合 国 2.4 46.0 0.0 －

122190052 雷堰 いかづちせき 千葉県 市原市 久保1422-1 市原市加茂土地改良区 市原市 11.7 63.5 66.0 － ○ ○

122190053 部田前堰 へたまえせき 千葉県 市原市 久保字弁天谷608-1 市原市加茂土地改良区 市原市 3.9 58.0 9.0 －

122190054 小堰山田堰 こせきやまだせき 千葉県 市原市 久保字小堀山田922-1 市原市加茂土地改良区 市原市 5.3 45.0 7.0 －

122190055 駒込沼 こまごめぬま 千葉県 市原市 駒込466 市原市山口駒込土地改良区 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.0 234.0 9.0 ○ 令和2年03月12日
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122190056 大関堰 おおぜきせき 千葉県 市原市 山口762 市原市山口駒込土地改良区 ( 任意組合 又は 個人 ) 8.6 47.0 34.0 ○ 令和2年03月12日

122190057 中島池 なかじまいけ 千葉県 市原市 久保中島溜池2-1 市原市加茂土地改良区 市原市 3.3 64.0 11.0 －

122190058 新谷の池 しんたにのいけ 千葉県 市原市 不入字堰下641外 市原市加茂土地改良区 村中持 9.5 83.0 21.4 ○ 令和2年01月29日 令和2年01月06日 ○ ○

122190059 大和田堰 おおわだせき 千葉県 市原市 大和田字堰谷440 市原市加茂土地改良区 市原市 9.2 62.0 38.8 － ○ ○

122190060 田代堰 たしろせき 千葉県 市原市 大和田字田代681 市原市加茂土地改良区 市原市 4.3 37.0 1.0 －

122190061 原小谷堰 はらごやつせき 千葉県 市原市 養老字種田谷72 市原市加茂土地改良区 市原市 4.0 48.0 5.0 －

122190062 小谷田堰 こやだせき 千葉県 市原市 小谷田字脇坊793 小谷田堰下揚水組合 市原市 5.0 38.0 6.0 －

122190063
梨木堀堰（正ノ田
堰）

なしきぼりぜき 千葉県 市原市 古敷谷951-1 古敷谷水利組合 富山村古敷谷耕地整理組合 10.3 100.0 65.0 ○ 令和2年01月31日 令和2年01月06日 ○ ○

122190064 新堰（飯給堰）
にいぜき（いたぶせ
き）

千葉県 市原市 飯給字鶴舞508 飯給町会 市原市 4.4 24.0 5.0 －

122190065 秋殿堰 あきどのせき 千葉県 市原市 徳氏字上秋殿473 徳氏田秋殿原水利組合 市原市 3.0 41.0 3.0 －

122190066 姥ヶ谷池 うばがやいけ 千葉県 市原市 徳氏字田堀384 徳氏田堀水利組合 市原市 3.9 37.0 2.0 －

122190067 釜谷堰 かまやつせき 千葉県 市原市 田渕字釜の谷1611 市原市加茂土地改良区 市原市加茂土地改良区 6.4 100.0 17.0 ○ 令和2年03月05日

122190068 中沢堰 なかざわせき 千葉県 市原市 折津 折津水利組合 不明 0.9 45.0 0.0 －

122190069 内越堰 うちこしせき 千葉県 市原市 朝生原字内越263 大畑台水利組合 国 5.9 43.0 7.0 －

122190070 山田池 やまだいけ 千葉県 市原市 朝生原371 朝生原水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 10.5 56.0 51.5 ○ 令和2年01月31日 令和2年01月06日 ○ ○

122190071 黒川沼 くろかわぬま 千葉県 市原市 朝生原 黒川水利組合 市原市 2.9 300.0 1.0 －

122190072 葎堰（上堰） りつせき（かみぜき） 千葉県 市原市 姉崎字葎堰2693外 市原市 市原市 2.7 90.0 20.0 －

122190073 葎堰（下堰） りつせき（したせき） 千葉県 市原市 姉崎字葎堰2693外 市原市 市原市 3.9 175.0 20.0 －

122190074 新堰 しんぜき 千葉県 市原市 畑木188 畑木水利組合 旧畑木村中持 2.5 63.0 6.0 ○ 令和2年03月27日

122190075 本堰 ほんせき 千葉県 市原市 畑木378 畑木水利組合 村中持 3.1 40.0 3.0 ○ 令和2年03月27日

122190076 中郷堰(上堰)
なかごうせき(うえぜ
き)

千葉県 市原市 海保字堰上1640－1 市原市海原土地改良区 中谷町会 2.4 72.0 5.0 －

122190077 中郷堰(下堰)
なかごうせき(したせ
き)

千葉県 市原市 海保字堰上1641－4 市原市海原土地改良区 中谷町会 4.0 90.0 14.0 －

122190078 新堰 しんぜき 千葉県 市原市 海保字杭山1519－1 市原市海原土地改良区 中谷町会 5.6 63.0 26.0 －

122190079 下柳沢堰 しもやなぎさわせき 千葉県 市原市 今富字下柳沢800 今富町会 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.9 80.0 10.3 ○ 令和2年01月31日 令和2年01月06日 ○ ○

122190080 中台堰 なかだいせき 千葉県 市原市 椎津中台1378 市原市 市原市 3.9 64.0 15.0 －

122190081 唐上堰 からかみぜき 千葉県 市原市 姉崎椎津字唐上2092 椎津新田堰守組合 市原市 3.3 66.0 55.0 －

122190082 本郷堰 ほんごうせき 千葉県 市原市 片又木字町田123 片又木本郷水利組合 市原市 3.8 78.0 8.0 －
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122190083 伊沢堰 いざわせき 千葉県 市原市 片又木430 ビャクダ水利組合 市原市 4.0 78.0 16.0 －

122190084 小池田堰 こいけだせき 千葉県 市原市 栢橋 江郷田水利組合 市原市 1.0 5.0 0.0 －

122190085 山田谷堰（下堰）
やまだやつぜき(した
のせき）

千葉県 市原市 養老522 寺下揚水組合 市原市 3.8 40.0 3.3 －

122190086 弁天池 べんてんいけ 千葉県 市原市 大厩 市原市 市原市 4.3 59.0 11.6 －

122190087 草刈堰 くさかりぜき 千葉県 市原市 草刈962-1 市原市 市原市 1.2 50.0 2.5 －

122190088 五郎津堰 ごろうづせき 千葉県 市原市 戸面2-1 夕木揚水組合 千葉県 19.0 85.0 15.6 －

122190089 岩谷津堰 いわやつせき 千葉県 市原市 下矢田835 市原市鶴舞土地改良区 下矢田村中持 4.5 53.0 1.8 －

122190090 飯土堰 いいどせき 千葉県 市原市 平蔵42 飯土水利組合 市原市 3.0 23.4 0.8 －

122190091 西の谷新堰 にしのたのしんぜき 千葉県 市原市 不入斗602 西の谷水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 1.9 46.0 0.8 －

122190092 山田谷堰（上堰） やまだやつせき 千葉県 市原市 養老521 寺下揚水組合 市原市 3.3 29.0 0.4 －

122190093 関谷堰 せきやせき 千葉県 市原市 折津 折津水利組合 不明 3.0 30.0 1.6 －

122210001 弁天池 べんてんいけ 千葉県 八千代市 桑橋 桑納川沿岸土地改良区 村中持 1.4 28.0 1.0 －

122210002 弁天池 べんてんいけ 千葉県 八千代市 吉橋 桑納川沿岸土地改良区 八千代市 1.5 35.0 1.0 －

122230001 山王堰 さんのうせき 千葉県 鴨川市 和泉1203 東条土地改良区 国 9.9 83.0 20.0 － ○

122230002 花房堰 はなぶさせき 千葉県 鴨川市 花房19 花房揚水組合 国 1.8 125.0 12.0 － ○ ○

122230003 滑谷堰 ぬかりやせき 千葉県 鴨川市 滑谷473-1
加茂川沿岸土地改良区(滑谷水利組
合)

国 3.5 140.0 10.0 －

122230004 石塚堰 いしづかせき 千葉県 鴨川市 貝渚3349 石塚台 共有地 2.4 50.0 2.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122230005 堰場堰（上堰）
せきばせき（かみぜ
き）

千葉県 鴨川市 貝渚691 貝渚水利組合 国 3.0 10.0 3.0 － ○ ○

122230006 堰場堰（下堰）
せきばせき（したせ
き）

千葉県 鴨川市 貝渚734 貝渚水利組合 国 2.0 10.0 7.0 － ○ ○

122230007 鶴妻堰 つるつませき 千葉県 鴨川市 八色809 八色水利組合 国 1.2 53.0 14.0 － ○ ○

122230008 根方堰 ねかたせき 千葉県 鴨川市 来秀273 鴨川市来秀土地改良区 国 7.8 169.0 35.0 － ○

122230009 宮田堰 みやたせき 千葉県 鴨川市 来秀612 宮田水利組合 不明 5.5 69.0 20.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122230010 滝山堰 たきやませき 千葉県 鴨川市 太尾729 滝山耕地整理組合 滝山耕地整理組合 9.0 69.0 12.0 ○ 令和2年01月29日

122230011 太尾堰 ふとおせき 千葉県 鴨川市 太尾441 太尾ため池水利組合 国 2.3 40.0 6.0 －

122230012 山の神堰 やまのかみせき 千葉県 鴨川市 下小原931 鴨川市主基土地改良区 鴨川市主基土地改良区 9.2 133.0 34.0 ○ 令和2年01月29日

122230013 滝の堰（白滝堰）
たきのせき（しらたき
せき）

千葉県 鴨川市 上小原472 鴨川市主基土地改良区 不明 13.4 104.0 30.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122230014 南堰 みなみせき 千葉県 鴨川市 南小町1459 長狭中央土地改良区 不明 12.8 131.0 81.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○
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122230015 八丁堰 はっちょうせき 千葉県 鴨川市 宮山801-3 長狭中央土地改良区 ( 任意組合 又は 個人 ) 18.0 80.0 151.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122230016 横尾根方堰 よこおねかたせき 千葉県 鴨川市 横尾308 横尾土地改良区 国・個人 6.4 151.0 24.0 － ○ ○

122230017 大日堰 だいにちせき 千葉県 鴨川市 打墨748-2 打墨水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 6.1 220.0 35.0 ○ 令和2年01月28日 令和2年02月05日 ○ ○

122230018 一部堰 いちぶせき 千葉県 鴨川市 竹平1163 竹平水利組合 国 3.7 145.0 41.0 － ○

122230020 北小町堰 きたこまちせき 千葉県 鴨川市 北小町1512 鴨川市主基土地改良区北町工区 国 5.0 180.0 24.0 － ○ ○

122230021 京田峰堰 きょうでんみねせき 千葉県 鴨川市 京田558 田原西水利組合 国 8.2 153.0 85.0 － ○ ○

122230022 銘川堰 めいかわせき 千葉県 鴨川市 北小町2125-13 鴨川市主基土地改良区 国・個人 13.7 35.0 33.0 －

122230023 川谷堰 かわやつせき 千葉県 鴨川市 成川2539-2 鴨川市主基土地改良区川谷工区 ( 任意組合 又は 個人 ) 15.8 68.0 72.0 ○ 令和2年01月29日

122230024 山入堰 やまいりせき 千葉県 鴨川市 成川2558-3 鴨川市主基土地改良区山入工区 ( 任意組合 又は 個人 ) 20.9 72.0 45.0 ○ 令和2年01月29日

122230025 仙台堰 せんだいせき 千葉県 鴨川市 宮899 奈良水利組合(解散) 国 4.0 45.0 2.0 － ○ ○

122230026 彦次郎堰（仲代）
ひこじろうせき（なか
だい）

千葉県 鴨川市 宮860-3 仲代水利組合 国 8.7 99.0 15.0 － ○

122230027 井の貝戸堰 いのかいどせき 千葉県 鴨川市 代 代水利組合 国 13.7 46.0 12.0 － ○ ○

122230028 東谷堰 ひがしたにせき 千葉県 鴨川市 天面805 太夫崎吉浦水利組合 安房郡江見町太海土地改良区 9.2 43.0 10.0 ○ 令和2年01月29日 ○

122230029 栂沢堰 とがさわせき 千葉県 鴨川市 江見字青木507 青木耕地整理組合 安房郡江見町青木耕地整理組合 13.8 38.0 32.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122230030 山居堰（山谷堰）
さんきょせき（やまや
つせき）

千葉県 鴨川市 西山1216-2 西山耕地組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 15.4 40.0 14.0 ○ 令和2年01月29日 ○

122230031 野田堰 のだせき 千葉県 鴨川市 江見字東真門86 真門水利組合 不明 8.9 55.0 18.0 ○ 令和2年01月29日 ○

122230032 火打谷堰 ひうちやつせき 千葉県 鴨川市 江見字内遠野699 北区水利組合 安房郡江見町北区土地改良区 11.5 54.0 62.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122230033 堀の堰 ほりのせき 千葉県 鴨川市 東1373 畑上水利組合 鴨川市畑上土地改良区 14.3 61.0 83.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122230034 関谷堰 せきやつせき 千葉県 鴨川市 江見字西真門271 真門水利組合 不明 10.5 28.0 28.0 ○ 令和2年01月29日 ○

122230035 八色峯堰 やいろみねぜき 千葉県 鴨川市 八色1050 上八色水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 8.7 83.0 3.9 ○ 令和2年01月29日 ○

122230037 薩葉第一ダム さっぱだいいちだむ 千葉県 鴨川市 内浦3215 大久保水利組合、薩葉水利組合 国 8.0 34.0 3.0 －

122230038 薩葉第二ダム さっぱだいにだむ 千葉県 鴨川市 内浦3216 大久保水利組合、薩葉水利組合 国 8.0 30.0 7.0 －

122230039 新町ダム しんまちだむ 千葉県 鴨川市 天津 新町耕地整理組合 国 13.0 33.0 30.0 －

122230040 有ヶ谷２号ため池
ありがやつにごうため
いけ

千葉県 鴨川市 天津 新町耕地整理組合 国 6.0 11.0 4.0 －

122230041 坂本台ため池 さかもとだいためいけ 千葉県 鴨川市 四方木 坂本台水利組合 国 15.0 30.0 15.0 －

122230042 峯堰 みねぜき 千葉県 鴨川市 打墨804 東峯堰水利組合 安房郡西条村打墨区 5.8 78.0 2.0 ○ 令和2年01月29日 ○

122230043 長安寺堰 ちょうあんじぜき 千葉県 鴨川市 宮山1597-10 宮山共同施行組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 6.7 20.0 10.5 ○ 令和2年01月29日 ○
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122230044 有ヶ谷１号ため池
ありがやついちごうた
めいけ

千葉県 鴨川市 天津 新町耕地整理組合 官有地 5.0 10.0 4.0 －

122230046 間谷堰 まやつせき 千葉県 鴨川市 宮445 東部水利組合 不明 15.3 34.0 25.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122230047 牛ヶ池堰 うしがいけせき 千葉県 鴨川市 代 牛ヶ池水利組合 不明 10.0 25.5 6.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122230048 市井原堰 いちいはらせき 千葉県 鴨川市 畑 市井原水利組合 不明 5.4 30.5 8.0 ○ 令和2年01月29日

122230049 滝の和田溜池 たきのわだためいけ 千葉県 鴨川市 内浦 ( 任意組合 又は 個人 ) 不明 11.0 21.0 5.0 ○ 令和2年01月29日

122230050 小関溜池 こせきためいけ 千葉県 鴨川市 天津2994 新町土地改良区 不明 5.0 23.0 2.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122250001 観音堰 かんのんせき 千葉県 君津市 上湯江756 上湯江水利組合 君津市 1.8 71.0 3.0 － ○ ○

122250002 三保堰 みほせき 千葉県 君津市 貞元641 三保水利組合 君津市 2.3 77.0 4.0 － ○

122250003 中堰 なかぜき 千葉県 君津市 郡1330 郡水利組合 小糸川沿岸土地改良区 1.4 110.0 0.6 ○ 令和2年02月13日

122250004 滝の沢 たきのさわ 千葉県 君津市 山高原313 小山野水利組合 君津市 5.6 43.0 17.0 －

122250005 成願寺堰 じょうがんじせき 千葉県 君津市 中島1011-1 中島水利組合 君津市 2.2 90.0 18.0 － ○ ○

122250006 泉堰 いずみせき 千葉県 君津市 泉56３-14 泉水利組合 小糸川沿岸土地改良区 2.6 40.0 2.0 ○ 令和2年02月13日

122250007 大堰 おおぜき 千葉県 君津市 糠田291 糠田水利組合 小糸川沿岸土地改良区 3.3 97.0 12.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122250008 小堰 こせき 千葉県 君津市 糠田521 糠田水利組合 小糸川沿岸土地改良区 1.8 68.0 1.0 ○ 令和2年02月13日

122250009 仲田 なかだ 千葉県 君津市 東猪原204 東猪原(仲田)水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 2.3 61.0 1.0 ○ 令和2年02月13日

122250010 宿原１ しゅくはらいち 千葉県 君津市 宿原750-3 宿原水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 5.7 26.0 9.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122250011 宿原２ しゅくはらに 千葉県 君津市 宿原838から840 宿原水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 6.5 28.0 11.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122250012 宿原３ しゅくはらさん 千葉県 君津市 宿原62から66 宿原水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.1 23.0 3.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122250013 谷(谷の沢) たに(たにのさわ) 千葉県 君津市 旅名370-5 旅名水利組合 小糸川沿岸土地改良区 7.6 40.0 31.0 ○ 令和2年01月29日 ○

122250014 上堰 かみぜき 千葉県 君津市 戸崎1568 ( 任意組合 又は 個人 ) 君津市 3.3 45.0 0.5 －

122250015 千渕堰 せんふちせき 千葉県 君津市 戸崎1144 君津市小櫃川左岸土地改良区 君津市 5.3 55.0 14.0 － ○ ○

122250016 寺沢堰 てらさわせき 千葉県 君津市 寺沢363-1 寺沢水利組合 寺沢自治会 6.6 185.0 40.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122250017 長堰 ながぜき 千葉県 君津市 箕輪657 君津市小櫃南部土地改良区 君津市 3.4 150.0 1.4 － ○

122250018 新堰 しんぜき 千葉県 君津市 上新田362,363,364 上新田堰下水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 2.8 60.0 2.3 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122250019 大堰 おおぜき 千葉県 君津市 上新田371 上新田堰下水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.5 35.0 3.4 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122250020 中堰 なかぜき 千葉県 君津市 上新田383 上新田堰下水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 2.2 40.0 1.6 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122250021 大堰 おおぜき 千葉県 君津市 三田455 三田自治会 君津市 2.5 93.0 2.0 － ○
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122250022 神畑池 かみはたいけ 千葉県 君津市 長谷川2107 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 1.4 32.0 2.6 －

122250023 菩提(中) ぼだい(なか) 千葉県 君津市 富田297 向郷土地改良区 君津市 2.7 6.0 4.0 － ○ ○

122250024 菩提(上) ぼだい(上) 千葉県 君津市 富田299 向郷土地改良区 君津市 2.2 36.0 2.0 － ○ ○

122250025 菩提(下) ぼだい(下) 千葉県 君津市 富田296 向郷土地改良区 ( 任意組合 又は 個人 ) 5.7 42.0 15.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122250026 松山 まつやま 千葉県 君津市 向郷1180 向郷土地改良区 君津市 3.3 54.0 5.0 －

122250027 内山堰 うちやませき 千葉県 君津市 久留里市場1082 久留里市場水利組合 君津市 11.4 34.0 84.0 － ○ ○

122250028 小谷 こやつ 千葉県 君津市 怒田1652 ( 任意組合 又は 個人 ) 君津市 2.2 46.0 2.4 － ○

122250029 清水 しみず 千葉県 君津市 浦田96-1 田茂水利組合 君津市 2.2 92.0 2.0 － ○

122250030 明ヶ沢 みょうがさわ 千葉県 君津市 浦田1912 君津市浦田土地改良区 君津市浦田土地改良区 6.2 48.0 14.0 ○ 令和2年02月13日

