
津市防災重点ため池マップ一覧表

マップ図面番号：市町名+図面番号+整理番号で記載

ふりがな 都道府県名 市区、郡町村名

津市④-1 寺谷池 てらたにいけ 三重県 津市高野尾町 11.8 44,000 242010001

津市⑤-2 谷口池 たにぐちいけ 三重県 津市高野尾町 8.8 60,700 242010002

津市⑨-3 大沢池 おおさわいけ 三重県 津市大里窪田町 10.1 337,000 242010003

津市⑭-4 新池 しんいけ 三重県 津市一身田上津部田 7.4 136,500 242010004

津市⑰-6 南池 みなみいけ 三重県 津市片田志袋町 10.6 35,500 242010006

津市⑰-7 猿池 さるいけ 三重県 津市片田志袋町 9.8 30,000 242010007

津市⑯-8 赤ヶ谷池 あかがたにいけ 三重県 津市片田薬王寺町 8.8 4,200 242010008

津市⑰-9 奥出池 おくでいけ 三重県 津市片田志袋町 11.7 28,800 242010009

津市⑯-10 岩ヶ谷池 いわがたにいけ 三重県 津市片田久保町 10.4 6,500 242010010

津市⑰-11 下谷池 しただにいけ 三重県 津市片田久保町 5.8 7,000 242010011

津市㉓-12 岩田池 いわたいけ 三重県 津市岩田 9.2 136,300 242010013

津市㉓-13 二重池（下） にじゅういけ（しも） 三重県 津市垂水 7.9 51,600 242010015

津市⑲-14 榊原池 さかきばらいけ 三重県 津市榊原町 18.4 180,000 242010016

津市⑲-15 別所池 べっしょいけ 三重県 津市榊原町 10.5 33,500 242010017

津市⑳-16 舟ヶ谷池 ふながたにいけ 三重県 津市榊原町 8.1 36,100 242010018

津市⑯-17 楠放池 くつばなしいけ 三重県 津市榊原町 12.5 53,800 242010019

津市㉑-18 大鳥池 おおどりいけ 三重県 津市大鳥町 11.1 58,200 242010020

津市㉒-19 風早池 かざはやいけ 三重県 津市戸木町 10.7 502,000 242010021

津市⑤-20 長池 ながいけ 三重県 津市河芸町北黒田 6.0 21,900 242010022

津市⑩-21 浜田池 はまだいけ 三重県 津市河芸町浜田 5.0 42,000 242010023

津市⑥-22 新池 しんいけ 三重県 津市河芸町北黒田 3.6 2,700 242010024

津市①-23 才ヶ谷池 さよがたにいけ 三重県 津市芸濃町楠原 9.9 29,000 242010025

津市①-24 南山池 みなみやまいけ 三重県 津市芸濃町楠原 11.4 32,000 242010026

津市①-25 上新田池 かみしんでんいけ 三重県 津市芸濃町中縄 7.2 47,900 242010027

津市③-26 横山池 よこやまいけ 三重県 津市芸濃町椋本 7.7 537,000 242010028

津市①-27 二重池（弁天池） にじゅういけ（べんてんいけ） 三重県 津市芸濃町忍田 6.2 102,000 242010029

津市④-28 田野池 たのいけ 三重県 津市芸濃町萩野 6.2 105,000 242010030

津市⑯-29 大洞池 おおほらいけ 三重県 津市美里町五百野 8.9 24,200 242010031

津市⑯-30 護蛇谷池 ごじゃたにいけ 三重県 津市美里町足坂 7.4 5,400 242010032

津市⑮-31 山の谷池 やまのたにいけ 三重県 津市美里町桂畑 15.8 13,400 242010033

津市⑮-32 米山池 こめやまいけ 三重県 津市美里町桂畑 9.5 8,000 242010034

津市⑫-33 椋立池 むくりゅういけ 三重県 津市美里町家所 10.8 17,800 242010035

津市⑫-34 日南田池 ひなたいけ 三重県 津市美里町日南田 8.2 10,400 242010037

津市⑧-35 梅ケ谷池 うめがたにいけ 三重県 津市安濃町草生 4.8 37,000 242010038

津市⑦-36 上汁谷池 かみしるたにいけ 三重県 津市安濃町草生 11.1 8,100 242010039

津市⑬-37 井上池 いのうえいけ 三重県 津市安濃町中川 10.4 63,500 242010040

津市⑬-38 岩池 いわいけ 三重県 津市安濃町今徳 7.8 19,500 242010041

津市⑦-39 野口新池 のぐちしんいけ 三重県 津市安濃町野口 9.7 10,600 242010042

津市⑧-40 箕内池 みのうちいけ 三重県 津市安濃町戸島 8.2 70,900 242010043

津市⑧-41 杉の谷池 すぎのたにいけ 三重県 津市安濃町粟加 8.5 7,500 242010044

津市⑧-42 蛇谷池 じゃたにいけ 三重県 津市安濃町田端上野 3.3 41,000 242010045

津市㉕-43 西池 にしいけ 三重県 津市一志町井生 3.8 8,700 242010046

津市㉕-44 菖蒲谷池 しょうぶたにいけ 三重県 津市一志町井生 4.0 5,200 242010047

津市㉚-45 屋田池 やだいけ 三重県 津市一志町井生 4.0 12,200 242010048

津市㉛-46 矢畑池 やはたいけ 三重県 津市一志町井生 3.4 5,900 242010049
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津市㉖-47 山口池 やまぐちいけ 三重県 津市一志町大仰 13.8 49,500 242010050