122250031 日出沢 ひでさわ 千葉県 君津市 川谷161 日出沢堰水利組合 君津市 1.3 93.0 6.6 －

122250032 大坂 おおさか 千葉県 君津市 大坂1954 鴫畑揚水組合 君津市 5.9 10.0 12.0 － ○ ○

122250033 油田堰 ゆたぜき 千葉県 君津市 作木264 油田堰水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.6 42.0 2.2 ○ 令和2年02月13日

122250034 新堰 しんぜき 千葉県 君津市 三直706 新堰水利組合 君津市 2.8 50.0 4.0 － ○ ○

122250035 出戸堰 でどぜき 千葉県 君津市 三田484 三田自治会 君津市 0.7 53.0 0.8 －

122250036 怒田 ぬた 千葉県 君津市 怒田1519 ( 任意組合 又は 個人 ) 君津市 1.4 64.0 1.1 －

122250037 滝ノ谷 たきのやつ 千葉県 君津市 平山274 ( 任意組合 又は 個人 ) 君津市 1.8 38.0 1.6 － ○ ○

122250038 木ヶ貫 こがぬき 千葉県 君津市 笹309 ( 任意組合 又は 個人 ) 君津市 2.4 15.0 8.0 － ○

122250039 鍋石 なべいし 千葉県 君津市 笹2013 ( 任意組合 又は 個人 ) 君津市 2.0 20.0 14.8 －

122250040 福野 ふぐの 千葉県 君津市 怒田1519 福野自治会 君津市 2.0 60.0 7.0 － ○ ○

122250041 観音堰 かんのんぜき 千葉県 君津市 青柳732 君津市小櫃南部土地改良区 君津市 2.9 60.0 1.5 － ○ ○

122250043 大堰 おおせき 千葉県 君津市 下湯江1047番地 下湯江水利組合 君津市 1.4 105.0 2.3 －

122250044 殿田 とのだ 千葉県 君津市 貞元638 三保堰水利組合 不明 1.0 45.0 0.9 ○ 令和2年01月29日 ○

122250045 大堰 おおせき 千葉県 君津市 三直1240 八重原耕地水利組合 不明 2.5 64.0 27.8 ○ 令和2年01月29日 ○

122250046 津入堰 ついりせき 千葉県 君津市 三直1180番地 津入堰水利組合 君津市 2.4 65.0 3.3 －

122250047 芳原堰 よしはらせき 千葉県 君津市 白駒664番地 ( 任意組合 又は 個人 ) 君津市 2.7 39.0 1.0 －

122250048 ひょうたん堰 ひょうたんせき 千葉県 君津市 練木254-1,255-1,257番地 市 ( 任意組合 又は 個人 ) 5.1 58.0 12.0 －

122250049 谷津田 やつだ 千葉県 君津市 市宿423-1番地 市宿区 市宿自治会 1.9 58.0 0.5 ○ 令和2年02月13日
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122250050 山田 やまだ 千葉県 君津市 東猪原496番地 下田水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 2.9 26.0 0.7 ○ 令和2年02月13日

122250051 奥畑 おくはた 千葉県 君津市 豊英181外 ( 任意組合 又は 個人 ) 不明 2.0 20.0 4.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122250052 万福寺堰 まんぷくじせき 千葉県 君津市 戸崎1027,1028 ( 任意組合 又は 個人 ) 不明 4.2 67.0 13.6 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122250053 弁天堰 べんてんせき 千葉県 君津市 青柳765 君津市小櫃南部土地改良区 不明 1.2 20.0 0.6 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122250054 千本（清水） せんぼん（しみず） 千葉県 君津市 広岡2081 千鳥水利組合 不明 2.2 27.0 1.6 ○ 令和2年01月29日 ○

122250055 関谷 せきやつ 千葉県 君津市 笹1606 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 7.4 43.0 23.8 ○ 令和2年01月29日 ○

122250056 踊沢 おどりさわ 千葉県 君津市 笹1604-2 ( 任意組合 又は 個人 ) 不明 5.7 25.0 7.9 ○ 令和2年01月29日 ○

122250057 田代 たしろ 千葉県 君津市 笹2035-1,2番地 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 6.9 20.0 11.9 ○ 令和2年02月13日

122250058 廻田 めぐた 千葉県 君津市 奥米317-1番地 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 2.5 22.0 1.0 ○ 令和2年02月13日

122250059 外町田堰 そとまちだ 千葉県 君津市 戸崎65番地 ( 任意組合 又は 個人 ) 君津市 3.1 18.0 2.6 －

122250060 ヤタガヘタ堰 やたがへたせき 千葉県 君津市 青柳677 君津市小櫃南部土地改良区 不明 2.5 80.0 4.2 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122250061 押ノ谷 おしのたに 千葉県 君津市 長谷川105番地 田向水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 2.0 30.0 19.0 ○ 令和2年02月13日

122260001 谷堀上溜池 やつぼりかみためいけ 千葉県 富津市 西大和田86、87-1 西大和田水利組合 公和会 1.5 60.0 4.0 ○ 令和2年02月13日

122260002 谷堀下溜池 やつぼりしもためいけ 千葉県 富津市 西大和田 西大和田水利組合 公和会 3.7 118.0 14.0 ○ 令和2年02月13日

122260003 相野谷上池 あいのやつかみいけ 千葉県 富津市 相野谷 相野谷水利組合 小糸川沿岸土地改良区 3.4 85.0 9.0 ○ 令和2年02月13日

122260004 相野谷下池 あいのやつしもいけ 千葉県 富津市 相野谷 相野谷区 相野谷区 0.0 0.0 0.0 －

122260005 新池 しんいけ 千葉県 富津市 相野谷 絹水利組合 富津市 2.6 75.0 9.0 －

122260006 栩山池 とちやまいけ 千葉県 富津市 上 上水利組合 富津市 2.9 73.0 8.0 － ○ ○

122260007 大蕪池 だいかぶいけ 千葉県 富津市 上 上水利組合 小糸川沿岸土地改良区 3.1 32.0 4.0 ○ 令和2年02月13日

122260008 重兵衛池 じゅうべえいけ 千葉県 富津市 岩瀬 岩瀬水利組合 小糸川沿岸土地改良区 1.7 27.0 2.0 ○ 令和2年02月13日

122260009 地蔵池 じぞういけ 千葉県 富津市 中 中水利組合 小糸川沿岸土地改良区 1.9 66.0 7.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122260010 平塚池 ひらつかいけ 千葉県 富津市 中 中水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 2.6 49.0 2.0 ○ 令和2年02月13日

122260011 柿作池 かきさくいけ 千葉県 富津市 中 中水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.0 57.0 10.0 ○ 令和2年02月13日

122260012 海老田池 えびたいけ 千葉県 富津市 小久保 小久保水利組合 富津市 3.6 48.0 9.0 － ○ ○

122260013 大入池 おおいりいけ 千葉県 富津市 中 中水利組合 富津市 2.9 65.0 10.0 －

122260014 岩入池 がんにゅういけ 千葉県 富津市 八田沼 八田沼水利組合 小糸川沿岸土地改良区 6.6 61.0 32.0 ○ 令和2年02月13日

122260015 岩入下池 がんにゅうしもいけ 千葉県 富津市 八田沼 三甲株式会社 三甲株式会社 0.0 0.0 0.0 －

千葉県農林水産部耕地課 ページ No18/47



農業用ため池の名称及び所在地 農業用ため池の所有者等の名称 届出状況

ため池名称 堤高 堤頂長 総貯水量

ふりがな 都道府県名 市区、郡町村名 字・番地等 [m] [m] [千m3]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

所有者
届出済：○
対象外：－

届出日

千葉県 『農業用ため池データベース』
令和4年4月1日現在

ため池
データベース
コード番号

ため池の諸元 特定農業用
ため池の指定

※指定している場合
は指定日

防災重点
ため池の選定
※選定：○

防災重点農業用
ため池の指定
※指定：○

備考所在地
管理者

122260016 近藤池 こんどういけ 千葉県 富津市 近藤 近藤水利組合 富津市 2.1 60.0 4.0 －

122260017 百坂池 ももさかいけ 千葉県 富津市 上 上水利組合 富津市 2.9 42.0 4.0 －

122260018 後向池 あとむかいいけ 千葉県 富津市 上 上水利組合 富津市 2.8 68.0 10.0 － ○ ○

122260019 念ヶ谷上溜池 ねんがやかみためいけ 千葉県 富津市 小久保 小久保水利組合 富津市 4.3 51.0 7.0 － ○ ○

122260020 念ヶ谷下溜池 ねんがやしもためいけ 千葉県 富津市 小久保 小久保水利組合 富津市 6.0 56.0 17.0 － ○ ○

122260021 下池 しもいけ 千葉県 富津市 小久保 小久保水利組合 富津市 1.7 27.0 1.0 － ○ ○

122260022 中池 なかいけ 千葉県 富津市 小久保 小久保水利組合 富津市 3.5 64.0 2.0 － ○ ○

122260023 明賀池 みょうがいけ 千葉県 富津市 小久保 小久保水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 5.3 48.0 8.0 ○ 令和2年02月13日

122260024 奥の池 おくのいけ 千葉県 富津市 小久保 株式会社リゾートビラ富津 ( 任意組合 又は 個人 ) 0.0 0.0 0.0 －

122260025 牛子池 うしこいけ 千葉県 富津市 亀沢 富津市亀沢土地改良区 富津市 5.1 34.0 2.0 － ○

122260026 八畝向池 はちむねむかいいけ 千葉県 富津市 亀沢 富津市亀沢土地改良区 ( 任意組合 又は 個人 ) 7.0 37.0 3.0 －

122260027 四蔵池 しぞういけ 千葉県 富津市 小久保 小久保水利組合 富津市 4.2 40.0 6.0 －

122260028 大坪池 おおつぼいけ 千葉県 富津市 亀田 君津郡大坪土地改良区 富津市、個人 5.3 63.0 10.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122260029 芝ヶ谷池 しばがやいけ 千葉県 富津市 鶴岡 芝ヶ谷水利組合 富津市 4.6 53.0 6.0 －

122260030 含富里池 がんぶりいけ 千葉県 富津市 鶴岡 含富里水利組合 富津市 3.3 50.0 12.0 － ○

122260031 糀ヶ谷池 こうじがやいけ 千葉県 富津市 花香台 下花香台水利組合 富津市 2.0 50.0 2.0 －

122260032 花谷奥池 はながやおくいけ 千葉県 富津市 花香谷 花香台水利組合 富津市 3.0 55.0 4.0 －

122260033 陳陽谷池 じんようやいけ 千葉県 富津市 亀沢 富津市亀沢土地改良区 富津市 3.5 42.0 2.0 － ○

122260034 大谷池 おおやついけ 千葉県 富津市 笹毛 笹毛土地改良共同施工 富津市笹毛耕地整理組合 5.9 44.0 17.0 ○ 令和2年02月13日

122260035 水出池 みずでいけ 千葉県 富津市 笹毛 笹毛土地改良共同施工 富津市 4.7 36.0 3.0 －

122260036 岩坂池 いわさかいけ 千葉県 富津市 岩坂 湊西部工区 富津市 5.8 100.0 29.0 － ○ ○

122260037 岩袋溜池 いわぶくろためいけ 千葉県 富津市 更和 湊東部工区 富津市 3.4 138.0 11.0 －

122260038 五反田池 ごたんだいけ 千葉県 富津市 加藤 湊東部工区 富津市 3.0 100.0 3.0 －

122260039 田十池 たじゅういけ 千葉県 富津市 桜井 湊東部工区 富津市 3.0 108.0 17.0 －

122260040 狭間池 はざまいけ 千葉県 富津市 桜井 湊東部工区 富津市 4.0 54.0 2.0 －

122260041 関尻池 せきじりいけ 千葉県 富津市 上後 峰上第四工区 ( 任意組合 又は 個人 ) 4.3 46.0 4.0 －

122260042 大田和池 おおたわいけ 千葉県 富津市 大田和 鳴玉台水利組合 富津市 3.7 41.0 3.0 －
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122260043 石山湖池 いしやまこいけ 千葉県 富津市 大田和 関水利組合 関水利組合 10.5 43.0 63.0 ○ 令和2年02月13日

122260044 横山池 よこやまいけ 千葉県 富津市 横山 長崎横山水利組合 富津市 0.0 0.0 0.0 －

122260045 田原池 たばらいけ 千葉県 富津市 田原 田原支区 富津市 4.3 37.0 6.0 －

122260046 堰端池 せきばたいけ 千葉県 富津市 田原 田原支区 富津市 4.0 75.0 3.0 －

122260047 不入斗池(２) いりやまずいけ(２) 千葉県 富津市 不入斗 不入斗花輪水利組合 富津市 5.0 47.0 0.0 －

122260048 不入斗池 いりやまずいけ 千葉県 富津市 不入斗 不入斗花輪水利組合 富津市 10.0 53.0 74.0 －

122260049 花輪池 はなわいけ 千葉県 富津市 花輪 不入斗花輪水利組合 富津市 5.8 53.0 8.0 －

122260050 森戸北池 もりどきたいけ 千葉県 富津市 竹岡 竹岡西部水利組合 富津市 3.2 64.0 0.0 －

122260051 中村北池 なかむらきたいけ 千葉県 富津市 竹岡 竹岡西部水利組合 富津市 4.1 50.0 7.0 － ○ ○

122260052 五徳泉池 ごとくせんいけ 千葉県 富津市 田原 田原支区 富津市 5.7 32.0 10.0 －

122260053 日向釜池 ひむかがまいけ 千葉県 富津市 字藤木 実行組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 6.5 41.0 6.0 － 堀込式

122260054 堰行堰上池
せきぎょうせきかみい
け

千葉県 富津市 上飯野 上飯野水利組合 富津市 2.1 36.0 2.0 － ○

122260055 堰行堰下池
せきぎょうせきしもい
け

千葉県 富津市 上飯野 上飯野水利組合 富津市 4.8 92.0 17.0 － ○

122260056 堀口池 ほりぐちいけ 千葉県 富津市 上飯野 上飯野水利組合 小糸川沿岸土地改良区 1.9 66.0 4.0 ○ 令和2年02月13日

122260057 長浜池 ながはまいけ 千葉県 富津市 湊 長浜水利組合 富津市 8.8 150.0 11.0 － ○ ○

122260058 谷新田池 たにしんでんいけ 千葉県 富津市 篠部 小糸川沿岸土地改良区 富津市 1.5 245.0 0.0 －

122260059 引越池 ひきこしいけ 千葉県 富津市 下飯野 下飯野水利組合 富津市 3.0 69.0 2.0 － ○ ○

122260060 赤井池 あかいいけ 千葉県 富津市 下飯野 下飯野水利組合 富津市 4.3 79.0 5.0 －

122260061 竹の谷池 たけのやついけ 千葉県 富津市 加藤 管理者無し ( 任意組合 又は 個人 ) 4.0 33.0 0.0 －

122260062 高野堰 たかのせき 千葉県 富津市 相川 相川水利組合 富津市 5.4 39.0 0.0 －

122260063 谷田堰 やたせき 千葉県 富津市 相川 相川水利組合 富津市 5.4 30.0 7.0 －

122260064 中倉堰 なかぐらせき 千葉県 富津市 豊岡 中倉水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 4.4 34.0 2.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122260065 関山堰 せきやませき 千葉県 富津市 竹岡 竹山東部水利組合 富津市 3.3 29.0 1.0 －

122260066 大釜戸堰 おおかまどせき 千葉県 富津市 志駒 竹岡東部水利組合 富津市 4.2 91.0 8.0 －

122260067 志駒堰 しこませき 千葉県 富津市 志駒 上郷水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 10.2 38.0 28.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122260068 売津池 うるづいけ 千葉県 富津市 売津 富津市 富津市 4.7 67.0 9.0 － ○ ○

122260069 庄安池 しょうあんいけ 千葉県 富津市 豊岡 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 3.3 100.0 4.5 ○ 令和2年02月13日
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122260070 弁天池 べんてんいけ 千葉県 富津市 本郷 向谷水利組合 富津市 2.5 50.0 6.0 － ○ ○

122260071 上池 かみいけ 千葉県 富津市 本郷 向谷水利組合 富津市 2.4 30.0 1.0 － ○ ○

122260072 角の前池 かどのまえいけ 千葉県 富津市 前久保 本郷水利組合 富津市 3.0 44.0 3.0 －

122260073 平井の上池 ひらいのかみいけ 千葉県 富津市 前久保 本郷水利組合 富津市 3.5 35.0 3.0 － ○ ○

122260075 池の谷池 いけのたにいけ 千葉県 富津市 宝竜寺538 宝竜寺水利組合 国 4.6 54.0 27.0 － ○ ○

122260076 浮山池 ふやまいけ 千葉県 富津市 亀沢甲779 富津市亀沢土地改良区 不明 0.0 40.0 0.0 －

122260077 数馬池 かずまいけ 千葉県 富津市 数馬674 管理者無し 富津市 0.0 113.0 0.0 －

122260078 馬舟池 まふねいけ 千葉県 富津市 上後540-1 管理者無し ( 任意組合 又は 個人 ) 5.2 69.0 9.0 － 堀込式

122260079
池谷ゲートボール
場

いけやつげーとぼーる
じょう

千葉県 富津市 上飯野3069、3070、3071 管理者無し 富津市 2.0 200.0 10.0 －

122260080 山王池 さんのういけ 千葉県 富津市 下飯野1342-2 管理者無し 医療法人社団石誠会 2.0 40.0 4.0 －

122290001 不渡堰 わたらずせき 千葉県 袖ケ浦市 代宿590 袖ケ浦市 国 5.3 70.0 39.0 － ○ ○

122290002 野田堰 のだせき 千葉県 袖ケ浦市 野田33 野田用水組合 袖ケ浦市 7.3 92.0 86.0 －

122290003 赤池 あかいけ 千葉県 袖ケ浦市 野田512 野田用水組合 袖ケ浦市 2.5 85.0 6.0 －

122290004 上池 かみいけ 千葉県 袖ケ浦市 飯富2360番地 飯富用水組合 袖ケ浦市 4.8 240.0 249.0 － ○ ○

122290005 井戸谷堰 いどやつせき 千葉県 袖ケ浦市 神納（地番無） 神納井戸谷用水組合 袖ケ浦市 6.8 110.0 56.0 － ○ ○

122290006 東郷堰 とうごうせき 千葉県 袖ケ浦市 川原井1398-1 東郷堰用水組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.8 51.0 6.0 ○ 令和2年02月10日

122290007 野里堰 のざとせき 千葉県 袖ケ浦市 野里953 野里水利組合 袖ケ浦市 5.2 60.0 23.0 － ○

122290008 藤井堰 ふじいせき 千葉県 袖ケ浦市 高谷1482-1
野里水利組合、横田土地改良区、平
川東部土地改良区

袖ケ浦市 4.5 200.0 78.0 － ○ ○

122290009 光福堰 こうふくせき 千葉県 袖ケ浦市 高谷164 袖ケ浦市平川東部土地改良区 袖ケ浦市 5.7 126.0 29.0 － ○ ○

122290010 道谷堰 どうやつせき 千葉県 袖ケ浦市 大曽根1921番地1 大曽根・勝環境保全会 袖ケ浦市 3.6 43.0 4.0 － ○ ○

122290011 玉野堰 たまのせき 千葉県 袖ケ浦市 玉野137 玉野区 ( 任意組合 又は 個人 ) 2.1 20.0 1.0 ○ 令和2年01月30日 ○