津市㉗-48 新池 しんいけ 三重県 津市一志町八太 9.6 92,700 242010053

津市㉜-49 大沢池 おおさわいけ 三重県 津市一志町小山 9.1 63,500 242010054

津市㉜-50 片野池 かたのいけ 三重県 津市一志町片野 10.2 46,300 242010055

津市⑳-51 北谷池 きたたにいけ 三重県 津市白山町三ヶ野 8.7 86,600 242010056

津市⑳-52 一ノ口池 いちのくちいけ 三重県 津市白山町三ケ野 8.6 71,600 242010057

津市⑳-53 徳谷池 とくたにいけ 三重県 津市白山町三ヶ野 10.1 37,200 242010058

津市㉕-54 入野池 いりのいけ 三重県 津市白山町二本木 10.0 35,800 242010060

津市㉙-55 六郎石池 ろくろういしいけ 三重県 津市白山町山田野 9.6 64,100 242010062

津市㉙-56 奥六郎石池 おくろくろういしいけ 三重県 津市白山町山田野 9.9 37,900 242010063

津市㉔-57 釜土池 かまつちいけ 三重県 津市白山町八対野 12.9 64,000 242010064

津市㉕-58 白山池の谷池 はくさんいけのたにいけ 三重県 津市白山町南出 11.0 17,500 242010065

津市㉔-59 鍋ヶ洞池 なべがほらいけ 三重県 津市白山町稲垣 11.6 50,000 242010066

津市⑲-60 惣谷池 そうたにいけ 三重県 津市白山町上ﾉ村 15.0 340,000 242010067

津市⑳-61 須磨河内池 すまこうちいけ 三重県 津市白山町佐田 13.0 108,000 242010068

津市㉕-62 杉谷池 すぎたにいけ 三重県 津市白山町佐田 3.7 4,800 242010069

津市㊱-63 藤堂池 とうどういけ 三重県 津市美杉町三多気 7.1 5,700 242010071

津市④-64 六呂池 むつろいけ 三重県 津市高野尾町 6.3 22,300 242010073

津市⑤-65 才子田池 さいこだいけ 三重県 津市高野尾町 3.9 4,200 242010074

津市④-66 横沢池 よこさわいけ 三重県 津市高野尾町 3.8 63,000 242010075

津市⑨-67 新池 あたらしいけ 三重県 津市大里山室町 5.1 6,100 242010081

津市⑨-68 作田池 さくたいけ 三重県 津市大里睦合町 5.5 3,100 242010082

津市⑨-69 椋谷池 むくたにいけ 三重県 津市大里窪田町 8.0 12,100 242010083

津市⑨-70 上井池 うわいいけ 三重県 津市大里窪田町 7.5 18,600 242010084

津市⑨-71 嘉間池 かまいけ 三重県 津市大里窪田町 7.3 68,500 242010085

津市⑨-72 今井池 いまいいけ 三重県 津市一身田豊野 2.5 2,000 242010087

津市⑭-73 平湖池 ひらこいけ 三重県 津市一身田大古曽 5.5 18,400 242010091

津市⑭-74 西湖 さいこ 三重県 津市一身田上津部田 5.1 21,700 242010093

津市⑭-75 谷池 たにいけ 三重県 津市一身田上津部田 8.2 62,000 242010094

津市⑭-76 口池 くちいけ 三重県 津市一身田上津部田 4.8 18,000 242010095

津市⑰-77 大谷池 おおたにいけ 三重県 津市分部 4.7 2,000 242010099

津市⑬-78 赤坂池 あかさかいけ 三重県 津市分部 4.8 3,000 242010101

津市⑰-79 今池 いまいけ 三重県 津市分部 6.0 19,800 242010102

津市⑬-80 宮池 みやいけ 三重県 津市分部 5.1 4,800 242010103

津市⑰-81 殿広池 とのひろいけ 三重県 津市分部 3.0 12,400 242010105

津市⑰-82 中の谷池 なかのたにいけ 三重県 津市産品 4.5 9,400 242010107

津市⑰-83 菱坪池 ひしつぼいけ 三重県 津市産品 6.6 10,800 242010108

津市⑰-84 殿村池 とのむらいけ 三重県 津市殿村 5.0 62,000 242010109

津市⑯-85 新池 しんいけ 三重県 津市片田長谷町 6.9 5,100 242010110

津市⑰-86 古池 ふるいけ 三重県 津市片田長谷町 4.0 600 242010111

津市⑯-87 北谷池 きたたにいけ 三重県 津市片田薬王寺町 6.4 4,700 242010112

津市⑰-88 乳神池 ちじんいけ 三重県 津市片田志袋町 4.0 6,600 242010113

津市⑰-89 北池 きたいけ 三重県 津市片田志袋町 7.1 29,100 242010114

津市⑯-90 吹上池 ふきあげいけ 三重県 津市片田久保町 6.5 1,400 242010115

津市⑯-91 狐河池 きつねごいけ 三重県 津市片田久保町 4.8 2,700 242010116



津市防災重点ため池マップ一覧表

マップ図面番号：市町名+図面番号+整理番号で記載

ふりがな 都道府県名 市区、郡町村名

マップ図面
番号

ため池名称
所在地 堤高

（ｍ）
総貯水量
（ｍ3）

ため池
データベース
コード番号

津市㉒-92 膝福池 ひざふくいけ 三重県 津市片田久保町 8.7 42,600 242010118

津市⑰-93 新池 しんいけ 三重県 津市片田田中町 7.5 22,500 242010123

津市⑰-94 松林池（上） まつばやしいけ（かみ） 三重県 津市片田田中町 7.1 15,000 242010124

津市⑰-95 松林池（下） まつばやしいけ（しも） 三重県 津市片田田中町 6.6 16,000 242010125

津市⑰-96 前池 まえいけ 三重県 津市片田長谷場町 3.6 1,800 242010129

津市㉒-97 赤池 あかいけ 三重県 津市野田 4.0 37,800 242010130

津市㉒-98 池尻池 いけじりいけ 三重県 津市野田 4.4 22,300 242010131

津市㉓-99 大釜池 おがまいけ 三重県 津市神戸 6.4 93,400 242010135

津市㉓-100 新池 しんいけ 三重県 津市神戸 6.4 60,600 242010136

津市㉓-101 元井池 もったいいけ 三重県 津市半田 2.7 4,700 242010137

津市⑱-102 尺目池 しゃくめいけ 三重県 津市半田 2.9 9,800 242010138

津市㉓-103 釜ヶ谷池 かまがたにいけ 三重県 津市半田 5.2 15,000 242010140

津市㉓-104 二重池（上） にじゅういけ(かみ) 三重県 津市垂水 5.0 16,200 242010141

津市⑲-106 吉原池 よしはらいけ 三重県 津市榊原町 5.1 12,000 242010146

津市⑳-107 六田池 ろくたいけ 三重県 津市榊原町 8.0 15,700 242010147

津市⑳-108 釜谷池 かまたにいけ 三重県 津市榊原町 9.3 23,900 242010148