122290012 二ノ山堰 にのやませき 千葉県 袖ケ浦市 久保田1538番地 久保田水利組合 袖ケ浦市 2.7 80.0 5.6 －

122290013 新堰 しんせき 千葉県 袖ケ浦市 蔵波952 蔵波用水組合 袖ケ浦市 5.2 99.0 7.7 －

122290014 百々目堰 どどめせき 千葉県 袖ケ浦市 蔵波2900番地2 百々目堰水利組合 袖ケ浦市 1.9 170.0 3.5 －

122290015 奈良輪堰 ならわせき 千葉県 袖ケ浦市 奈良輪291 不明 袖ケ浦市 2.5 100.0 15.0 － ○ ○

122290016 星山堰 ほしやませき 千葉県 袖ケ浦市 川原井1655 不明 不明 2.9 25.0 4.0 － ○

122290017 下堰 したせき 千葉県 袖ケ浦市 永吉465 東京ドイツ村 不明 2.1 60.0 5.0 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○
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122290018 上堰 かみせき 千葉県 袖ケ浦市 永吉456 東京ドイツ村 不明 2.2 40.0 4.0 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

122290019 下梅山堰 しもうめやませき 千葉県 袖ケ浦市 高谷903番地 ( 任意組合 又は 個人 ) 袖ケ浦市 1.5 47.0 0.5 －

122290020 滝ノ口堰 たきのくちせき 千葉県 袖ケ浦市 滝の口7番地 ( 任意組合 又は 個人 ) 袖ケ浦市 1.9 38.0 1.0 －

122290021 梅山堰 うめやませき 千葉県 袖ケ浦市 高谷859番地 ( 任意組合 又は 個人 ) 袖ケ浦市 1.3 31.0 0.6 －

122290022 大竹堰 おおたけせき 千葉県 袖ケ浦市 大竹356番地1 ( 任意組合 又は 個人 ) 藤田観光株式会社 3.5 37.0 4.0 ○ 令和2年02月10日

122290023 新田上堰 しんでんかみぜき 千葉県 袖ケ浦市 川原井948-2 不明 不明 1.7 35.0 2.0 － ○

122290024 新田下堰 しんでんしたせき 千葉県 袖ケ浦市 川原井847 不明 不明 1.8 40.0 4.0 － ○

122340001 丹生堰 にゅうせき 千葉県 南房総市 富浦町丹生字鮒ヶ谷271-2 南房総市富浦町八束西土地改良区 国 15.8 40.0 146.0 － ○ ○

122340002 青木山堰 あおきやませき 千葉県 南房総市 富浦町大津字青木沢969 南房総市富浦町大津土地改良区 不明 13.5 30.0 68.0 ○ 令和2年01月29日 令和2年02月05日 ○ ○

122340003 宮本堰 みやもとせき 千葉県 南房総市 富浦町宮本字堰谷73 宮本水利組合 国 7.7 49.0 14.0 － ○ ○

122340004 原岡堰 はらおかせき 千葉県 南房総市 富浦町原岡字関谷甲675-1 原岡耕地組合 国 10.2 55.0 25.0 － ○ ○

122340005 仲尾沢堰 なかおざわせき 千葉県 南房総市 富浦町福澤字原田650-2 船形八束水利組合 船形八束耕地組合 15.7 71.0 137.1 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

122340006 市部溜池 いちぶためいけ 千葉県 南房総市 市部字池ノ内841 南房総市岩井土地改良区 国 4.5 176.0 28.0 － ○ ○

122340007 岩婦溜池 いわぶためいけ 千葉県 南房総市 高崎字岩婦579 高崎耕地組合 国 7.4 57.0 54.0 － ○ ○

122340008 奥沢溜池 おくさわためいけ 千葉県 南房総市 合戸字奥沢297 合戸耕地組合 国 15.4 47.0 25.0 － ○ ○

122340009 宮谷溜池 みややつためいけ 千葉県 南房総市 宮谷字常代252 宮谷耕地組合 国 4.0 36.0 6.0 － ○

122340010 二部溜池 にぶためいけ 千葉県 南房総市 検儀谷字関下95 二部水利組合 国 6.0 122.0 31.0 － ○ ○

122340011 検儀谷溜池 けぎやためいけ 千葉県 南房総市 検儀谷字大谷240 検儀谷耕地組合 国 9.6 75.0 30.0 － ○ ○

122340012 風早溜池 かざはやためいけ 千葉県 南房総市 二部字風早1508 二部水利組合 国 3.0 35.0 4.0 －

122340013 犬掛溜池 いぬかけためいけ 千葉県 南房総市 犬掛字細野295 犬掛耕地組合 国 10.0 50.0 14.0 － ○ ○

122340014 米沢溜池 よねざわためいけ 千葉県 南房総市 吉沢字湯沢オツ705 米沢堰水利組合 国 7.5 38.0 4.0 － ○ ○

122340015 久枝溜池 くしためいけ 千葉県 南房総市 久枝字関下2-1ほか 久枝耕地組合 国 1.6 190.0 33.0 － ○

122340016 中堰 なかせき 千葉県 南房総市 中字池之谷1180 中溜池組合 国 6.4 62.0 37.0 － ○ ○

122340017 熊高堰 くまだかせき 千葉県 南房総市 御庄字揚橋994 安房郡三芳村御庄土地改良区 国 6.5 53.0 24.0 － ○ ○

122340018 山間堰 さんませき 千葉県 南房総市 山名字山間1996-1 山名水利組合 南房総市 9.8 62.0 31.0 ○ 令和2年01月28日 令和2年02月05日 ○ ○

122340019 下堀堰 しもほりせき 千葉県 南房総市 下堀字天沼518 下堀ため池組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 4.4 35.0 6.0 ○ 令和2年01月30日 ○

122340020 秋ヶ谷堰 あきがやつせき 千葉県 南房総市 海老敷字上秋ヶ谷529 国府第二土地改良区 国府第二土地改良区 14.9 51.0 70.0 ○ 令和2年01月27日 令和2年02月05日 ○ ○
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122340021 広田堰 ひろたせき 千葉県 南房総市 海老敷字広田990 国府土地改良区 国府土地改良区 20.8 57.0 304.0 ○ 令和2年01月27日 令和2年02月05日 ○ ○

122340022 奥山堰 おくやませき 千葉県 南房総市 上堀字奥山893-1 上堀水利組合 国 11.2 70.0 70.0 － ○

122340023 神出ヶ谷堰 じんでがやつせき 千葉県 南房総市 三坂字神出ヶ谷297-1 千代三坂水利組合 国 7.4 104.0 16.0 － ○

122340024 庄部堰 しょうぶせき 千葉県 南房総市 三坂字庄部283-1 千代三坂水利組合 国 5.2 58.0 6.0 － ○

122340025 御霊堰 ごりょうせき 千葉県 南房総市 下滝田字御霊1067 下組水利組合 国 6.8 62.0 22.0 － ○ ○

122340026 汐水堰 しよみずせき 千葉県 南房総市 下滝田字汐水855-1 下組水利組合 国 5.6 41.0 6.0 － ○

122340027 仏知山堰 ふっちやませき 千葉県 南房総市 下滝田字佛知山1341-3 御門水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 18.1 30.0 7.0 ○ 令和2年02月07日

122340028 竹の花堰 たけのはなせき 千葉県 南房総市 下滝田字竹の花380 竹の花水利組合 南房総市 8.3 52.0 7.0 －

122340029 観音山堰 かんのんやませき 千葉県 南房総市
富浦町宮本字仲尾沢山544-
2

観音山堰水利組合 国 4.4 49.0 15.0 －

122340030 境山堰 さかいやませき 千葉県 南房総市 白浜町白浜字花面14151-1 乙浜区 国 3.4 34.0 5.0 － ○ ○

122340031 奥山堰 おくやませき 千葉県 南房総市 白浜町乙浜字奥山1728 乙浜区 国 8.2 25.0 13.0 － ○ ○

122340032 新堰 しんせき 千葉県 南房総市 白浜町白浜字菅ヶ谷13542 塩浦区 国 7.3 41.0 54.0 － ○ ○

122340033 岩井沢(下)堰 いわいざわ(しも)せき 千葉県 南房総市 白浜町白浜字岩井沢13989 白浜町塩浦土地改良区 国 8.9 22.0 18.0 － ○ ○

122340034 岩井沢(上)堰 いわいざわ(かみ)せき 千葉県 南房総市 白浜町白浜字滑ヶ棚13740 白浜町塩浦土地改良区 国 8.4 45.0 33.0 － ○ ○

122340035 小沢堰 おざわせき 千葉県 南房総市 白浜町白浜字唐仙山12307 名倉区 国 8.5 13.0 4.0 － ○ ○

122340036 新上ヶ峰堰 しんじょうがみねせき 千葉県 南房総市
白浜町白浜字新上ヶ峰
12217

名倉区 国 11.2 25.0 5.0 － ○ ○

122340037 下の沢(下)堰 したのさわ(しも)せき 千葉県 南房総市 白浜町白浜字金堀10900 原区 国 17.0 25.0 6.0 － ○ ○

122340038 下の沢(上)堰 したのさわ(かみ)せき 千葉県 南房総市 白浜町白浜字金堀10769 原区 国 12.0 30.0 4.0 － ○ ○

122340039 合戸溜池 ごうどためいけ 千葉県 南房総市 千倉町大貫字合戸 ( 任意組合 又は 個人 ) 国 3.6 43.0 1.0 －

122340040 長内溜池 ちょうないためいけ 千葉県 南房総市 千倉町大貫字長内666 長内水利組合 国 3.5 47.0 2.0 －

122340041 駒寄溜池 こまよりためいけ 千葉県 南房総市 千倉町大貫字駒寄81 ( 任意組合 又は 個人 ) 国 3.3 40.0 2.0 －

122340042 関谷溜池 せきやつためいけ 千葉県 南房総市 千倉町宇田字関谷 宇田区 国 3.0 48.0 1.0 －

122340043 尾登溜池 おのぼりためいけ 千葉県 南房総市 千倉町北朝夷字尾登1864 千倉町金沢土地改良区 国 5.9 93.0 38.0 － ○ ○

122340044 柏尾溜池 かしわおためいけ 千葉県 南房総市 千倉町川戸字柏尾 川戸区 国 4.9 60.0 3.0 －

122340045 西沢溜池 にしざわためいけ 千葉県 南房総市 千倉町川戸字西沢9 川戸区 国 9.2 65.0 19.0 －

122340046 山の堰溜池 やまのせきためいけ 千葉県 南房総市 千倉町大貫字山の堰1519 ( 任意組合 又は 個人 ) 国 6.3 50.0 15.0 －

122340047 田貝溜池 たがいためいけ 千葉県 南房総市 千倉町南朝夷字田貝447 谷津区 国 3.6 40.0 1.0 －
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122340048 黒神溜池 くろかみためいけ 千葉県 南房総市 千倉町南朝夷字上ノ塚146 谷津区 国 4.0 57.0 3.0 －

122340049 足長溜池 あいながためいけ 千葉県 南房総市 千倉町北朝夷字堰下832-6 足長堰耕地組合 国 5.9 106.0 58.0 － ○ ○

122340050 釜沼溜池 かまぬまためいけ 千葉県 南房総市 千倉町北朝夷字釜沼949 寺庭区 国 6.0 34.0 6.0 － ○

122340051 大溝溜池 おおみぞためいけ 千葉県 南房総市 千倉町南朝夷字大溝 南千倉区 国 3.0 65.0 4.0 － ○

122340052 泥(第１)溜池
ぬかり(だいいち)ため
いけ

千葉県 南房総市 千倉町西朝夷曲田2322 岡瀬田区 国 2.5 30.0 1.0 －

122340053 平舘１番溜池
へだていちばんためい
け

千葉県 南房総市 千倉町平舘字ヒカナ1072 平舘耕地組合 国 5.6 200.0 1.0 － ○ ○

122340054 平舘２番溜池 へだてにばんためいけ 千葉県 南房総市 千倉町平舘字ヒカナ1082 平舘耕地組合 国 5.4 30.0 5.0 － ○ ○

122340055 平舘３番溜池
へだてさんばんためい
け

千葉県 南房総市 千倉町平舘字クヒリメ1097 平舘耕地組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 7.5 30.0 10.0 ○ 令和2年01月28日 令和2年02月05日 ○ ○

122340056 永崎溜池 えいさきためいけ 千葉県 南房総市 千倉町平舘字稗畑1144 平舘耕地組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 7.6 36.0 12.0 ○ 令和2年01月28日 令和2年02月05日 ○ ○

122340057 忽戸上溜池 こっとかみためいけ 千葉県 南房総市 千倉町忽戸字堰谷1116-3 忽戸区 ( 任意組合 又は 個人 ) 6.7 29.0 13.0 ○ 令和2年01月28日 令和2年02月05日 ○ ○

122340058 忽戸下溜池 こっとしたためいけ 千葉県 南房総市 千倉町忽戸字堰谷1117 忽戸農家組合 国 6.8 51.0 9.0 － ○ ○

122340059 川口下溜池 かわぐちしもためいけ 千葉県 南房総市 千倉町川口字上手1065-6 川口区 国 7.5 16.0 14.0 － ○ ○

122340060 川口上溜池 かわぐちかみためいけ 千葉県 南房総市 千倉町平磯字和田山2420-2 川口区 国 3.8 18.0 5.0 － ○ ○

122340061 諏訪第２溜池 すわだいにためいけ 千葉県 南房総市
千倉町平磯字合有戸2486-
30

平磯区 国 12.1 42.0 14.6 － ○ ○

122340062 諏訪第１溜池 すわだいいちためいけ 千葉県 南房総市 千倉町平磯字合有戸1690-2 平磯区 国 4.5 33.0 8.0 － ○ ○

122340063 合有戸溜池 あいうどためいけ 千葉県 南房総市
千倉町平磯字合有戸1699-
15

千田区・平磯区 国 10.0 26.0 18.0 － ○ ○

122340064 東坂口溜池
ひがしさかぐちためい
け

千葉県 南房総市 千倉町千田字西坂口1515 千田区 国 6.4 28.0 10.0 －

122340065 谷八つ溜池 たにやつためいけ 千葉県 南房総市 千倉町大川字谷八つ1364 大川区 国 13.3 41.0 18.0 － ○

122340066 寺第１溜池 てらだいいちためいけ 千葉県 南房総市 千倉町白間津字上石1995 白間津区 国 12.0 32.0 15.0 － ○ ○

122340067 寺第２溜池 てらだいにためいけ 千葉県 南房総市 千倉町白間津字上石1992 白間津区 国 11.0 16.0 5.0 － ○ ○

122340068 寺第３溜池 てらだいさんためいけ 千葉県 南房総市 千倉町白間津字上石1991 白間津区 国 8.0 13.0 7.0 － ○ ○

122340069 儘第１溜池 ままだいいちためいけ 千葉県 南房総市 千倉町白間津字吉田1847-4 白間津区 国 4.7 22.0 1.0 － ○ ○

122340070 儘第２溜池 ままだいにためいけ 千葉県 南房総市 千倉町白間津字吉田1867-1 白間津区 国 12.3 40.0 59.0 － ○ ○

122340071 儘第３溜池 ままだいさんためいけ 千葉県 南房総市 千倉町白間津字吉田1945-1 白間津区 国 6.0 28.0 11.0 － ○ ○

122340072 大形溜池 おおがたためいけ 千葉県 南房総市 千倉町宇田字大杉793 宇田区 国 3.6 30.0 1.0 －

122340073 深作溜池 ふかさくためいけ 千葉県 南房総市 千倉町宇田字深作 宇田区 国 3.2 32.0 1.0 －

122340074 小谷溜池 こやつためいけ 千葉県 南房総市 千倉町川戸字手取89 川戸区 国 3.5 22.0 1.0 －
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122340075 牧田溜池 まきたためいけ 千葉県 南房総市 千倉町牧田字池ノ谷308 牧田区 国 4.7 37.0 1.0 － ○

122340076 新溜池 にいためいけ 千葉県 南房総市 千倉町大川字小屋の沢1505 大川区 国 10.7 25.0 1.0 － ○ ○

122340077 小屋の沢第１溜池
こやのさわだいいちた
めいけ

千葉県 南房総市
千倉町大川字小屋の沢１４
７４

大川区 国 4.9 27.0 2.0 － ○

122340078 小屋の沢第２溜池
こやのさわだいにため
いけ

千葉県 南房総市
千倉町大川字小屋の沢
1484-6

大川区 ( 任意組合 又は 個人 ) 14.0 20.0 5.0 ○ 令和2年01月30日 ○

122340079 小屋の沢第３溜池
こやのさわだいさんた
めいけ

千葉県 南房総市 千倉町大川字小屋の沢1474 大川区 国 8.3 28.0 2.0 － ○

122340080 矢田溜池 やたためいけ 千葉県 南房総市 千倉町久保 久保耕地組合 国 3.9 29.0 2.0 －

122340081 犬栗堰 いぬぐりせき 千葉県 南房総市 小戸字犬栗790 小戸区 国 5.2 35.0 8.0 －

122340082 内田堰 うちだせき 千葉県 南房総市 小戸字内田874-3 小戸区 国 6.4 46.0 16.0 －

122340083 小谷堰 こやつせき 千葉県 南房総市 石堂字下小谷439 安房丸豊田土地改良区 安房丸豊田土地改良区 10.0 85.0 231.0 ○ 令和2年01月28日 令和2年02月05日 ○ ○

122340084 一の沢堰 いちのさわせき 千葉県 南房総市 小戸字一の沢1046 南房総市岩糸第一土地改良区 国 19.6 84.5 346.0 － ○ ○

122340085 皆倉堰 みなくらせき 千葉県 南房総市 和田町上三原字丸塚1875-1 珠師ヶ谷区 財団法人丸山町珠師ケ谷愛林会 9.0 27.0 40.0 ○ 令和2年01月28日 ○

122340086 実成谷堰 みなりやつせき 千葉県 南房総市 加茂字実成谷1480 安房郡丸山町加茂土地改良区 国 3.0 50.0 4.0 －

122340087 芳賀堰 はがせき 千葉県 南房総市 安馬谷字芳賀2626-2 南房総市安馬谷土地改良区 国 3.5 150.0 20.0 － ○ ○

122340088 堀切堰 ほっきりせき 千葉県 南房総市 加茂字堀切2505 安房郡丸山町加茂土地改良区 国 1.6 73.0 2.0 － ○

122340089 加茂田堰 かもだせき 千葉県 南房総市 加茂字加茂田1762 安房郡丸山町加茂土地改良区 国 6.0 71.0 55.0 － ○ ○

122340090 吹代堰 ふきしろせき 千葉県 南房総市 沓見字吹代728 吹代水利組合 国 3.5 82.0 78.0 － ○

122340091 正木谷堰 まさきやつせき 千葉県 南房総市 沓見字正木谷1486 沓見区 国 5.0 47.0 6.0 －

122340092 大谷堰 おおやつせき 千葉県 南房総市 沓見字大谷2209 沓見区 国 3.2 23.0 2.0 －

122340093 遠藤堰 えんどうせき 千葉県 南房総市 沓見字遠藤2340 沓見区 国 4.4 85.0 18.0 －

122340094 六ノ木堰 むつのきせき 千葉県 南房総市 沓見字六ノ木2420 沓見区 国 2.8 33.0 1.0 －

122340095 安長谷堰 あながやつせき 千葉県 南房総市 沓見字安長谷2510 沓見区 国 6.2 43.0 9.0 － ○

122340096 坂本堰 さかもとせき 千葉県 南房総市 前田字大沼430 前田区 国 4.9 38.0 0.0 －

122340097 長作堰 ちょうさくせき 千葉県 南房総市 前田字長作616 前田区 国 3.3 37.0 2.0 －

122340098 千保堰 せんぽせき 千葉県 南房総市 丸本郷字松森91 丸本郷区 国 4.4 33.0 6.0 －

122340099 石堂堰 いしどうせき 千葉県 南房総市 石堂字谷田334-1 石堂区 国 2.3 50.0 3.0 － ○

122340100 矢田堰 やたせき 千葉県 南房総市 川谷字大作907 川谷・丸本郷区 国 3.8 97.0 79.0 － ○ ○

122340101 瓜丸堰 つねまるせき 千葉県 南房総市 石堂字瓜丸162 石堂水利組合 国 4.6 38.0 4.0 －
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122340102 大崩堰 おおびゃくせき 千葉県 南房総市 宮下字岩下1361-1 宮下区 国 4.4 20.0 10.0 － ○ ○