津市⑳-109 古井谷池 ふるたいけ 三重県 津市榊原町 4.4 27,800 242010149

津市⑳-110 丸ヶ谷池 まるがたにいけ 三重県 津市榊原町 8.2 51,800 242010150

津市⑮-111 西谷池 にしたにいけ 三重県 津市榊原町 5.9 3,700 242010151

津市⑯-112 北山池 きたやまいけ 三重県 津市榊原町 8.8 26,300 242010152

津市⑯-113 坊ヶ谷池 ぼうがたにいけ 三重県 津市稲葉町 8.7 20,000 242010154

津市㉑-114 藤谷池 ふじたにいけ 三重県 津市稲葉町 9.9 22,800 242010155

津市㉑-115 大鳥新池 おおどりしんいけ 三重県 津市大鳥町 7.3 10,900 242010156

津市㉑-116 掃下池 はきおろしいけ 三重県 津市稲葉町 4.3 2,600 242010157

津市㉑-117 一色新池 いっしきしんいけ 三重県 津市久居一色町 6.6 10,700 242010158

津市㉑-118 一色池 いっしきいけ 三重県 津市久居一色町 3.6 5,600 242010159

津市㉑-119 戸塚上池 とつかかみいけ 三重県 津市森町 5.2 9,700 242010160

津市㉑-120 山田池 やまだいけ 三重県 津市森町 11.7 195,000 242010161

津市⑮-121 百合谷池 ゆりたにいけ 三重県 津市榊原町 8.2 3,000 242010163

津市⑩-122 虚空蔵池 こくぞういけ 三重県 津市河芸町高佐 4.3 9,500 242010165

津市⑥-123 八幡池 はちまんいけ 三重県 津市河芸町上野 5.6 8,600 242010166

津市⑥-124 天王池 てんのういけ 三重県 津市河芸町赤部 2.7 5,400 242010167

津市⑥-125 西池 にしいけ 三重県 津市河芸町西千里 6.6 51,600 242010168

津市⑤-126 蓮池 はすいけ 三重県 津市河芸町南黒田 5.4 11,400 242010169

津市⑨-127 元里池 もとりいけ 三重県 津市河芸町南黒田 5.0 13,400 242010170

津市①-128 大谷池 おおたにいけ 三重県 津市芸濃町楠原 4.5 2,900 242010172

津市①-129 庭代池 にわしろいけ 三重県 津市芸濃町楠原 7.2 10,000 242010173

津市①-130 宮池（新池） みやいけ(しんいけ) 三重県 津市芸濃町楠原 5.0 4,500 242010174

津市①-131 長池 ながいけ 三重県 津市芸濃町楠原 8.4 39,900 242010175

津市①-132 擂鉢池 すりばちいけ 三重県 津市芸濃町中縄 7.8 13,100 242010176

津市①-133 宮池 みやいけ 三重県 津市芸濃町中縄 7.3 31,500 242010177

津市③-134 上池（満谷池） かみいけ(みつたにいけ) 三重県 津市芸濃町忍田 6.9 19,700 242010178

津市③-135 下池 しもいけ 三重県 津市芸濃町忍田 8.6 5,800 242010179

津市③-136 面久手池 おもくていけ 三重県 津市芸濃町忍田 9.7 5,300 242010180

津市③-137 坂ノ谷池 さかのたにいけ 三重県 津市芸濃町雲林院 5.7 3,700 242010181
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津市③-138 間右エ門池 まうえもんいけ 三重県 津市芸濃町雲林院 12.3 17,800 242010182

津市③-139 岩池 いわいけ 三重県 津市芸濃町北神山 13.3 106,200 242010185

津市②-242 三ツ谷池 みつたにいけ 三重県 津市芸濃町椋本 6.7 46,900 242010186

津市②-140 駒田池 こまだいけ 三重県 津市芸濃町椋本 12.4 20,200 242010187

津市④-141 東奥ノ谷池 ひがしおくのたにいけ 三重県 津市芸濃町椋本 5.5 13,000 242010188

津市④-142 真虫谷池 まむしだにいけ 三重県 津市芸濃町椋本 3.1 1,600 242010397

津市④-143 手張池 てばりいけ 三重県 津市芸濃町岡本 6.2 28,200 242010191

津市③-144 二重池（有屋池） にじゅういけ(ありやいけ) 三重県 津市芸濃町忍田 10.8 59,000 242010193

津市⑯-145 西狭間池 にしはざまいけ 三重県 津市美里町五百野 7.7 9,100 242010194

津市⑯-146 日焼池 ひやけいけ 三重県 津市美里町足坂 7.6 4,900 242010196

津市⑯-147 嘉古部池 かこべいけ 三重県 津市美里町三郷 14.1 183,400 242010198

津市⑪-148 葭ヶ瀬池 よしがせいけ 三重県 津市美里町北長野 9.0 6,300 242010199

津市⑯-149 野田池 のだいけ 三重県 津市美里町家所 5.8 9,300 242010202

津市⑯-150 漆谷池 うるしだにいけ 三重県 津市美里町家所 4.1 3,800 242010203

津市⑫-151 今井池 いまいいけ 三重県 津市美里町家所 3.2 500 242010205

津市⑫-152 丸山池 まるやまいけ 三重県 津市美里町穴倉 2.2 800 242010206

津市⑫-153 上池 かみいけ 三重県 津市美里町穴倉 8.3 4,400 242010207

津市⑫-154 下池 したいけ 三重県 津市美里町穴倉 3.3 900 242010208

津市⑫-155 新池 しんいけ 三重県 津市美里町穴倉 6.8 3,300 242010209

津市⑫-156 待遠池 まつとういいけ 三重県 津市美里町穴倉 8.5 9,200 242010210

津市⑫-157 大日池 だいにちいけ 三重県 津市美里町船山 5.7 2,700 242010213

津市⑦-158 大池 おおいけ 三重県 津市安濃町草生 6.1 3,700 242010214

津市⑦-159 山出小池 やまでこいけ 三重県 津市安濃町草生 4.8 2,700 242010215

津市⑦-160 大名池 おおないけ 三重県 津市安濃町草生 7.4 4,100 242010216

津市⑦-161 小志蔵池 こしんぞいけ 三重県 津市安濃町草生 7.0 4,600 242010217

津市⑦-162 汁谷池 しるたにいけ 三重県 津市安濃町草生 14.5 4,600 242010220

津市⑫-163 安部池 あべいけ 三重県 津市安濃町草生 10.9 148,000 242010221

津市⑫-164 七郷池 ひちごいけ 三重県 津市安濃町草生 15.6 246,000 242010222

津市⑬-165 松野池 まつのいけ 三重県 津市安濃町中川 6.2 7,800 242010225

津市⑬-166 前野池 まえのいけ 三重県 津市安濃町前野 2.2 600 242010226

津市⑬-167 久衛門池 きゅうえもんいけ 三重県 津市安濃町今徳 2.6 1,000 242010227

津市⑬-168 連部池 つらべいけ 三重県 津市安濃町今徳 5.1 9,100 242010228

津市⑬-169 今徳小池 こんどくこいけ 三重県 津市安濃町今徳 6.2 2,600 242010229

津市⑬-170 今徳新池 こんどくしんいけ 三重県 津市安濃町今徳 6.6 8,700 242010230

津市⑬-171 上池 かみいけ 三重県 津市安濃町今徳 6.0 3,600 242010231

津市⑬-172 犂鋤池 からすきいけ 三重県 津市安濃町今徳 4.3 4,400 242010232

津市⑬-173 迎山池 むかえやまいけ 三重県 津市安濃町今徳 6.2 10,600 242010233

津市⑬-174 上丸岡池 かみまるおかいけ 三重県 津市安濃町妙法寺 5.3 3,900 242010234

津市⑬-175 丸岡池 まるおかいけ 三重県 津市安濃町妙法寺 5.6 6,700 242010235

津市⑬-176 妙法寺新田池 みょうほうじしんでんいけ 三重県 津市安濃町妙法寺 8.1 11,100 242010236

津市⑬-177 みくだ池 みくだいけ 三重県 津市安濃町妙法寺 7.9 8,300 242010237

津市⑭-178 太田新池 おおたしんいけ 三重県 津市安濃町太田 4.1 1,700 242010242

津市⑭-179 ひょうたん池 ひょうたんいけ 三重県 津市安濃町太田 3.9 800 242010245

津市⑦-180 里池 さといけ 三重県 津市安濃町野口 8.6 14,400 242010246

津市⑧-181 合野池 あいのいけ 三重県 津市安濃町戸島 3.7 38,000 242010251
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津市⑧-182 小古曽池 おごそいけ 三重県 津市安濃町戸島 7.7 70,000 242010252