122340103 畑堰 はたせき 千葉県 南房総市 宮下字畑1635 宮下区 国 13.0 40.0 8.0 －

122340104 峰堰 みねせき 千葉県 南房総市 峰字関谷9 峰区 国 6.5 70.0 8.0 －

122340105 笹神堰 ささがみせき 千葉県 南房総市 安馬谷字関笹神1076-1 南房総市安馬谷土地改良区 国 3.3 170.0 19.0 －

122340106 山入堰 やまいりせき 千葉県 南房総市 安馬谷字実成谷1407 南房総市安馬谷土地改良区 国 5.3 70.0 13.0 －

122340107 引越堰 ひっこしせき 千葉県 南房総市 加茂字引越486 安房郡丸山町加茂土地改良区 国 10.6 30.0 41.0 －

122340108 真野堰 まのせき 千葉県 南房総市 久保字真野817 真野区 国 6.1 26.0 8.0 －

122340109 奥山溜池 おくやまためいけ 千葉県 南房総市 和田町花園字六山田807 花園水利組合 国 9.5 11.0 37.0 －

122340110 滑山堰 すべりやまのせき 千葉県 南房総市 和田町花園652 花園水利組合 国 3.4 20.0 14.0 －

122340111 柿ノ木沢溜池 かきのきざわためいけ 千葉県 南房総市 和田町柴字柿ノ木沢112 安房郡和田町柴土地改良区 国 8.1 44.0 29.0 － ○ ○

122340112 福蔵溜池 ふくくらためいけ 千葉県 南房総市 和田町小川福蔵1236-1 南房総市和田町小川土地改良区 国 13.4 73.0 52.0 －

122340113 十二所堰 じゅうにしょせき 千葉県 南房総市 和田町黒岩字川久保590 北三原水利組合 国 2.5 36.0 3.0 － ○ ○

122340114 山田溜池 やまだためいけ 千葉県 南房総市
和田町中三原字山田1120-
50

南三原土地改良区 国 14.1 60.0 175.0 － ○ ○

122340115 竹の中溜池 たけのなかためいけ 千葉県 南房総市
和田町上三原字打越1450-
20

上区 ( 任意組合 又は 個人 ) 22.0 54.0 14.0 ○ 令和2年01月30日 ○

122340116 上ノ井溜池 かみのいためいけ 千葉県 南房総市 検儀谷470 検儀谷耕地組合 国 1.5 15.0 0.7 －

122340117 洞臼溜池 ほらうすためいけ 千葉県 南房総市
千倉町南朝夷字大井倉作
3142-22

南朝夷水利組合 千倉町南朝夷耕地整理組合 5.0 23.0 1.0 ○ 令和2年02月07日

122340118 泥（第２）溜池 どろだいにためいけ 千葉県 南房総市 千倉町南朝夷2343 岡瀬田区 国 6.0 21.0 1.4 －

122340119 本郷溜池 ほんごうためいけ 千葉県 南房総市 千倉町宇田850 宇田区 国 1.0 22.0 0.3 －

122340120 滝の沢溜池 たきのさわためいけ 千葉県 南房総市 千倉町宇田202 宇田区 国 3.0 33.0 0.8 －

122340121 伊庄溜池 いしょうためいけ 千葉県 南房総市 千倉町川戸1090 南房総市千倉町川戸土地改良区 国 2.6 50.0 0.3 －

122340122 台畑溜池 だいばたためいけ 千葉県 南房総市 千倉町川戸1034 ( 任意組合 又は 個人 ) 国 2.0 33.0 0.5 －

122340123 七曲溜池 ななまがりためいけ 千葉県 南房総市 千倉町川戸96 川戸区 国 3.0 25.0 0.8 －

122340124 東谷溜池 ひがしやつためいけ 千葉県 南房総市 千倉町大貫字東谷 ( 任意組合 又は 個人 ) 国 4.0 20.0 0.8 －

122340125 梶原溜池 かじわらためいけ 千葉県 南房総市 千倉町大貫1672 ( 任意組合 又は 個人 ) 国 2.5 26.0 0.3 －

122340126 小松溜池 こまつためいけ 千葉県 南房総市 千倉町大貫 大貫区 国 5.2 20.0 1.3 －

122340127 鼠ヶ谷溜池 ねずみがやつためいけ 千葉県 南房総市 千倉町久保75 久保耕地組合 国 4.0 21.0 1.2 －

122340128 入山堰 いりやまぜき 千葉県 南房総市 丸本郷511 丸本郷区 国 2.3 30.0 1.7 － ○
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122340129 池ノ谷堰 いけのやつぜき 千葉県 南房総市 石堂236 石堂原区 国 3.9 38.0 2.6 －

122340131 岩崎堰 いわさきぜき 千葉県 南房総市 富浦町深名 岩崎水利組合 南房総市 6.0 72.0 3.6 －

122360001 地口池 ちぐちいけ 千葉県 香取市 大戸字地口2449-1 大戸用水組合 香取市 4.4 350.0 29.0 － ○

122360002 下飯田 しもいいだ 千葉県 香取市 下飯田字瀬戸1298 下飯田区 香取市 3.9 105.0 17.0 － ○ ○

122360003 岡飯田 おかいいだ 千葉県 香取市 岡飯田字川ノ入43 岡飯田耕地管理組合 香取市 4.4 99.0 24.0 －

122360004 和泉(上) いずみ(うえ) 千葉県 香取市 和泉字房地山783-6 和泉区 香取市 2.1 161.0 9.0 －

122360005 和泉(下) いずみ(した) 千葉県 香取市 和泉字五反田866-8 和泉区 香取市 1.8 130.0 2.0 －

122360006 五郷内(上) ごごうち(うえ) 千葉県 香取市 五郷内字谷津2257 五郷内区 香取市 3.0 83.0 16.0 － ○ ○

122360007 五郷内(下) ごごうち(した) 千葉県 香取市 五郷内字水神前1805-1 五郷内区 香取市 4.3 103.0 42.0 － ○ ○

122360008 久保 くぼ 千葉県 香取市 久保字菱川1200 久保区 香取市 1.7 72.0 2.0 －

122360009 阿玉台 あたまだい 千葉県 香取市 阿玉台字菱川826 阿玉台区 香取市 1.8 52.0 2.0 －

122360010 竹之内堰 たけのうちぜき 千葉県 香取市 竹之内字浅間下868 ほか 竹之内水利組合 香取市 2.6 189.0 18.0 －

122360011 橘堰 たちばなせき 千葉県 香取市 田部字橘2696 ほか 田部区、仁良区 香取市 3.1 48.0 31.0 － ○

122360012 駒込堰 こまごめぜき 千葉県 香取市 府馬字駒込2886-1 府馬区 香取市 6.8 74.0 62.0 － ○ ○

122360013 古内堰 ふるうちせき 千葉県 香取市 古内字石田川498 府馬区 香取市 5.2 94.0 46.0 －

122360014 米野井堰 こめのいぜき 千葉県 香取市 米野井字西ノ下1066 米野井区 香取市 2.9 69.0 3.0 －

122360015 沢池 さわいけ 千葉県 香取市 沢字下谷1794-1 沢区 香取市 1.9 118.0 2.0 － ○ ○

122360016 鳩山 はとやま 千葉県 香取市 鳩山字ヲニサワ142-2 鳩山区 香取市 2.0 200.0 3.5 －

122360017 木内 きのうち 千葉県 香取市 木内字第十一号区652 木内区 香取市 2.0 120.0 20.8 －

122360018 荒北古池 あらきたふるいけ 千葉県 香取市 荒北字歩橋1212 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 2.0 44.0 4.0 ○ 令和2年01月31日

122360019 荒北新池 あらきたしんいけ 千葉県 香取市 荒北字サゴデ1009 ( 任意組合 又は 個人 ) 香取市 2.5 28.6 2.5 －

122370001 和田池 わだいけ 千葉県 山武市 和田字下ノ谷26 和田区 国 2.7 67.0 20.6 － ○ ○

122370002 湯坂池 ゆさかいけ 千葉県 山武市 湯坂字龍ノ口552-1他 湯坂区 山武市 2.5 64.0 6.5 － ○ ○

122370003 姫島東池 ひめしまひがしいけ 千葉県 山武市 姫島字東917 姫島区 山武市 2.6 239.0 5.5 － ○ ○

122370004 根蔵池 ねぞういけ 千葉県 山武市 成東字池の端3117他 根蔵区 山武市 2.9 146.7 6.4 － ○ ○

122370005 宮前池 みやまえいけ 千葉県 山武市 成東字西宮前3053 宮前区 山武市 2.5 50.0 3.6 －

122380001 小池居谷 こいけいやつ 千葉県 いすみ市 荻原字小池居谷5232 夷隅中部土地改良区 不明 10.5 87.0 38.0 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○
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122380002 堰ノ谷 せきのやつ 千葉県 いすみ市 能実字堰ノ谷642-1 夷隅中部土地改良区 いすみ市 2.9 140.0 10.0 －

122380003 込立谷 いりたちやつ 千葉県 いすみ市 能実字込立谷 夷隅中部土地改良区 いすみ市 6.7 49.0 7.0 － ○ ○

122380004 鶴舞 つるまい 千葉県 いすみ市 須賀谷字鶴舞1546－1 夷隅中部土地改良区 いすみ市 8.3 107.0 22.0 － ○ ○

122380005 高仲 たかなか 千葉県 いすみ市 須賀谷字高仲2193 夷隅中部土地改良区 いすみ市 6.2 32.0 10.0 － ○

122380006 和田谷 わだやつ 千葉県 いすみ市 須賀谷字和田谷3127 夷隅中部土地改良区 いすみ市 2.0 34.0 1.0 －

122380007 岩坂谷 いわさかやつ 千葉県 いすみ市 須賀谷字岩坂谷2532 夷隅中部土地改良区 いすみ市 3.1 43.0 2.0 －

122380008 黒鍛冶谷 くろかじやつ 千葉県 いすみ市 須賀谷字黒鍛冶谷1300 夷隅中部土地改良区 いすみ市 6.7 62.0 2.0 －

122380009 鴻之巣 こうのす 千葉県 いすみ市 須賀谷字鴻之巣943 夷隅中部土地改良区（第９工区） いすみ市 2.5 21.0 1.0 － ○

122380010 神戸谷 かんべやつ 千葉県 いすみ市 須賀谷字神戸谷659 夷隅中部土地改良区（第９工区） 本乗寺 2.6 35.0 0.0 ○ 令和2年02月14日

122380011 長崎谷下 ながさきやつしも 千葉県 いすみ市 松丸字長崎谷3424 夷隅中部土地改良区 いすみ市 5.4 65.0 4.0 － ○ ○

122380012 長崎谷上 ながさきやつかみ 千葉県 いすみ市 須賀谷字長崎谷228 夷隅中部土地改良区 いすみ市 2.6 32.0 3.0 － ○ ○

122380013 向台 むかいだい 千葉県 いすみ市 松丸字向台1807 夷隅中部土地改良区 いすみ市 4.3 80.0 11.0 － ○

122380014 西向台下 にしむかいだいしも 千葉県 いすみ市 松丸字西向台1868 夷隅中部土地改良区 いすみ市 5.2 83.0 7.0 － ○

122380015 西向台中 にしむかいだいなか 千葉県 いすみ市 松丸字西向台1857 夷隅中部土地改良区 いすみ市 5.9 37.0 3.0 － ○

122380016 西向台上 にしむかいだいかみ 千葉県 いすみ市 松丸字西向台1839 夷隅中部土地改良区 いすみ市 4.4 36.0 1.0 － ○

122380017 宮の下 みやのした 千葉県 いすみ市 深谷字宮の下 夷隅中部土地改良区 楽地外大字耕地整理組合 5.0 90.0 7.0 ○ 令和2年02月14日

122380018 越畑台下 こしはただいしも 千葉県 いすみ市 深谷字越畑台 夷隅中部土地改良区 国 4.3 113.0 13.0 － ○ ○

122380019 越畑台中 こしはただいなか 千葉県 いすみ市 深谷字越畑台 夷隅中部土地改良区 国 8.4 89.0 90.0 － ○ ○

122380020 越畑台上 こしはただいかみ 千葉県 いすみ市 深谷字越畑台 夷隅中部土地改良区 国 8.6 45.0 52.0 － ○ ○

122380021 根方下 ねがたしも 千葉県 いすみ市 深谷字根方1801 夷隅中部土地改良区 いすみ市 8.1 73.0 15.0 － ○ ○

122380022 根方上 ねがたかみ 千葉県 いすみ市 深谷字根方1801 夷隅中部土地改良区 いすみ市 7.7 65.0 18.0 － ○ ○

122380023 谷 やつ 千葉県 いすみ市 島字谷 夷隅中部土地改良区 いすみ市 3.4 73.0 9.0 －

122380024 上柳生 かみやぎゅう 千葉県 いすみ市 国府台字上柳生33 国府台揚水組合 いすみ市 4.0 58.0 11.0 － ○ ○

122380025 喜多 きた 千葉県 いすみ市 国府台字喜多260 国府台揚水組合 いすみ市 3.5 54.0 17.0 － ○

122380026 井堰谷 いせきやつ 千葉県 いすみ市 荻原字井堰谷988 荻原井元谷農家組合 いすみ市 3.9 74.0 2.0 － ○

122380027 種谷 たねやつ 千葉県 いすみ市 荻原字種子谷1395 小原谷農家組合 いすみ市 7.4 88.0 30.0 － ○ ○

122380028 古寿家 こすげ 千葉県 いすみ市 荻原字古寿家3014 関谷農家組合 いすみ市 5.8 55.0 19.0 － ○ ○
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122380029 ヌタ倉 ぬたくら 千葉県 いすみ市 荻原字滝ノ台3352 万木城カントリークラブ いすみ市 8.2 48.0 39.0 － ○ ○

122380030 深堰谷 ふかせきやつ 千葉県 いすみ市 荻原字深谷4534－1 深谷農家組合 いすみ市 4.7 24.0 3.0 － ○ ○

122380031 松ノ木沢 まつのきさわ 千葉県 いすみ市 荻原字松ノ木沢4878 東谷農家組合 夷隅観光開発（株） 3.0 50.0 2.0 －

122380032 鎮守台上 ちんじゅだいかみ 千葉県 いすみ市 松丸字鎮守台3218 吹良用水組合 いすみ市 4.2 85.0 3.0 － ○ ○

122380033 鎮守台下 ちんじゅだいしも 千葉県 いすみ市 松丸字鎮守台3219 吹良用水組合 いすみ市 4.3 138.0 10.0 － ○ ○

122380034 堰谷 せきやつ 千葉県 いすみ市 小高字堰谷31 小高揚水組合 いすみ市 2.9 97.0 6.0 － ○

122380035 峰ノ台 みねのだい 千葉県 いすみ市 神置字峰ノ台1421 峰谷揚水組合 共有地 9.9 47.0 22.0 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

122380036 観音下 かんのんした 千葉県 いすみ市 小又字百体179 小又区 いすみ市 1.7 32.0 1.0 － ○ ○

122380037 岩井戸 いわいど 千葉県 いすみ市 万木字岩井戸1527 万木東揚水組合 いすみ市 4.0 79.0 20.0 － ○ ○

122380038 一ノ谷下 いちのたにしも 千葉県 いすみ市 万木字一ノ谷1183 万木東揚水組合 いすみ市 3.2 51.0 1.0 － ○

122380039 一ノ谷上 いちのたにかみ 千葉県 いすみ市 万木字一ノ谷1116 万木東揚水組合 いすみ市 4.5 49.0 1.0 － ○ ○

122380040 海雄寺谷 かいゆうじやつ 千葉県 いすみ市 万木字海雄寺谷131 万木西揚水組合 万木区 9.7 51.0 23.0 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

122380041 鶴主 つるぬし 千葉県 いすみ市 国府台字小倉山1776-6 （株）ドラゴン （株）ドラゴン 7.5 50.0 54.0 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

122380042 根方 ねがた 千葉県 いすみ市 柿和田字根方174 柿和田揚水組合 いすみ市 4.8 43.0 1.0 －

122380043 下大谷下 したおおやつしも 千葉県 いすみ市 柿和田字下大谷66 柿和田揚水組合 いすみ市 4.4 31.0 1.0 －

122380044 水口 みずぐち 千葉県 いすみ市 行川字野中383 菜の花営農組合 いすみ市 7.2 58.0 17.0 － ○ ○

122380045 高崎 たかさき 千葉県 いすみ市 行川字大谷626 菜の花営農組合 いすみ市 5.5 51.0 8.0 － ○ ○

122380046 陽定 ようてい 千葉県 いすみ市 行川字陽定10 菜の花営農組合 いすみ市 5.1 49.0 2.0 － ○

122380047 部田下 へたしも 千葉県 いすみ市 引田字部田1171 引田揚水組合 いすみ市 2.8 45.0 2.0 －

122380048 部田上 へたかみ 千葉県 いすみ市 引田字部田1170 引田揚水組合 いすみ市 3.2 48.0 1.0 －

122380049 谷 やつ 千葉県 いすみ市 引田字谷1124 引田揚水組合 八乙女外５大字耕地整理組合 6.1 65.0 4.0 ○ 令和2年02月14日

122380050 寺之谷上 てらのやつかみ 千葉県 いすみ市 札森字寺之谷406 札森営農組合 いすみ市 3.8 25.0 1.0 －

122380051 寺之谷下 てらのやつしも 千葉県 いすみ市 札森字寺之谷407 札森営農組合 いすみ市 4.9 44.0 1.0 －

122380052 東沢 ひがしさわ 千葉県 いすみ市 札森字東沢268 札森営農組合 札森区 2.8 19.0 1.0 ○ 令和2年02月14日

122380053 東谷 ひがしやつ 千葉県 いすみ市 札森字東谷286 札森営農組合 いすみ市 2.6 27.0 1.0 －

122380054 中野谷 なかのやつ 千葉県 いすみ市 札森字中野谷315 札森営農組合 いすみ市 2.6 25.0 2.0 －

122380055 小谷 こやつ 千葉県 いすみ市 札森字寺之谷421 柿和田揚水組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 1.6 20.0 1.0 ○ 令和2年02月14日
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122380056 日ノ台第一 ひのだいだいいち 千葉県 いすみ市 引田字日ノ台576－1 弥正区 弥正区 7.4 47.0 6.0 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

122380057 日ノ台第二 ひのだいだいに 千葉県 いすみ市 引田字日ノ台637 引田揚水組合 国 2.5 105.0 6.0 － ○

122380058 明治 めいじ 千葉県 いすみ市 作田字明治1567 作田区 いすみ市 7.7 112.0 15.0 －

122380059 関谷 せきやつ 千葉県 いすみ市 八乙女字関谷380 八乙女区 いすみ市 6.5 45.0 8.0 － ○ ○

122380060 姉ヶ谷 あねがやつ 千葉県 いすみ市 増田字姉ヶ谷553 増田揚水組合 いすみ市 7.0 53.0 32.0 － ○ ○

122380061 御嶽前 おんたけまえ 千葉県 いすみ市 行川1388 稲荷越揚水組合 いすみ市 2.0 14.0 0.9 －

122380062 札曽駒形第一
さつそうこまがただい
いち

千葉県 いすみ市 大野字駒形1077 大野下第１水利組合 いすみ市 5.4 77.0 3.0 － ○ ○

122380063 札曽駒形第二
さつそうこまがただい
に

千葉県 いすみ市 大野字駒形1052 大野下第１水利組合 光福寺 7.8 31.0 11.0 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

122380064 正保堰 しょうほせき 千葉県 いすみ市 大野1858-1 正保農業用水水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 4.5 29.0 15.0 ○ 令和2年02月14日

122380065 中尾 なかお 千葉県 いすみ市 岬町市野々字中尾410 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 4.4 45.0 4.0 －

122380066 観音堂 かんのんどう 千葉県 いすみ市 岬町岩熊観音堂2183 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 3.4 37.0 2.0 －

122380067 松作 まつさく 千葉県 いすみ市 岬町岩熊字松作733 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 4.6 76.0 2.0 － ○ ○

122380068 須賀留田 すがるた 千葉県 いすみ市 岬町岩熊字須賀留田346 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 3.3 56.0 2.0 － ○

122380069 七曲 ななまがり 千葉県 いすみ市 岬町岩熊字七曲3169 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 5.3 54.0 4.0 －

122380070 大堰 おおせき 千葉県 いすみ市 岬町桑田字堰谷477 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 7.1 106.0 40.0 － ○ ○

122380071 中堰 なかぜき 千葉県 いすみ市 岬町桑田字奥ノ谷481 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 6.0 58.0 8.0 － ○ ○

122380072 新堰 しんぜき 千葉県 いすみ市 岬町桑田字奥ノ谷479 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 4.2 43.0 4.0 － ○ ○

122380073 石安寺 せきあんじ 千葉県 いすみ市 岬町桑田字柳田1205 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 1.9 150.0 1.0 －

122380074 不入馬 まいらず 千葉県 いすみ市 岬町榎沢字不入馬2671 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 10.1 67.0 140.0 － ○ ○

122380075 鵜熊 うぐま 千葉県 いすみ市 岬町榎沢字新鵜熊1620 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 6.5 85.0 96.0 － ○

122380076 八幡 はちまん 千葉県 いすみ市 岬町榎沢字台1018 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 2.0 10.0 5.0 － ○ ○

122380077 榎谷 えのきやつ 千葉県 いすみ市 岬町谷上字西榎谷672 いすみ市古沢土地改良区 国 3.6 39.0 2.0 －

122380078 山田庄 やまだしょう 千葉県 いすみ市 岬町椎木字山田庄3133 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 3.4 44.0 2.0 －

122380079 藺田 いぐさだ 千葉県 いすみ市 岬町谷上字藺田92 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 3.2 87.0 6.0 －

122380080 龍前 りゅうまえ 千葉県 いすみ市
岬町椎木字椎出し2642－2
ほか

いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 2.7 144.0 5.0 － ○

122380081 二又 にまた 千葉県 いすみ市 岬町市野々字二又1656 いすみ市古沢土地改良区 市野々耕地整理組合 3.4 31.0 3.0 ○ 令和2年02月14日

122380082 蛭沢 ひるさわ 千葉県 いすみ市 岬町市野々字蛭沢1508 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 4.9 105.0 13.0 －

千葉県農林水産部耕地課 ページ No30/47



農業用ため池の名称及び所在地 農業用ため池の所有者等の名称 届出状況

ため池名称 堤高 堤頂長 総貯水量

ふりがな 都道府県名 市区、郡町村名 字・番地等 [m] [m] [千m3]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

所有者
届出済：○
対象外：－

届出日

千葉県 『農業用ため池データベース』
令和4年4月1日現在

ため池
データベース
コード番号

ため池の諸元 特定農業用
ため池の指定

※指定している場合
は指定日

防災重点
ため池の選定
※選定：○

防災重点農業用
ため池の指定
※指定：○

備考所在地
管理者

122380083 大堰谷 おおぜきやつ 千葉県 いすみ市 岬町市野々字大堰谷1076 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 3.8 39.0 3.0 －

122380084 乙鳥ヶ谷(大) つばめがやつ(だい) 千葉県 いすみ市 岬町岩熊乙鳥ヶ谷1553 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 7.8 130.0 67.0 － ○ ○

122380085 乙鳥ヶ谷(小) つばめがやつ(しょう) 千葉県 いすみ市 岬町岩熊乙鳥ヶ谷1558 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 2.8 93.0 1.0 － ○ ○

122380086 上尻 うえじり 千葉県 いすみ市 岬町谷上字上尻1285 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 6.4 47.0 1.0 －

122380087 若山 わかやま 千葉県 いすみ市 岬町谷上字滑谷1120 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 4.9 47.0 3.0 －

122380088 堰谷 せきやつ 千葉県 いすみ市 岬町谷上字堰谷1439 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 8.7 47.0 15.0 －

122380089 三戸川 みとがわ 千葉県 いすみ市 岬町谷上字宮ノ後1542 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 3.9 68.0 10.0 － ○ ○

122380090 不二坂 ふじざか 千葉県 いすみ市 岬町岩熊2525 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 2.7 41.0 1.6 － ○ ○

122380091 柳谷 やなぎやつ 千葉県 いすみ市 岬町岩熊3028 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 1.9 32.0 3.9 － ○

122380092 三崎 みさき 千葉県 いすみ市 岬町谷上419 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 3.5 36.0 1.3 － ○

122380093 外越 とごえ 千葉県 いすみ市 岬町椎木字外越3250 夷隅郡太東第二土地改良区 いすみ市 4.9 53.0 17.0 － ○ ○

122380094 椎木 しいぎ 千葉県 いすみ市 岬町椎木字椎木古谷2－1 夷隅郡太東第二土地改良区 いすみ市 3.8 354.0 633.0 － ○ ○

122380095 中原 なかはら 千葉県 いすみ市 岬町中原字鶴ヶ城4723 夷隅郡太東第二土地改良区 いすみ市 6.0 355.0 297.0 － ○ ○

122380096 浅間 あさま 千葉県 いすみ市 岬町中原字浅間前3769 夷隅郡太東第二土地改良区 いすみ市 2.8 10.0 14.0 － ○ ○

122380097 昭和 しょうわ 千葉県 いすみ市 岬町和泉字昭和671 夷隅郡太東第二土地改良区 国 4.0 200.0 68.0 － ○ ○

122380098 大正 たいしょう 千葉県 いすみ市 岬町和泉字大正2748 夷隅郡太東第二土地改良区 国 2.4 313.0 32.0 － ○

122380099 八幡小堰 はちまんこぜき 千葉県 いすみ市 岬町押日字原2272 夷隅川土地改良区 いすみ市 2.5 178.0 1.0 －

122380100 八幡大堰 はちまんおおぜき 千葉県 いすみ市 岬町押日字原2260 夷隅川土地改良区 いすみ市 2.8 82.0 6.0 －

122380101 山王 さんのう 千葉県 いすみ市 岬町押日字三角2852 夷隅川土地改良区 いすみ市 2.0 122.0 4.0 － ○ ○

122380102 椎木谷 しいのきやつ 千葉県 いすみ市 岬町中滝字新堰谷2155 夷隅川土地改良区 いすみ市 8.5 57.0 32.0 －

122380103 二の坪 にのつぼ 千葉県 いすみ市 岬町中滝字小峰2163 夷隅川土地改良区 いすみ市 2.6 43.0 11.0 － ○

122380104 大田久保 おおたくぼ 千葉県 いすみ市
岬町東小高字大田久保579
ほか

夷隅川土地改良区 国 5.6 42.0 7.0 －

122380105 牛ヶ谷堰 うしがやつぜき 千葉県 いすみ市 岬町嘉谷字牛ヶ谷1209 夷隅川土地改良区 いすみ市 4.5 49.0 9.0 － ○

122380106 不入 ふにゅう 千葉県 いすみ市 岬町嘉谷字三ッ合1126 夷隅川土地改良区 いすみ市 4.0 55.0 2.0 － ○

122380107 谷堀 やつほり 千葉県 いすみ市 岬町中滝81 夷隅川土地改良区 いすみ市 2.6 58.0 4.4 － ○

122380108 外越 そとごえ 千葉県 いすみ市 岬町井沢1556 夷隅川土地改良区 いすみ市 4.0 55.0 10.3 － ○

122380109 三門 みかど 千葉県 いすみ市 岬町三門554 夷隅川土地改良区 いすみ市 4.6 98.0 26.6 －
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122380110 沼理谷 ぬまりやつ 千葉県 いすみ市 岬町鴨根1640 夷隅川土地改良区 いすみ市 3.5 32.0 3.5 －

122380111 和泉ヶ谷下 いずみがやつしも 千葉県 いすみ市 岬町嘉谷字和泉ヶ谷945 嘉谷揚水組合 いすみ市 4.6 51.0 3.0 －

122380112 和泉ヶ谷上 いずみがやつかみ 千葉県 いすみ市 岬町嘉谷字堰谷954 嘉谷揚水組合 いすみ市 5.7 43.0 4.0 －

122380113 但馬谷 たじまやつ 千葉県 いすみ市 岬町嘉谷字但馬谷498 嘉谷揚水組合 いすみ市 3.7 77.0 4.0 － ○

122380114 順礼谷 じゅんれいやつ 千葉県 いすみ市 岬町鴨根字堰向1567 いすみ市 いすみ市 15.0 134.0 516.0 － ○ ○

122380115 長谷 ながやつ 千葉県 いすみ市 大原字長谷5075 いすみ市南大原土地改良区 不明 6.7 50.0 9.0 － 令和3年03月30日 ○ ○

122380116 大坪 おおつぼ 千葉県 いすみ市 大原字大坪谷4371 佐室用排水組合 いすみ市 7.0 75.0 22.0 － ○ ○

122380117 荒籠上 あらかごうえ 千葉県 いすみ市 大原字荒籠4994 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 3.7 70.0 7.0 － ○ ○

122380118 荒籠下 あらかごした 千葉県 いすみ市 大原字荒籠4882 いすみ市南大原土地改良区 いすみ市 5.6 92.0 12.0 － ○ ○

122380119 鋳物谷 いものやつ 千葉県 いすみ市 大原字上鋳物5029 いすみ市南大原土地改良区 いすみ市 4.9 32.0 2.0 －

122380120 根岸谷 ねぎしやつ 千葉県 いすみ市 大原字根岸谷6310 いすみ市南大原土地改良区 いすみ市 3.4 47.0 2.0 － ○

122380121 長岡 ながおか 千葉県 いすみ市 小沢字長岡323 いすみ市南大原土地改良区 いすみ市 2.7 47.0 1.0 － ○ ○

122380122 夕越 ゆうこし 千葉県 いすみ市 小沢字夕越3542 いすみ市南大原土地改良区 いすみ市 7.5 42.0 5.0 － ○

122380123 殿谷 とのやつ 千葉県 いすみ市 小沢字殿谷2859 いすみ市南大原土地改良区 いすみ市 6.1 39.0 5.0 － ○ ○

122380124 大谷 おおやつ 千葉県 いすみ市 小沢字大平2370 いすみ市南大原土地改良区 いすみ市 4.9 30.0 2.0 －

122380125 小沢谷 おざわやつ 千葉県 いすみ市 小沢字芳ヶ谷1983 いすみ市南大原土地改良区 小沢区 4.1 27.0 2.0 ○ 令和2年02月14日

122380126 谷詰 たにづめ 千葉県 いすみ市 小沢3742 いすみ市南大原土地改良区 いすみ市 5.1 21.0 4.9 － ○

122380127 一定 ひとさだ 千葉県 いすみ市 小沢1536 いすみ市南大原土地改良区 いすみ市 6.1 36.0 22.0 － ○

122380128 遅越 おそごえ 千葉県 いすみ市 釈迦谷字遅越1612 いすみ市東海土地改良区 いすみ市 5.7 9.0 5.0 － ○ ○

122380129 柿ノ木沢 かきのきさわ 千葉県 いすみ市 釈迦谷字一ノ谷1276 いすみ市東海土地改良区 いすみ市東海土地改良区 8.2 59.0 31.0 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

122380130 洞ヶ谷 どうがやつ 千葉県 いすみ市 釈迦谷字洞谷1479 いすみ市東海土地改良区 国 4.3 32.0 4.0 － ○

122380131 東西ノ谷 ひがしにしのやつ 千葉県 いすみ市 釈迦谷字東西ノ谷1423 いすみ市東海土地改良区 国 4.1 32.0 1.0 －

122380132 硯谷 すずりやつ 千葉県 いすみ市 釈迦谷字上硯谷1069 いすみ市東海土地改良区 いすみ市 9.0 62.0 2.0 －

122380133 一山見 いっさみ 千葉県 いすみ市 釈迦谷字一山見237－2 いすみ市東海土地改良区 いすみ市 4.8 34.0 4.0 － ○ ○

122380134 杉ノ谷 すぎのやつ 千葉県 いすみ市 新田1454 いすみ市東海土地改良区 いすみ市 6.3 51.0 18.4 － ○ ○

122380135 菅ノ谷 すげのやつ 千葉県 いすみ市 新田字菅ノ谷236 いすみ市東海土地改良区 国 5.9 38.0 6.0 －

122380136 沢道 さわみち 千葉県 いすみ市 新田字沢道970 いすみ市東海土地改良区 いすみ市 9.1 53.0 38.0 － ○ ○
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122380137 滝枕 たきまくら 千葉県 いすみ市 新田字上滝枕1340 いすみ市東海土地改良区 いすみ市東海土地改良区 8.2 44.0 31.0 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

122380138 七曲 ななまがり 千葉県 いすみ市 新田字七曲堰向1702-1 いすみ市東海土地改良区 いすみ市 5.6 40.0 9.0 － ○ ○

122380139 右坪谷 うつぼやつ 千葉県 いすみ市 新田字右坪谷3752 いすみ市東海土地改良区 いすみ市 6.2 67.0 4.0 － ○ ○

122380140 萱尻 かやじり 千葉県 いすみ市 新田字茅尻3929－2 いすみ市東海土地改良区 若山耕地整理組合 4.1 27.0 2.0 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

122380141 田井ノ谷 たいのたに 千葉県 いすみ市 若山字田井ノ谷2511 いすみ市東海土地改良区 いすみ市 6.7 102.0 42.0 － ○

122380142 大沢下 おおさわした 千葉県 いすみ市 日在字堰台2650 いすみ市東海土地改良区 いすみ市 9.2 69.0 23.0 － ○ ○

122380143 大沢中 おおさわなか 千葉県 いすみ市 日在字堰台2653 いすみ市東海土地改良区 いすみ市 4.0 53.0 9.0 － ○ ○

122380144 大沢上 おおさわかみ 千葉県 いすみ市 日在字堰台2652 いすみ市東海土地改良区 いすみ市 7.3 45.0 16.0 － ○ ○

122380145 大山新田 おおやましんでん 千葉県 いすみ市 日在字大山新田２６４０ いすみ市東海土地改良区 いすみ市 5.5 230.0 59.0 － ○ ○

122380146 関原 せはきら 千葉県 いすみ市 岩船字関原1600 岩船区 いすみ市 6.0 108.0 20.0 －

122380147 本地堂 ほんぢどう 千葉県 いすみ市 下布施字来た本地堂3300 いすみ市布施土地改良区 いすみ市 4.3 34.0 1.0 －

122380148 水神 すいじん 千葉県 いすみ市 上布施字水神下661 いすみ市布施土地改良区 いすみ市 7.2 63.0 6.0 －

122380149 大寺 おおてら 千葉県 いすみ市 下布施字大堰1876 いすみ市布施土地改良区 いすみ市 6.2 98.0 19.0 － ○ ○

122380150 笹籠 ささかご 千葉県 いすみ市 下布施字笹籠306 いすみ市布施土地改良区 いすみ市 3.9 23.0 1.0 － ○

122380151 大畑 おおはた 千葉県 いすみ市 下布施字硯谷774 いすみ市布施土地改良区 いすみ市 5.8 90.0 4.0 － ○ ○

122380152 名熊ダム なぐまだむ 千葉県 いすみ市 下布施字天道沢 いすみ市布施土地改良区 千葉県 13.0 125.0 201.0 － ○ ○

122380153 旗立 はたたて 千葉県 いすみ市 佐室字旗立1443 佐室用排水組合 いすみ市 8.0 42.0 27.0 － ○

122380154 大谷 おおたに 千葉県 いすみ市 佐室字大谷1481 佐室排水組合 いすみ市 3.2 26.0 1.0 －

122380155 小深谷 しょうふかや 千葉県 いすみ市 佐室字小深谷4 佐室排水組合 いすみ市 8.0 66.0 37.0 － ○ ○

122380156 萓落 かやおち 千葉県 いすみ市 沢部字萓落254 沢部排水組合 いすみ市 5.5 49.0 5.0 －

122380157 南谷 みなみたに 千葉県 いすみ市 沢部字下南谷228－1 部用排水組合 いすみ市 6.2 61.0 13.0 － ○

122380158 木戸ヶ谷 きどがたに 千葉県 いすみ市 長志字木戸口1618 長志下区 いすみ市 3.7 32.0 2.0 －

122380159 長谷口 ながやつぐち 千葉県 いすみ市 長志字多田羅沢1576-2 長志下区 いすみ市 4.8 115.0 8.0 － ○ ○

122380160 長谷上 ながやつかみ 千葉県 いすみ市 長志字長谷口1573 長志下区 いすみ市 4.2 35.0 2.0 － ○ ○

122380161 長谷下 ながやつしも 千葉県 いすみ市 長志字長谷口1574 長志下区 いすみ市 3.9 45.0 2.0 － ○ ○

122380162 大谷 おおやつ 千葉県 いすみ市 長志字堰谷384 長志上区 いすみ市 6.2 68.0 16.0 － ○

122380163 谷口 やつぐち 千葉県 いすみ市 長志字谷田174 長志上区 いすみ市 5.6 45.0 8.0 － ○

千葉県農林水産部耕地課 ページ No33/47



農業用ため池の名称及び所在地 農業用ため池の所有者等の名称 届出状況

ため池名称 堤高 堤頂長 総貯水量

ふりがな 都道府県名 市区、郡町村名 字・番地等 [m] [m] [千m3]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

所有者
届出済：○
対象外：－

届出日

千葉県 『農業用ため池データベース』
令和4年4月1日現在

ため池
データベース
コード番号

ため池の諸元 特定農業用
ため池の指定

※指定している場合
は指定日

防災重点
ため池の選定
※選定：○

防災重点農業用
ため池の指定
※指定：○

備考所在地
管理者

122380164 高田 たかだ 千葉県 いすみ市 高谷字台河242 高谷水利組合 いすみ市 1.5 235.0 5.0 －

122380165 台河下 だいかわした 千葉県 いすみ市 高谷字台河137 高谷水利組合 いすみ市 7.5 100.0 8.0 －

122380166 台河中 だいかわなか 千葉県 いすみ市 高谷字台河80 高谷水利組合 いすみ市 3.5 35.0 2.0 －

122380167 台河上 だいかわかみ 千葉県 いすみ市 高谷字台河77 高谷水利組合 いすみ市 5.0 43.0 1.0 －

122380168 蓮茄 はすなすび 千葉県 いすみ市 高谷字蓮茄1583 いすみ市高谷土地改良区 いすみ市 5.4 49.0 7.0 －

122380169 谷 たに 千葉県 いすみ市 新田野字大谷520 いすみ市新田野郷土地改良区 いすみ市 11.1 68.0 18.0 － ○ ○

122380170 中ノ谷 なかのやつ 千葉県 いすみ市 新田野505 いすみ市新田野郷土地改良区 いすみ市 6.2 40.0 3.3 －

122380171 前 まえ 千葉県 いすみ市 新田野字市原425 いすみ市新田野郷土地改良区 いすみ市 5.2 106.0 2.0 － ○ ○

122380172 池底 いけぞこ 千葉県 いすみ市 新田野字市原859 いすみ市新田野郷土地改良区 いすみ市 2.8 60.0 12.0 － ○ ○

122380173 尾ノ切 おのぎり 千葉県 いすみ市 細尾字尾ノ切440 いすみ市新田野郷土地改良区 いすみ市 4.4 35.0 2.0 －

122380174 下明正 しもみょうしょう 千葉県 いすみ市 山田字下明正31 いすみ市山田土地改良区 いすみ市 7.8 95.0 27.0 － ○ ○

122380175 城谷 しろたに 千葉県 いすみ市 山田字上城谷278 いすみ市山田土地改良区 いすみ市 7.0 36.0 2.0 －

122380176 小倉谷 おぐらやつ 千葉県 いすみ市 山田字小倉谷2985 いすみ市山田土地改良区 いすみ市 8.2 73.0 34.0 － ○ ○

122380177 御堂谷 みどうやつ 千葉県 いすみ市 山田字御堂谷2800 いすみ市山田土地改良区 いすみ市 4.9 44.0 1.0 －

122380178 唐川 からかわ 千葉県 いすみ市 山田字唐川3218 いすみ市山田土地改良区 いすみ市 5.3 30.0 2.0 － ○

122380179 小網谷 こあみたに 千葉県 いすみ市 山田字小網谷2135 いすみ市山田土地改良区 いすみ市 6.0 34.0 1.0 －

122380180 行司畑 ぎょうじばた 千葉県 いすみ市 山田字行司畑3849 いすみ市山田土地改良区 いすみ市 7.1 33.0 10.0 －

122380181 大門 だいもん 千葉県 いすみ市 山田字大門下4113－3 いすみ市山田土地改良区 いすみ市 6.3 35.0 10.0 － ○

122380183 東堰ノ谷 ひがしせきのやつ 千葉県 いすみ市 荻原字東堰ノ谷5145 不明 不明 2.4 24.0 1.8 －

122380184 宮の谷 みやのやつ 千葉県 いすみ市 深谷字宮ノ谷1769 夷隅中部土地改良区 ( 任意組合 又は 個人 ) 4.4 18.0 16.4 ○ 令和2年01月30日 ○