津市⑧-183 田の池 たのいけ 三重県 津市安濃町粟加 6.1 900 242010253

津市⑧-184 摺鉢池 すりばちいけ 三重県 津市安濃町田端上野 4.8 5,800 242010254

津市⑧-185 茂左衛門池 もざえもん 三重県 津市安濃町田端上野 3.3 4,000 242010255

津市⑧-186 五戸池 ごどいけ 三重県 津市安濃町草生 9.6 65,500 242010257

津市㉕-187 観音寺池 かんのんじいけ 三重県 津市一志町井生 3.9 1,000 242010258

津市㉕-188 蛇池 じゃいけ 三重県 津市一志町井生 4.1 2,000 242010259

津市㉗-189 森谷池 もりたにいけ 三重県 津市一志町井関 4.0 300 242010266

津市㉗-190 お経池 おきょういけ 三重県 津市一志町高野 1.7 3,000 242010268

津市㉝-191 小俣古池 おばたふるいけ 三重県 津市一志町波瀬 8.2 11,000 242010269

津市㉝-192 広垣内池 ひろがいといけ 三重県 津市一志町波瀬 0.8 200 242010270

津市㉛-193 若杣池上池 わかぞまいけかみいけ 三重県 津市一志町波瀬 4.5 7,000 242010272

津市㉛-194 若杣池下池 わかぞまいけしもいけ 三重県 津市一志町波瀬 5.9 16,000 242010273

津市㉚-195 清水池 きよみずいけ 三重県 津市一志町波瀬 8.8 19,000 242010277

津市㉗-196 櫃ｹ谷池 ひつがたにいけ 三重県 津市一志町八太 5.5 7,000 242010285

津市㉜-197 宮池 みやいけ 三重県 津市一志町小山 5.2 7,000 242010286

津市㉜-198 片谷池 かたたにいけ 三重県 津市一志町小山 10.3 34,000 242010287

津市㉜-199 大谷池 おおたにいけ 三重県 津市一志町小山 5.7 6,000 242010288

津市㉜-200 新池 しんいけ 三重県 津市一志町小山 7.5 25,000 242010289

津市⑳-201 奥入野池 おくいりのいけ 三重県 津市白山町二本木 5.4 5,700 242010291

津市㉕-202 堂谷池 どうたにいけ 三重県 津市白山町岡 5.8 7,900 242010292

津市㉕-203 上西谷池 うえにしたにいけ 三重県 津市白山町岡 4.5 3,800 242010294

津市㉕-204 西谷池 にしたにいけ 三重県 津市白山町岡 3.6 3,900 242010295

津市㉕-205 琵琶谷池 びわたにいけ 三重県 津市白山町二本木 3.6 4,500 242010296

津市㉚-206 西山池 にしやまいけ 三重県 津市白山町川口 5.8 36,100 242010297

津市㉙-207 杉谷池 すぎたにいけ 三重県 津市白山町藤 11.5 6,300 242010300