122380185 田中谷 たなかやつ 千葉県 いすみ市 字弥正字田中谷961 夷隅中部土地改良区 不明 3.6 36.2 1.8 ○ 令和2年02月14日

122380186 小倉堰 おぐらぜき 千葉県 いすみ市 国府台字小倉1287 横宿揚水組合 不明 3.0 36.3 2.5 ○ 令和2年02月14日

122380187 山口 やまぐち 千葉県 いすみ市 正立寺 正立寺区 不明 3.0 19.0 0.5 ○ 令和2年02月14日

122380188 源右エ門 げんえもん 千葉県 いすみ市 荻原字源右エ門4709 東谷農家組合 不明 2.6 34.0 1.2 ○ 令和2年02月14日

122380189 荒木根 あらきね 千葉県 いすみ市 大野字天ノ台3582 ( 任意組合 又は 個人 ) 不明 3.0 26.8 1.0 ○ 令和2年02月14日

122380190 行川谷 なめがわやつ 千葉県 いすみ市 大野字行川谷861 いすみ市 不明 3.8 7.4 1.9 －

122380191 院内 いんない 千葉県 いすみ市 大野字院内1094 ( 任意組合 又は 個人 ) 不明 2.2 20.6 0.9 ○ 令和2年02月14日
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122380192 月夜原 つきよばら 千葉県 いすみ市 大野字月夜原1896-4 ( 任意組合 又は 個人 ) 不明 1.4 25.4 0.6 ○ 令和2年02月14日

122380193 小佐部 こさぶ 千葉県 いすみ市 大原字小佐部谷11151 いすみ市 いすみ市 3.3 77.0 18.6 － ○

122380194 大日影 おおひかげ 千葉県 いすみ市 大原字大日影11099 いすみ市 いすみ市 1.1 44.3 1.2 － ○ ○

122380195 追越下 おいこしした 千葉県 いすみ市 大原字追越822 大井水利組合 いすみ市 5.0 31.7 8.8 － ○ ○

122380196 追越上 おいこしかみ 千葉県 いすみ市 大原字追越1720-1 大井水利組合 いすみ市 3.0 32.5 1.3 － ○ ○

122380197 兎谷下 うさぎやつした 千葉県 いすみ市 大原字京八谷2226 いすみ市 いすみ市 2.2 45.5 1.7 － ○

122380198 兎谷上 うさぎやつうえ 千葉県 いすみ市 大原字兎谷2261 いすみ市 いすみ市 2.4 20.8 1.1 － ○

122380199 大宿 だいしゅく 千葉県 いすみ市 大原字大宿7250 いすみ市 いすみ市 2.0 20.0 12.0 － ○ ○

122380200 上大宿 かみだいしゅく 千葉県 いすみ市 大原字上大宿7235 いすみ市 いすみ市 3.2 49.0 2.2 － ○ ○

122380201 房谷（坊谷） ぼうやつ 千葉県 いすみ市 大原台1060 小池水利組合 不明 4.0 39.6 4.3 ○ 令和2年02月14日

122380202 小谷 こたに 千葉県 いすみ市 小池字小谷1089-1 小池水利組合 不明 3.0 24.6 2.6 ○ 令和2年02月14日

122380203 大和田 おおわだ 千葉県 いすみ市 細尾字谷434 大和田水利組合 不明 2.4 32.5 2.0 ○ 令和2年02月14日

122380204 矢倉前 やぐらまえ 千葉県 いすみ市 大原字赤羽83 いすみ市 いすみ市 3.4 58.0 18.0 － ○ ○

122380205 坊ノ谷 ぼうのやつ 千葉県 いすみ市 大原字日暮6935 いすみ市 いすみ市 2.8 36.5 2.3 － ○ ○

122380206 辰ヶ谷 たつがやつ 千葉県 いすみ市 釈迦谷字辰ヶ谷412 いすみ市 いすみ市 2.8 27.8 1.2 － ○

122380207 西ノ谷 にしのやつ 千葉県 いすみ市 深堀字西ノ谷堰下505 深堀水利組合 不明 1.0 42.8 0.6 ○ 令和2年02月14日

122380208 六畝谷 ろくうねやつ 千葉県 いすみ市 小沢字六畝谷3682 沢崎水利組合 不明 3.0 27.9 1.3 ○ 令和2年02月14日

122380209 寺尾上 てらおかみ 千葉県 いすみ市 下布施字寺尾2658 町台水利組合 不明 2.3 14.8 1.0 ○ 令和2年02月14日

122380210 寺尾下 てらおしも 千葉県 いすみ市 下布施字寺尾2658 町台水利組合 不明 1.3 18.9 0.5 ○ 令和2年02月14日

122380211 小山台 おやまだい 千葉県 いすみ市 上布施字髭ノ谷730 押替水利組合 不明 2.2 25.3 0.7 ○ 令和2年02月14日

122380212 居野ノ谷 いののやつ 千葉県 いすみ市 上布施字居野谷2043 押替水利組合 不明 2.3 31.4 1.0 ○ 令和2年02月14日

122380213 長谷 はせ 千葉県 いすみ市 下布施字南蓮池1617 大寺利水組合 不明 2.0 31.7 1.3 ○ 令和2年02月14日

122380214 南和田谷 みなみわだやつ 千葉県 いすみ市 下布施字南和田谷1136 谷堀利水組合 不明 1.2 17.5 0.5 ○ 令和2年02月14日

122380215 西ノ谷 にしのたに 千葉県 いすみ市 大原 北寄瀬水利組合 不明 2.6 32.0 2.3 ○ 令和2年02月14日

122380216 勝間 かつま 千葉県 いすみ市 岬町岩熊字勝間3356 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 3.9 38.6 6.8 － ○ ○

122380217 峯崎下 みねさきしも 千葉県 いすみ市 岬町桑田字五島谷3290 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 8.1 36.4 21.3 － ○ ○

122380218 峯崎中堰 みねさきなかせき 千葉県 いすみ市 岬町桑田字五島谷3290 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 8.1 46.2 21.3 ○ 令和2年02月14日
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122380219 鶴沼 つるぬま 千葉県 いすみ市 岬町桑田字築道2472 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 0.8 76.0 0.8 － ○

122380220 金剛 こんごう 千葉県 いすみ市 岬町和泉字上ノ原403 夷隅郡太東第二土地改良区 いすみ市 1.5 10.0 3.0 － ○ ○

122380221 不動下 ふどうした 千葉県 いすみ市 岬町井沢字城根1195 夷隅川土地改良区 いすみ市 2.7 43.0 1.2 － ○

122380222 新堰 しんせき 千葉県 いすみ市 岬町和泉字新堰2675 不明 いすみ市 1.8 71.5 2.6 － ○

122380223 堰谷 せきやつ 千葉県 いすみ市 岬町榎沢字堰谷2243 いすみ市古沢土地改良区 不明 2.1 42.6 1.0 ○ 令和2年02月14日

122380224 峯崎上 みねさきかみ 千葉県 いすみ市 岬町桑田字部田3279 いすみ市古沢土地改良区 いすみ市 7.0 34.0 4.0 － ○ ○

122380225 下大谷上 しもおおやつかみ 千葉県 いすみ市 柿和田字下大谷70 柿和田用水組合 不明 4.2 11.2 0.6 ○ 令和2年02月14日

122390001 小中池 こなかいけ 千葉県 大網白里市 小中1746 小中川土地改良区 大網白里市 19.7 252.5 1014.0 － ○ ○

122390002 大谷池 おおたにいけ 千葉県 大網白里市 永田356 小中川土地改良区 大網白里市 3.1 118.5 15.0 －

122390003 小川池 おがわいけ 千葉県 大網白里市 大網3135 内谷区 大網白里市 3.5 64.7 6.2 －

122390004 前島池 まえじまいけ 千葉県 大網白里市 大網1955地先 前島区 大網白里市 3.7 70.0 18.9 － ○ ○

122390005 金谷池 かなやいけ 千葉県 大網白里市 金谷郷2092 金谷郷区 大網白里市 3.8 128.9 7.4 －

122390006 南玉池 みなみだまいけ 千葉県 大網白里市 池田742地先 南玉区、池田区 大網白里市 3.8 120.8 14.7 －

122390007 道端土池 みちばどいけ 千葉県 大網白里市 小中1264 小中川土地改良区 大網白里市 3.8 76.5 8.0 －

122390008 天神越池 てんじんこしいけ 千葉県 大網白里市 永田734 小中川土地改良区 大網白里市 3.0 92.5 8.7 －

122390009 オナ池 おないけ 千葉県 大網白里市 萱野710-2 萱野区 大網白里市 2.5 14.1 15.4 －

122390010 小西大谷池 こにしおおたにいけ 千葉県 大網白里市 小西567 小西区 大網白里市 4.6 74.0 10.0 －

122390011 桂山池 かつらやまいけ 千葉県 大網白里市 桂山1243 桂山区 大網白里市 1.9 117.1 20.0 －

122390012 四天木池 してんぎいけ 千葉県 大網白里市 四天木124 白里維持管理組合 大網白里市 3.8 757.1 24.0 －

122390013 柚木池 ゆずきいけ 千葉県 大網白里市 永田1210 大網白里市 大網白里市 3.0 100.0 3.8 －

122390014 道塚池 みちづかいけ 千葉県 大網白里市 大網3689-1 大網白里市 大網白里市 3.0 101.0 13.0 －

123290001 亀の子池 かめのこいけ 千葉県 印旛郡栄町 龍角寺 ( 任意組合 又は 個人 ) 龍角寺村中持 1.2 30.0 5.0 ○ 令和2年02月26日

123420001 古原溜池 こはらためいけ 千葉県 香取郡神崎町 古原 古原区 神崎町 1.0 150.0 0.1 －

123470001 佐野池 さのいけ 千葉県 香取郡多古町 喜多1052-5 喜多区（佐野） 個人共有 2.0 40.0 3.6 ○ 令和2年01月31日

123470003 細田池 ほそだいけ 千葉県 香取郡多古町 飯笹880 飯笹区 官有地 3.5 30.0 2.8 －

123470004 井野池 いのいけ 千葉県 香取郡多古町 喜多井野591-5 喜多区（井野） 個人共有 2.5 45.0 4.0 ○ 令和2年01月31日

123470005 大原池 おおばらいけ 千葉県 香取郡多古町 喜多1059-4 喜多区（大原） 個人共有 5.0 40.0 7.0 ○ 令和2年01月31日
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123490001 東今泉上堰
ひがしいまいずみかみ
ぜき

千葉県 香取郡東庄町 東今泉 東今泉区 東庄町 6.2 118.0 18.0 － ○ ○

123490002 東今泉下堰
ひがしいまいずみしも
ぜき

千葉県 香取郡東庄町 東今泉 東今泉区 東庄町 5.6 108.0 42.0 － ○ ○

123490003 石出２号堰 いしでにごうせき 千葉県 香取郡東庄町 石出 石出区 東庄町 4.1 80.0 22.0 － ○ ○

123490004 石出１号堰 いしでいちごうせき 千葉県 香取郡東庄町 石出 石出区 東庄町 8.9 100.0 30.0 － ○ ○

123490005 新宿堰 にいじゅくせき 千葉県 香取郡東庄町 新宿 新宿区 不明 8.7 130.0 23.0 ○ 令和1年11月28日 令和2年01月06日 ○ ○

123490007 八丁堰 はっちょうせき 千葉県 香取郡東庄町 夏目字虎ヶ崎3387-1 千葉県干潟土地改良区夏目支区 官有地 5.3 450.0 187.0 － ○ ○

123490008 青馬堰 おおませき 千葉県 香取郡東庄町 青馬字上関ノ上631 香取郡東庄町桁沼土地改良区 東庄町 5.7 131.3 65.0 －

123490009 小座堰 おざせき 千葉県 香取郡東庄町 小座 小座区 官有地 3.3 45.0 2.0 －

123490010 高部塙堰 たかべはなわせき 千葉県 香取郡東庄町 高部字塙447 香取郡東庄町桁沼土地改良区 官有地 3.6 110.0 4.0 －

123490011 高部新堰 たかべしんせき 千葉県 香取郡東庄町 高部字水神284 香取郡東庄町桁沼土地改良区 官有地 2.5 132.0 6.0 －

124030001 宮島池 みやじまいけ 千葉県
山武郡九十九里
町

田中荒生414－1
九十九里町 両総土地改良区中部支
部

九十九里町 2.7 820.0 47.0 －

124100002 小堤上の池 おんずみかみのいけ 千葉県 山武郡横芝光町 小堤782 小堤区 横芝光町 4.0 62.0 8.9 － ○ ○

124100003 小堤下の池 おんずみしものいけ 千葉県 山武郡横芝光町 小堤770-1 小堤区 横芝光町 4.3 101.5 7.3 － ○ ○

124100004 坂田池 さかたいけ 千葉県 山武郡横芝光町 坂田池1－1 横芝光町 横芝光町 4.4 120.0 190.0 － ○ ○

124100005 富下貯水池 とみしたちょすいち 千葉県 山武郡横芝光町 富下91-3 区 横芝光町 2.0 30.0 0.6 －

124210001 細田池 ほそだいけ 千葉県 長生郡一宮町 一宮8360 長生郡一宮町西部土地改良区 一宮町 3.4 108.0 13.0 － ○

124210002 親ノ谷池 おやのやついけ 千葉県 長生郡一宮町 一宮6997-1 他 長生郡一宮町西部土地改良区 一宮町 8.5 136.0 221.6 － ○ ○

124210003 柏谷池 かしわやついけ 千葉県 長生郡一宮町 一宮7418－1外 長生郡一宮町西部土地改良区 一宮町 4.6 100.0 11.0 －

124210004 大欠池 おおかけいけ 千葉県 長生郡一宮町 一宮6745外 長生郡一宮町東部土地改良区 一宮町 9.4 96.0 193.0 － ○ ○

124210005 二又池 ふたまたいけ 千葉県 長生郡一宮町 一宮6623外 長生郡一宮町東部土地改良区 一宮町 5.5 75.0 31.0 － ○ ○

124210006 洞庭湖２ どうていこ２ 千葉県 長生郡一宮町 一宮6157外 長生郡一宮町東部土地改良区 一宮町 5.1 160.0 62.0 － ○ ○

124210007 洞庭湖１ どうていこ１ 千葉県 長生郡一宮町 一宮6510 長生郡一宮町東部土地改良区 一宮町 4.1 107.0 49.0 － ○ ○

124210008 洞堰 ぼらせき 千葉県 長生郡一宮町 東浪見3639 長生郡一宮町東部土地改良区 一宮町 6.0 75.0 17.0 － ○ ○

124210009 軍荼利大堰 ぐんだりおおせき 千葉県 長生郡一宮町 東浪見3319 長生郡一宮町東部土地改良区 一宮町 15.1 106.0 306.0 － ○ ○

124210010 ホーロク堰 ほーろくせき 千葉県 長生郡一宮町 東浪見3402 長生郡一宮町東部土地改良区 一宮町 4.3 31.0 4.0 － ○ ○

124210011 弁天池(陽堰)
べんてんいけ(ようせ
き)

千葉県 長生郡一宮町 東浪見3453 長生郡一宮町東部土地改良区 一宮町 3.6 45.0 5.0 － ○ ○

124210012 亀池 かめいけ 千葉県 長生郡一宮町 東浪見3402 長生郡一宮町東部土地改良区 一宮町 5.9 63.0 4.0 － ○ ○
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124210013 雨竜湖 うりゅうこ 千葉県 長生郡一宮町 東浪見3082外 長生郡一宮町東部土地改良区 一宮町 15.0 110.0 264.0 － ○ ○

124210014 新堰 しんせき 千葉県 長生郡一宮町 綱田952外 綱田土地改良区共同施行 一宮町 6.3 43.0 7.0 －

124210015 オサンク堰 おさんくせき 千葉県 長生郡一宮町 綱田704 綱田土地改良区共同施行 一宮町 3.0 24.0 1.0 －

124210016 銭神堰 ぜにがみせき 千葉県 長生郡一宮町 綱田705 綱田土地改良区共同施行 一宮町 1.6 23.0 0.0 －

124210017 細田堰 ほそだせき 千葉県 長生郡一宮町 綱田742 綱田土地改良区共同施行 一宮町 3.5 38.0 1.0 － ○

124210018 葦堰 あしせき 千葉県 長生郡一宮町 綱田740 綱田土地改良区共同施行 一宮町 3.7 31.0 1.0 － ○

124210019 中ノ谷堰２ なかのやつせき２ 千葉県 長生郡一宮町 綱田562 綱田土地改良区共同施行 一宮町 2.4 24.0 1.0 － ○

124210020 中ノ谷堰１ なかのやつせき１ 千葉県 長生郡一宮町 綱田562 綱田土地改良区共同施行 一宮町 1.3 24.0 1.0 － ○

124220001 今堰 いませき 千葉県 長生郡睦沢町 上市場50 上市場用水組合 睦沢町 5.2 97.0 43.9 － ○ ○

124220003 堰端堰 せきはたせき 千葉県 長生郡睦沢町 川島740 川島用水組合 睦沢町 1.6 16.0 2.0 －

124220004 夫婦堰１ ふうふせきいち 千葉県 長生郡睦沢町 寺崎2399 寺崎区 睦沢町 2.7 34.0 41.7 － ○ ○

124220005 夫婦堰２ ふうふせきに 千葉県 長生郡睦沢町 寺崎2399 寺崎区 睦沢町 4.7 90.0 38.4 － ○ ○

124220006 長作堰 ながさくせき 千葉県 長生郡睦沢町 北山田426､431,433 富貴楽用水組合 睦沢町 4.9 23.0 4.4 － ○ ○

124220007 鋳物師堰 いものしせき 千葉県 長生郡睦沢町 北山田115－2 富貴楽用水組合 睦沢町 4.3 43.0 1.5 － ○

124220008 海名越堰 うなごえせき 千葉県 長生郡睦沢町 大谷木1170 長作ため池揚水組合 睦沢町 3.2 57.0 5.6 － ○

124220009 堰谷堰 せきやつせき 千葉県 長生郡睦沢町 大谷木1358－1 大谷木山田谷ため池揚水組合 睦沢町 3.3 77.0 77.0 － ○

124220010 長楽寺堰 ちょうらくじせき 千葉県 長生郡睦沢町 長楽寺1916－1 長楽寺用水組合 睦沢町 5.8 215.0 40.5 － ○ ○

124220011 森の谷堰 もりのやつせき 千葉県 長生郡睦沢町 佐貫2638 佐貫区 睦沢町 3.8 65.0 9.0 －

124220012 堰袋 せきぶくろ 千葉県 長生郡睦沢町 佐貫3495 佐貫区 睦沢町 3.7 30.0 1.0 －

124220013 河須ヶ谷堰 かわすがやせき 千葉県 長生郡睦沢町 河須ヶ谷317ほか 河須ヶ谷揚水組合 睦沢町 3.0 90.5 4.6 －

124220014 表堰 おもてせき 千葉県 長生郡睦沢町 下之郷1035 下之郷区 睦沢町 1.7 65.0 0.8 －

124220015 高塔堰 たかとうせき 千葉県 長生郡睦沢町 一宮7781－2 小滝揚水組合 一宮町 4.2 85.0 12.2 － ○ ○

124220016 二俣堰 ふたまたせき 千葉県 長生郡睦沢町 岩井461 岩井灌漑施設運営組合 睦沢町 4.6 57.0 3.1 －

124220017 表堰 おもてせき 千葉県 長生郡睦沢町 岩井621,625 岩井揚水組合 睦沢町 2.9 90.0 9.6 － ○ ○

124220018 小仏堰 こぼとけせき 千葉県 長生郡睦沢町 岩井1416 岩井灌漑施設運営組合 睦沢町 6.2 50.0 11.8 － ○ ○

124220019 尾張堰 おわりせき 千葉県 長生郡睦沢町 岩井1470 岩井灌漑施設運営組合 睦沢町 5.7 46.0 4.0 － ○

124220020 大坊谷堰 おおぼうやつせき 千葉県 長生郡睦沢町 下之郷424 下根方揚水組合 睦沢町 5.5 100.0 23.3 － ○ ○
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124220021 東谷堰１ ひがしやつせきいち 千葉県 長生郡睦沢町 下之郷884 下之郷区 睦沢町 3.0 34.0 0.3 －

124220022 東谷堰２ ひがしやつせきに 千葉県 長生郡睦沢町 下之郷884 下之郷区 睦沢町 3.9 64.0 14.9 －

124220023 入山津堰 いりやまつせき 千葉県 長生郡睦沢町 下之郷32 下之郷区 睦沢町 4.0 85.0 8.0 － ○

124220024 天ヶ谷堰 あまがやつせき 千葉県 長生郡睦沢町 上之郷1168 上之郷区 睦沢町 2.9 63.0 3.0 －

124220025 猿田の堰 さるたのせき 千葉県 長生郡睦沢町 上之郷730 上之郷区 睦沢町 5.4 66.0 21.9 － ○ ○

124220026 苗代谷の堰 なわしろやつのせき 千葉県 長生郡睦沢町 上之郷40ほか 上之郷区 睦沢町 2.2 55.0 1.5 －

124220027 女ヶ堰 おんながせき 千葉県 長生郡睦沢町 大上1998－2 上之郷区 睦沢町 6.6 278.0 93.0 － ○ ○

124220028 大猿田の堰 おおさるたのせき 千葉県 長生郡睦沢町 大上229 大上区 睦沢町 2.5 48.0 1.8 －

124220029 房谷堰 ぼうやつせき 千葉県 長生郡睦沢町 大上787 大上区 睦沢町 4.2 45.0 5.0 － ○ ○

124220030 碇堰１ いかりせきいち 千葉県 長生郡睦沢町 大上1602 大上区 睦沢町 6.2 60.0 10.7 － ○ ○

124220031 碇堰２ いかりせきに 千葉県 長生郡睦沢町 大上1606 大上区 睦沢町 4.3 40.0 1.0 － ○ ○

124220032 鑓水堰 やりみずせき 千葉県 長生郡睦沢町 大上2477 大上区 睦沢町 6.2 68.0 22.1 － ○ ○

124220033 高田谷堰 高田八席 千葉県 長生郡睦沢町 大上3044 大上区 睦沢町 4.7 80.0 8.0 －

124220034 城の内堰 しろのうちせき 千葉県 長生郡睦沢町 寺崎2843 寺崎区 睦沢町 4.0 40.0 0.9 －

124220035 表堰 おもてせき 千葉県 長生郡睦沢町 大谷木257 打越ため池揚水組合 睦沢町 3.1 55.0 1.5 － ○

124220036 関戸堰 せきどせき 千葉県 長生郡睦沢町 大谷木1561 関戸用水組合 睦沢町 1.7 30.0 0.0 － ○

124220037 小谷堰 こやつせき 千葉県 長生郡睦沢町 下之郷424 下之郷区 睦沢町 3.2 64.0 5.4 － ○ ○

124220038 大堰 おおせき 千葉県 長生郡睦沢町 大上1182 大上区 睦沢町 1.1 16.3 0.1 －

124220039 多ヶ谷堰 たがやつせき 千葉県 長生郡睦沢町 大上1257 大上区 睦沢町 2.0 30.0 0.3 －

124220040 睦沢ダム むつざわだむ 千葉県 長生郡睦沢町 妙楽寺2786-5 睦沢町 睦沢町 14.5 78.0 197.0 － ○ ○

124230001 向島堰 むかいじませき 千葉県 長生郡長生村 本郷7111－2外 両総土地改良区管理委員会高根支部 長生村 2.5 85.0 13.0 －

124230002 大関堰 おおぜきせき 千葉県 長生郡長生村 本郷字大関5294－57 両総土地改良区管理委員会高根支部 長生村 2.5 180.0 23.0 －

124230003 鵜沼堰 うぬませき 千葉県 長生郡長生村 七井土字鵜沼堰 七井土揚水組合 長生村 3.2 80.0 59.0 －

124230004 中将堰 ちゅうじょうせき 千葉県 長生郡長生村 金田字中将127－1 両総土地改良区管理委員会茂原支部 長生村 2.4 380.0 22.0 －

124260001 新坂溜池 にいざかためいけ 千葉県 長生郡長柄町 味庄1100 上味庄自治会 長柄町 2.1 50.0 2.0 －

124260002 神宿溜池 かみやどためいけ 千葉県 長生郡長柄町 上野59 上野庄自治会 長柄町 2.5 32.0 2.0 －

124260003 小山溜池 こやまためいけ 千葉県 長生郡長柄町 上野3-1 上野庄自治会 ( 任意組合 又は 個人 ) 2.0 36.0 1.0 ○ 令和2年01月30日
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124260004 セキ溜池 せきためいけ 千葉県 長生郡長柄町 船木94ほか 船木庄自治会 長柄町 4.8 35.0 4.0 － ○

124260005 宮ノ谷溜池 みやのやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 山根 飯尾自治会 長柄町 2.3 34.0 1.0 －

124260006 御古屋溜池 みこやためいけ 千葉県 長生郡長柄町 山根2003 飯尾自治会 長柄町 5.5 15.0 5.0 －

124260007 川板溜池 かわいたためいけ 千葉県 長生郡長柄町 力丸652 力丸自治会 長柄町 7.0 74.0 8.0 －

124260008 溝坂溜池 みぞざかためいけ 千葉県 長生郡長柄町 桜谷84 桜谷自治会 長柄町 2.7 60.0 7.0 －

124260009 関谷溜池 せきやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 力丸351 力丸自治会 長柄町 7.3 90.0 13.0 －

124260010 坊谷溜池 ぼうやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 桜谷908-2ほか 桜谷自治会 長柄町 3.7 57.0 4.0 －

124260011 向根溜池 むこうねためいけ 千葉県 長生郡長柄町 立鳥673 立鳥揚水組合 長柄町 4.8 70.0 4.0 －

124260012 方ヶ谷溜池 ほうがやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 桜谷1134 桜谷自治会 長柄町 2.2 49.0 2.0 －

124260013 小関谷溜池 こぜきやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 榎本733-1 榎本自治会 長柄町 6.9 109.0 7.0 －

124260014 平九朗溜池 へいくろうためいけ 千葉県 長生郡長柄町 徳増940 徳増自治会 長柄町 3.1 55.0 6.0 －

124260015 房谷溜池 ぼうやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 榎本570 榎本自治会 長柄町 2.6 125.0 13.0 －

124260016 陰谷溜池 かげやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 小榎本469ほか 小榎本自治会 長柄町 3.7 77.0 4.0 －

124260017 下谷溜池 しもやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 小榎本471ほか 小榎本自治会 長柄町 0.0 0.0 0.0 －

124260018 汲井谷溜池 くむいやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 立鳥1 立鳥自治会 長柄町 1.8 55.0 1.0 －

124260019 関谷溜池 せきやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 鴇谷1226 鴇谷東部水利組合 長柄町 3.3 50.0 4.0 －

124260020 上本郷溜池 かみほんごうためいけ 千葉県 長生郡長柄町 鴇谷1608 鴇谷東部水利組合 長柄町 3.3 28.0 2.0 －

124260021 大堰溜池 おおぜきためいけ 千葉県 長生郡長柄町 大津倉447 長柳自治会 長柄町 4.7 65.0 4.0 －

124260022 新堰溜池 にいぜきためいけ 千葉県 長生郡長柄町 田代372 田代自治会 長柄町 3.1 36.0 1.0 －

124260023 矢萩溜池 やはぎためいけ 千葉県 長生郡長柄町 鴇谷14-2 矢萩溜池揚水組合 長柄町 3.9 55.0 2.0 －

124260024 田代溜池 たしろためいけ 千葉県 長生郡長柄町 田代547 田代自治会 長柄町 4.7 53.0 2.0 －

124260025 田ノ谷溜池 たのやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 高山769 高山自治会 長柄町 3.6 38.0 2.0 －

124260026 東堰溜池 ひがしぜきためいけ 千葉県 長生郡長柄町 高山784 高山自治会 長柄町 3.0 20.0 0.0 －

124260027 日ノ宮溜池 ひのみやためいけ 千葉県 長生郡長柄町 大津倉1153 日の宮自治会 長柄町 2.3 42.0 2.0 －

124260028 須合谷溜池 すごうやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 高山435 高山自治会 長柄町 2.3 46.0 3.0 －

124260029 近江谷溜池 おうみやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 高山253 高山自治会 長柄町 5.0 48.0 2.0 －

124260030 稚児堰溜池 ちごぜきためいけ 千葉県 長生郡長柄町 大庭916-1 大庭自治会 長柄町 3.5 51.0 6.0 －
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124260031 北谷溜池 きたやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 徳増1054 徳増自治会 長柄町 2.4 58.0 1.5 －

124260032 小堰溜池 こぜきためいけ 千葉県 長生郡長柄町 大津倉422 長柳自治会 長柄町 2.1 48.0 1.0 －

124260033 谷堀谷溜池 やつぼりやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 大津倉673 日の宮自治会 長柄町 1.7 38.0 0.7 －

124260034 富士谷溜池 ふじやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 大津倉707 日の宮自治会 長柄町 2.2 39.0 1.8 －

124260035 南谷溜池 みなみやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 大津倉1378 日の宮自治会 長柄町 2.2 39.0 1.8 － ○

124260036 奥野谷溜池 おくのやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 高山122 高山自治会 長柄町 1.8 31.0 0.2 －

124260037 山川堰溜池 やまかわぜきためいけ 千葉県 長生郡長柄町 長柄山 長柄山自治会 長柄町 2.1 30.0 0.0 －

124260038 間ノ竹溜池 まのたけためいけ 千葉県 長生郡長柄町 大津倉1265 不動自治会 不明 2.0 43.0 0.5 ○ 令和2年01月30日

124260039 節ヶ谷溜池 せつがやつためいけ 千葉県 長生郡長柄町 高山109-1 ( 任意組合 又は 個人 ) 不明 2.4 22.0 0.1 ○ 令和2年01月30日

124270001 神曽堰 かみそせき 千葉県 長生郡長南町 岩川884 岩川農家組合 長南町 5.0 70.0 10.0 － ○

124270002 桐木谷堰 きりぎやつせき 千葉県 長生郡長南町 本台283 本台農家組合 長南町 2.5 48.0 2.7 －

124270003 関谷堰 せきやつせき 千葉県 長生郡長南町 本台33 本台農家組合 長南町 2.7 36.0 1.4 － ○ ○

124270004 米満堰 よねみちせき 千葉県 長生郡長南町 米満373 米満水利組合 長南町 2.3 176.0 28.7 － ○ ○

124270005 大谷堰 おおやつせき 千葉県 長生郡長南町 今泉16 今泉水利組合 長南町 3.7 49.0 4.8 －

124270006 西谷堰 にしやつせき 千葉県 長生郡長南町 棚毛1207 棚毛農家組合 長南町 10.7 48.0 1.4 －

124270007 大堰 おおせき 千葉県 長生郡長南町 棚毛893 棚毛農家組合 長南町 7.2 75.0 14.0 －

124270008 関ノ谷堰 せきのやつせき 千葉県 長生郡長南町 又富771 又富農家組合 長南町 11.0 82.0 15.4 －

124270009 三川谷堰 みかわやつせき 千葉県 長生郡長南町 千田1721 下千田水利組合 長南町 3.7 39.0 1.0 －

124270010 関頭堰 せきがしらせき 千葉県 長生郡長南町 千田857 下千田水利組合 長南町 3.0 56.0 3.5 －

124270011 井山堰 いやませき 千葉県 長生郡長南町 千田619 下千田水利組合 長南町 4.4 50.0 2.7 －

124270012 池谷堰 いけやつせき 千葉県 長生郡長南町 千田15 下千田水利組合 長南町 2.9 72.0 2.4 － ○ ○

124270013 嶋貫堰 しまぬきせき 千葉県 長生郡長南町 長南995 三途台農家組合 長南町 8.9 61.0 10.0 －

124270014 弁天谷堰 べんてんやつせき 千葉県 長生郡長南町 笠森222 笠森農家組合 長南町 2.6 25.0 1.3 － ○

124270015 長色堰 ながいろせき 千葉県 長生郡長南町 笹森622 笠森農家組合 長南町 1.9 33.0 0.7 －

124270016 大谷堰 おおやつせき 千葉県 長生郡長南町 深沢537 深沢農家組合 長南町 5.4 55.0 5.6 －

124270018 法華谷堰 ほっけやつせき 千葉県 長生郡長南町 坂本4529 法華農家組合 長南町 2.3 46.0 1.2 －

124270019 駒込堰 こまごめせき 千葉県 長生郡長南町 坂本4135 中正農家組合 長南町 2.2 55.0 2.2 －
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124270020 宮本堰 みやもとせき 千葉県 長生郡長南町 坂本308 宮本農家組合 長南町 3.0 71.0 6.3 －

124270021 船戸堰 ふなどせき 千葉県 長生郡長南町 坂本1220 坂本編入区 長南町 2.6 47.0 4.1 －

124270022 中谷堰 なかやつせき 千葉県 長生郡長南町 坂本2533 不動 農家組合 長南町 3.6 53.0 3.8 －

124270023 赤井星堰 あかいぼしせき 千葉県 長生郡長南町 坂本3147 坂本圃場整備組合 長南町 3.1 61.0 10.8 －

124270024 城谷堰 じょうやつせき 千葉県 長生郡長南町 長南1671 三交水利組合 長南町 4.4 51.0 13.2 － ○

124270025 沢堰 さわせき 千葉県 長生郡長南町 芝原2946 長生郡長南町東部土地改良区 長南町 6.9 46.5 4.2 －

124270026 久原堰 くばらせき 千葉県 長生郡長南町 豊原1839 長生郡長南町東部土地改良区 長南町 5.4 74.0 8.5 － ○

124270027 御所谷堰 ごしょやつせき 千葉県 長生郡長南町 豊原1385 西湖水利組合 長南町 4.7 81.5 9.9 － ○ ○

124270028 大鍛冶谷堰 おおかじやつせき 千葉県 長生郡長南町 豊原1252 西湖水利組合 長南町 3.3 64.0 4.5 －

124270029 房谷堰 ぼうやつぜき 千葉県 長生郡長南町 芝原3035 長生郡長南町東部土地改良区 長南町 3.3 44.0 1.6 － ○ ○

124270030 八坂堰 やさかせき 千葉県 長生郡長南町 芝原1702 長生郡長南町東部土地改良区 長南町 3.9 55.0 5.3 － ○

124270031 瓜房谷堰 うりぼうやつせき 千葉県 長生郡長南町 芝原1654－2 長生郡長南町東部土地改良区 長南町 4.1 60.0 2.4 －

124270032 八之谷堰 はちのやつせき 千葉県 長生郡長南町 芝原37 長生郡長南町東部土地改良区 長南町 6.5 125.0 51.8 － ○ ○

124270033 新堰 しんせき 千葉県 長生郡長南町 地引858 長生郡長南町東部土地改良区 長南町 4.5 64.0 2.1 － ○

124270034 給田堰 きゅうでんせき 千葉県 長生郡長南町 給田443 給田農家組合 長南町 4.6 100.0 32.4 － ○ ○

124270035 針ヶ谷堰 はりがやつせき 千葉県 長生郡長南町 豊原242 長生郡長南町東部土地改良区 長南町 1.7 43.0 0.6 －

124270036 西谷堰 にしやつせき 千葉県 長生郡長南町 豊原24 葛田農家組合 長南町 4.8 38.5 5.4 －

124270037 中原堰 なかはらせき 千葉県 長生郡長南町 中原177 中原農家組合 長南町 5.1 53.0 8.6 － ○ ○

124270038 滝ノ谷堰 たきのやつせき 千葉県 長生郡長南町 報恩寺198 報恩寺区 長南町 3.0 42.0 1.7 －

124270039 稲敷堰 いなしきせき 千葉県 長生郡長南町 報恩寺267 報恩寺第１揚水組合 長南町 4.3 22.5 0.5 － ○

124270040 笹郷堰 ささごうせき 千葉県 長生郡長南町 報恩寺542－1 報恩寺第２揚水組合 長南町 4.9 34.0 1.4 － ○

124270041 柳谷堰 やなぎやつせき 千葉県 長生郡長南町 報恩寺598 報恩寺区 長南町 7.2 36.0 1.6 －

124270042 狐谷堰 きつねやつせき 千葉県 長生郡長南町 茗荷沢574 茗荷沢区 長南町 2.5 52.0 4.6 － ○

124270044 前坂堰 まえさかせき 千葉県 長生郡長南町 小沢653 上小沢農家組合 長南町 4.7 50.0 3.8 － ○

124270045 富士沢堰 ふじさわせき 千葉県 長生郡長南町 佐坪391 (株)グリーンヴィスタゴルフクラブ (株)グリーンヴィスタゴルフクラブ 0.0 0.0 0.0 －

124270046 堰上堰 せきうえせき 千葉県 長生郡長南町 佐坪743 中組農家組合 長南町 3.3 48.0 4.4 － ○

124270047 堰下堰 せきしたせき 千葉県 長生郡長南町 水沼1223 楓谷農家組合 長南町 2.9 36.0 2.4 －
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124270048 瓜谷堰 うりやつぜき 千葉県 長生郡長南町 芝原2820 瓜谷農家組合 長南町 3.5 52.0 4.1 － ○

124270049 古堰 ふるぜき 千葉県 長生郡長南町 地引930 長生郡長南町東部土地改良区 長南町 2.7 34.0 0.8 －

124270050 場ヶ谷堰 じょうがやつぜき 千葉県 長生郡長南町 小沢211 中乃台２農家組合 長南町 2.8 46.5 0.8 －

124270051 西谷堰 にしやつぜき 千葉県 長生郡長南町 長南1345 西谷水利組合 長南町 2.5 31.0 0.9 － ○

124270052 鈴木堰 すずきぜき 千葉県 長生郡長南町 長南817 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 2.9 19.0 0.6 ○ 令和2年01月31日

124270053 三川堰 みかわぜき 千葉県 長生郡長南町 今泉97 今泉水利組合 長南町 2.4 38.0 2.3 －

124270054 三町ヶ谷堰 さんちょうがやつぜき 千葉県 長生郡長南町 棚毛195 棚毛農家組合 長南町 2.1 68.0 1.8 － ○

124270055 焦山堰 しょうざんぜき 千葉県 長生郡長南町 棚毛528 棚毛農家組合 長南町 1.6 38.0 0.6 －

124270056 居谷堰 いやつぜき 千葉県 長生郡長南町 棚毛944 棚毛農家組合 長南町 2.3 36.0 1.5 －

124270057 美猛堰 みもうぜき 千葉県 長生郡長南町 笹森62 笠森農家組合 長南町 0.5 31.0 0.0 －

124270059 小判成堰 こばんなりせき 千葉県 長生郡長南町 小沢338 中之台２水利係 長南町 1.4 37.0 0.5 － ○

124270060 八幡堰 やわたせき 千葉県 長生郡長南町 小沢237 中之台１水利係 長南町 2.6 53.0 2.6 － ○

124270061 南谷堰１ みなみやつせきいち 千葉県 長生郡長南町 坂本1730-1,-5 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 1.5 45.0 0.2 －

124270062 南谷堰２ みなみやつせきに 千葉県 長生郡長南町 坂本1730-3 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 1.1 20.0 0.2 －

124270063 武田堰 たけだせき 千葉県 長生郡長南町 長南1898-3 ( 任意組合 又は 個人 ) 大林寺 2.8 30.0 0.4 ○ 令和2年01月31日 ○

124270064 大林寺 だいりんじ 千葉県 長生郡長南町 長南1904-2 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 2.4 61.0 0.7 ○ 令和2年01月31日

124270065 酒井 さかい 千葉県 長生郡長南町 蔵持194-1 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 2.1 22.0 0.1 ○ 令和2年01月31日

124270066 三橋堰 みつはしせき 千葉県 長生郡長南町 今泉652-1 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 1.7 47.0 0.8 ○ 令和2年01月31日

124270067 岩瀬堰 いわせせき 千葉県 長生郡長南町 笠森97-1 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 2.5 18.0 0.1 －

124270068 石川堰 いしかわせき 千葉県 長生郡長南町 深沢37-1 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 1.8 16.0 0.0 ○ 令和2年01月31日 ○

124270069 岩撫堰 いわなでせき 千葉県 長生郡長南町 岩撫340 岩撫区 長南町 1.8 48.0 0.5 －

124410001 川田 かわだ 千葉県 夷隅郡大多喜町 横山字蛭谷1593 横山区 大多喜町 12.8 44.0 22.0 －

124410002 寺の谷 てらのやつ 千葉県 夷隅郡大多喜町 小土呂33・34・36 小土呂揚水組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 5.2 34.0 2.3 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

124410003 荒関 あらぜき 千葉県 夷隅郡大多喜町 小土呂字荒関383ほか 小土呂揚水組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 6.6 42.0 5.0 ○ 令和2年01月30日 ○

124410004 白谷 しらや 千葉県 夷隅郡大多喜町 猿稲216 下ノ原耕地組合 大多喜町 3.5 18.0 7.1 － ○ ○

124410005 田丁茅野谷 たまちかやのやつ 千葉県 夷隅郡大多喜町 田丁字茅野谷217 泉水田丁水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 9.5 34.0 12.0 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

124410006 正元谷 せいげんやつ 千葉県 夷隅郡大多喜町 泉水526 泉水田丁水利組合 官有地 5.5 39.0 4.3 － ○ ○
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124410007 堂之谷上 どうのやつうえ 千葉県 夷隅郡大多喜町 泉水字堂谷459 泉水田丁水利組合 官有地 5.0 32.0 4.0 － ○ ○

124410008 堂之谷下 どうのやつした 千葉県 夷隅郡大多喜町 泉水字堂谷450 泉水田丁水利組合 官有地 6.7 37.0 12.0 － ○ ○

124410009 城山 じょうやま 千葉県 夷隅郡大多喜町 大多喜字久半谷486-1 泉水田丁水利組合 大多喜町 12.2 30.0 15.0 －

124410010 中の谷 なかのやつ 千葉県 夷隅郡大多喜町 黒原501-1 ( 任意組合 又は 個人 ) 黒原耕地整理組合 6.5 26.0 3.0 ○ 令和2年02月21日

124410011 関藤 せきふじ 千葉県 夷隅郡大多喜町 大戸字関藤698 大戸水利組合 官有地 9.8 44.0 20.0 － ○ ○

124410012 普通川 ふつうがわ 千葉県 夷隅郡大多喜町 平沢字佛沢1746 夷隅郡大多喜町普通川土地改良区 ( 任意組合 又は 個人 ) 9.0 67.0 19.0 ○ 令和2年02月21日

124410013 井戸谷 いどやつ 千葉県 夷隅郡大多喜町 田代358 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 7.0 29.0 3.3 ○ 令和2年02月21日

124410014 関谷新堰 せきやつしんぜき 千葉県 夷隅郡大多喜町 笛倉378-7 平塚水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 11.0 46.0 10.6 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

124410015 有馬池 ありまいけ 千葉県 夷隅郡大多喜町 葛藤字上屋沢751-1 葛藤水利組合 官有地 6.7 50.0 23.0 －

124410016 赤清水 あかしみず 千葉県 夷隅郡大多喜町 筒森国有林内 会所水利組合 国 9.8 32.0 32.0 －

124410017 南山 みなみやま 千葉県 夷隅郡大多喜町 平沢1129-8 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 3.5 16.0 1.6 ○ 令和2年01月30日 ○

124410018 岩や いわや 千葉県 夷隅郡大多喜町 平沢1554 ( 任意組合 又は 個人 ) (株)ｱｺｰﾃﾞｨｱAH11 8.0 21.0 6.7 ○ 令和2年02月21日

124410019 茗荷沢 みょうがさわ 千葉県 夷隅郡大多喜町 小土呂字茗荷沢1160 小土呂揚水組合 千葉県 5.5 59.0 14.0 － ○ ○

124410020 四ッ縄 よつなわ 千葉県 夷隅郡大多喜町 下大多喜字四ッ縄1020 夷隅郡大多喜町下大多喜土地改良区 官有地 2.6 74.0 12.0 － ○ ○

124410021 稲附 いねつけ 千葉県 夷隅郡大多喜町 下大多喜字稲附1513 夷隅郡大多喜町下大多喜土地改良区 官有地 8.4 113.0 70.0 － ○ ○

124410022 西谷 にしやつ 千葉県 夷隅郡大多喜町 下大多喜字上西谷2203ほか 田代水利組合 官有地、上瀑村土地改良区 7.3 70.0 24.0 －

124410023 大谷 おおやつ 千葉県 夷隅郡大多喜町 下大多喜字大谷2436 田代水利組合 官有地 6.1 45.0 6.0 －

124410024 桂貫 かつらぬき 千葉県 夷隅郡大多喜町 下大多喜字桂貫2456 田代水利組合 官有地 12.0 90.0 6.0 －

124410025 新堰 しんぜき 千葉県 夷隅郡大多喜町 森宮字大谷524 森宮農家組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 3.1 40.0 9.2 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

124410026 小堰谷 こせきやつ 千葉県 夷隅郡大多喜町 森宮字小堰谷501 森宮農家組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 4.4 36.0 2.7 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

124410027 後堰 うしろせき 千葉県 夷隅郡大多喜町 森宮字向谷516 森宮農家組合 官有地 4.0 56.0 7.0 － ○ ○

124410028 菅ノ尻 すげのしり 千葉県 夷隅郡大多喜町 三又字菅ノ尻890 夷隅郡大多喜町三又土地改良区 官有地 7.4 44.0 4.0 －

124410029 鴻巣 こうのす 千葉県 夷隅郡大多喜町 三又字新道1620 夷隅郡大多喜町三又土地改良区 夷隅郡大多喜町三又土地改良区 9.0 34.0 18.0 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

124410030 新道 しんどう 千葉県 夷隅郡大多喜町 久我原1571-30 夷隅郡大多喜町三又土地改良区 官有地 14.6 28.0 13.1 －

124410031 島廻り しまめぐり 千葉県 夷隅郡大多喜町 小谷松字島廻475 小谷松土地改良 ( 任意組合 又は 個人 ) 17.4 55.0 22.0 ○ 令和2年01月30日 ○

124410032 桃の井沢 もものいざわ 千葉県 夷隅郡大多喜町 堀之内字桃井沢948-4 堀之内水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 11.7 65.0 65.0 ○ 令和2年02月21日

124410033 滝原 たきばら 千葉県 夷隅郡大多喜町 石神字鳶ヶ谷1477ほか 石神水利組合 総元第２耕地整理組合 10.0 43.0 3.0 ○ 令和2年02月21日
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124410034 越口 こいぐち 千葉県 夷隅郡大多喜町 下大多喜字上越口2991 田代水利組合 官有地 2.2 45.0 1.0 －

124410035 山ノ下 やまのした 千葉県 夷隅郡大多喜町 小谷松字山下645 小谷松土地改良 ( 任意組合 又は 個人 ) 2.2 24.0 1.0 ○ 令和2年02月21日

124410037 久保 くぼ 千葉県 夷隅郡大多喜町 西部田103 不明 不明 3.5 18.0 1.9 －

124410038 中里 なかざと 千葉県 夷隅郡大多喜町 上原581 不明 不明 5.5 40.0 4.5 － ○ ○

124410039 日の内場 ひのうちば 千葉県 夷隅郡大多喜町 三又1322-1 不明 不明 5.0 24.5 6.9 －

124410040 藤谷 ふじやつ 千葉県 夷隅郡大多喜町 笛倉377-2 不明 不明 10.0 40.0 18.0 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

124410041 小川 おがわ 千葉県 夷隅郡大多喜町 平沢 不明 官有地 9.0 84.0 26.0 －

124410042 穴の沢 あなのさわ 千葉県 夷隅郡大多喜町 田代941 不明 不明 13.2 25.0 18.6 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

124410043 大堰 おおせき 千葉県 夷隅郡大多喜町 庄司489-2 不明 不明 9.8 27.0 4.7 －

124410044 新堰 しんぜき 千葉県 夷隅郡大多喜町 庄司487-2 不明 ( 任意組合 又は 個人 ) 7.9 21.0 3.6 ○ 令和2年01月30日 ○

124410045 尾無し おなし 千葉県 夷隅郡大多喜町 平沢1575-4 ( 任意組合 又は 個人 ) 不明 2.8 21.0 1.2 ○ 令和2年02月21日

124410046 岩の谷 いわのやつ 千葉県 夷隅郡大多喜町 横山210 ( 任意組合 又は 個人 ) 不明 6.0 46.0 5.0 － ○ ○

124410047 蛇池谷 へびいけやつ 千葉県 夷隅郡大多喜町 桜台122 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 2.4 19.0 0.9 －

124410048 諏訪森 すわもり 千葉県 夷隅郡大多喜町 桜台156 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 4.0 23.0 2.7 ○ 令和2年02月21日

124410049 都台 みやこだい 千葉県 夷隅郡大多喜町 田代696-12 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 6.8 17.0 3.0 －

124410050 船渡 ふなわたり 千葉県 夷隅郡大多喜町 黒原520 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 3.9 18.0 1.5 ○ 令和2年01月30日 ○

124410051 猿田上 さるたうえ 千葉県 夷隅郡大多喜町 笛倉338 不明 官有地 2.2 27.0 1.9 － ○ ○

124410052 猿田下 さるたした 千葉県 夷隅郡大多喜町 笛倉338 不明 官有地 3.0 43.0 1.3 － ○ ○

124410053 堀田 ほった 千葉県 夷隅郡大多喜町 粟又285 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 4.4 23.0 2.1 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

124410054 駒廻場 こまめぐりば 千葉県 夷隅郡大多喜町 小田代414 小田代区長 官有地 1.7 19.0 0.6 － ○

124410055 ウッギョ うっぎょ 千葉県 夷隅郡大多喜町 平沢1628 不明 官有地 5.5 20.0 2.3 －

124410056 狐掘 きつねぼり 千葉県 夷隅郡大多喜町 平沢 狐掘水利組合 官有地 5.0 19.0 2.1 －

124410057 細尾 ほそお 千葉県 夷隅郡大多喜町 平沢980-3 細尾水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 6.0 17.0 2.7 －

124410058 深川 ふかがわ 千葉県 夷隅郡大多喜町 平沢1225 深川水利組合 官有地 3.5 19.0 1.3 －

124410059 荒山 あらやま 千葉県 夷隅郡大多喜町 平沢1584-3 ( 任意組合 又は 個人 ) ( 任意組合 又は 個人 ) 3.5 16.0 1.6 －

124410060 イチノ台 いちのだい 千葉県 夷隅郡大多喜町 平沢 イチノ台水利組合 不明 6.0 21.0 2.8 －

124410061 上長坂 うえながさか 千葉県 夷隅郡大多喜町 平沢1458 ( 任意組合 又は 個人 ) 株式会社アコーディアＡＨ11 2.5 19.0 1.1 ○ 令和2年02月21日
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124410062 洲軽田 すがるた 千葉県 夷隅郡大多喜町 船子817 船子水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 0.0 0.0 28.9 ○ 令和2年01月30日 令和2年02月05日 ○ ○

124410063 八大龍王 不明 千葉県 夷隅郡大多喜町 田丁（不明） 泉水田丁水利組合 不明 5.8 49.5 12.0 －

124410064 後沢 不明 千葉県 夷隅郡大多喜町 弥喜用（不明） 弥喜用用水組合 不明 3.5 24.0 3.0 －

124410065 甲台 不明 千葉県 夷隅郡大多喜町 百鉾（不明） 庄司用水組合 不明 4.6 38.0 4.0 －

124410066 サク 不明 千葉県 夷隅郡大多喜町 庄司（不明） 庄司用水組合 不明 2.0 18.0 1.0 －

124410067 中之谷 なかのやつ 千葉県 夷隅郡大多喜町 黒原368 黒原用水組合 不明 6.5 24.5 3.0 －

124410068 殿名 とのな 千葉県 夷隅郡大多喜町 大田代（不明） 大田代水利組合 不明 2.0 15.0 1.7 －

124410069 笹倉 不明 千葉県 夷隅郡大多喜町 久我原（不明） 不明 不明 5.0 32.0 16.5 －

124410070 竹の谷 不明 千葉県 夷隅郡大多喜町 横山（不明） 横山水利組合 不明 5.0 46.0 2.7 －

124430001 鎌田 かまた 千葉県 夷隅郡御宿町 上布施字鎌田3059 上布施水利組合 御宿町 8.5 46.0 6.0 －

124430002 芝 しば 千葉県 夷隅郡御宿町 上布施字芝1455 下布施土地改良 御宿町 5.2 58.0 45.0 － ○ ○

124430003 石切場 いしきりば 千葉県 夷隅郡御宿町 高山田字棚下464 御宿中央水利組合 御宿町 7.0 41.0 13.0 － ○ ○

124430004 取打戸 とりうちど 千葉県 夷隅郡御宿町 高山田字取打戸1147 御宿中央水利組合 御宿町 9.0 48.0 10.0 － ○ ○

124430005 小金 こがね 千葉県 夷隅郡御宿町 御宿台1458 御宿中央水利組合 御宿町 16.3 106.0 141.0 － ○ ○

124430006 岩滝 いわたき 千葉県 夷隅郡御宿町 御宿台138-1 高山田水利組合 御宿町 15.8 113.0 188.0 － ○ ○

124430007 砂田 すなだ 千葉県 夷隅郡御宿町 須賀字岩ノ谷753 御宿地区水利組合 御宿町 2.2 48.0 1.0 － ○ ○

124430008 真常寺 しんじょうじ 千葉県 夷隅郡御宿町 上布施字小屋ノ谷1471 上布施水利組合 御宿町 7.3 45.0 11.0 － ○ ○

124430009 ハセキ はせき 千葉県 夷隅郡御宿町 高山田字ハセキ622 御宿中央水利組合 御宿町 5.6 47.0 8.0 － ○ ○

124430010 台畑 だいはたけ 千葉県 夷隅郡御宿町 七本字台畑44 台畑堰水利組合 御宿町 3.9 21.0 1.0 －

124430011 五霊 ごりょう 千葉県 夷隅郡御宿町 久保字五霊谷105-3 御宿中央水利組合 御宿町 1.6 32.6 0.6 －

124430012 二本木 にほぎ 千葉県 夷隅郡御宿町 久保字二本木802 不明 不明 3.7 34.7 1.9 － ○ ○

124430013 房谷 ぼうやつ 千葉県 夷隅郡御宿町 上布施字房谷2564 房谷堰水利組合 御宿町 1.6 33.4 0.6 －

124430014 兎谷 うさぎたに 千葉県 夷隅郡御宿町 上布施兎谷２５１０ 兎谷堰水利組合 不明 2.7 14.3 1.2 － ○

124430015 八十谷 やそたに 千葉県 夷隅郡御宿町 実谷字八十谷662 八十谷堰水利組合 不明 4.6 18.5 4.3 － ○

124630001 柳杭溜池 やなぎぐいためいけ 千葉県 安房郡鋸南町 上佐久間187-1 柳杭溜池組合 鋸南町 8.0 39.0 4.0 －

124630002 野の倉溜池 ののくらためいけ 千葉県 安房郡鋸南町 奥野の倉 保田地区農業集団協議会 保田地区農業集団協議会 8.9 51.0 35.0 ○ 令和2年01月28日 令和2年02月05日 ○ ○

124630003 井尻溜池 いじりためいけ 千葉県 安房郡鋸南町 井尻谷 大六耕地整理組合 大六耕地整理組合 5.6 50.0 15.0 ○ 令和2年02月07日

千葉県農林水産部耕地課 ページ No46/47



農業用ため池の名称及び所在地 農業用ため池の所有者等の名称 届出状況

ため池名称 堤高 堤頂長 総貯水量

ふりがな 都道府県名 市区、郡町村名 字・番地等 [m] [m] [千m3]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

所有者
届出済：○
対象外：－

届出日

千葉県 『農業用ため池データベース』
令和4年4月1日現在

ため池
データベース
コード番号

ため池の諸元 特定農業用
ため池の指定

※指定している場合
は指定日

防災重点
ため池の選定
※選定：○

防災重点農業用
ため池の指定
※指定：○

備考所在地
管理者

124630004 堀の内溜池 ほりのうちためいけ 千葉県 安房郡鋸南町 竜島9 鋸南町鋸南土地改良区 鋸南町 3.4 142.0 7.0 －

124630005 堤ヶ谷溜池 つつみがやつためいけ 千葉県 安房郡鋸南町 下佐久間1161 田町改良区 鋸南町 2.8 137.0 13.0 － ○

124630006 山の神溜池 やまのかみためいけ 千葉県 安房郡鋸南町 下佐久間 山の神堰管理組合 鋸南町 3.6 93.0 11.0 － ○

124630007 山田溜池 やまだためいけ 千葉県 安房郡鋸南町 下佐久間1832 山田堰水利組合 鋸南町 11.5 64.0 59.0 －

124630008 深沢溜池 ふかざわためいけ 千葉県 安房郡鋸南町 中佐久間 深沢堰組合 深沢堰組合 3.9 40.0 2.0 ○ 令和2年01月28日 ○

124630009 用井沢溜池 よういさわためいけ 千葉県 安房郡鋸南町 中佐久間 用井沢耕地整理組合 中佐久間用井沢耕地整理組合 5.4 48.0 8.0 ○ 令和2年01月28日 ○

124630010 岩瀬溜池 いわせためいけ 千葉県 安房郡鋸南町 上佐久間 岩瀬水利組合 ( 任意組合 又は 個人 ) 9.6 54.0 13.0 ○ 令和2年02月07日

124630012 鯛の浦溜池 鯛の浦溜池 千葉県 安房郡鋸南町 元名 不明 不明 6.0 30.5 1.5 ○ 令和2年02月07日

124630013 藤の木溜池 藤の木溜池 千葉県 安房郡鋸南町 元名 元名耕地整理組合 不明 4.3 26.0 1.5 ○ 令和2年02月07日

124630014 塚原溜池 塚原溜池 千葉県 安房郡鋸南町 中佐久間 不明 不明 3.5 70.0 2.5 ○ 令和2年02月07日

124630015 赤状溜池 赤状溜池 千葉県 安房郡鋸南町 中佐久間 不明 不明 5.6 127.0 2.9 ○ 令和2年02月07日

箇所数 1253 80 581 387
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