津市㉙-208 西山池 にしやまいけ 三重県 津市白山町山田野 8.6 62,000 242010301

津市㉙-209 上山池 うえやまいけ 三重県 津市白山町山田野 10.8 65,400 242010302

津市㉕-210 猫座池 ねこざいけ 三重県 津市白山町古市 5.2 8,800 242010303

津市㉔-211 御衣田池 ごいだいけ 三重県 津市白山町八対野 3.1 3,700 242010304

津市㉔-212 新池 しんいけ 三重県 津市白山町八対野 10.2 9,600 242010305

津市㉔-213 霧打池 きりうちいけ 三重県 津市白山町八対野 10.1 13,700 242010306

津市⑲-214 舟木池 ふなきいけ 三重県 津市白山町佐田 3.1 3,300 242010307

津市㉕-215 カヤノ木谷池 かやのきだにいけ 三重県 津市白山町佐田 5.4 1,200 242010308

津市㉙-216 藤池 ふじいけ 三重県 津市白山町藤 18.7 38,400 242010310

津市㉟-217 太原池(大原池) たいばらいけ 三重県 津市美杉町下之川 7.8 5,400 242010312

津市⑨-218 慈光寺池 じこうじいけ 三重県 津市一身田豊野 3.0 1,000 242010314

津市⑭-219 北の池 きたのいけ 三重県 津市上浜町 7.4 35,000 242010315

津市⑭-220 （北）下の池 きたしものいけ 三重県 津市上浜町 5.0 3,000 242010316

津市⑰-222 永谷池（田池） ながたにいけ 三重県 津市産品 6.0 5,000 242010320

津市⑰-223 田中池 たなかいけ 三重県 津市片田志袋町 4.4 2,000 242010321

津市⑰-224 椋谷池 むくだにいけ 三重県 津市片田久保町 5.0 5,000 242010322

津市㉒-225 一番池 いちばんいけ 三重県 津市戸木町 5.7 4,800 242010324

津市⑥-226 大門池 だいもんいけ 三重県 津市河芸町三行 1.9 4,500 242010325

津市⑤-227 新大谷池 しんおおたにいけ 三重県 津市河芸町三行 8.8 300,000 242010326
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津市⑥-228 弁天池 べんてんいけ 三重県 津市河芸町上野 6.0 18,000 242010327

津市⑥-229 栃本池 とちもといけ 三重県 津市河芸町杜の街 3.0 6,000 242010328

津市⑧-230 北浦池 きたうらいけ 三重県 津市安濃町東観音寺 3.8 1,700 242010330

津市㉛-231 西の口池 にしのくちいけ 三重県 津市一志町井生 2.5 500 242010331

津市㉖-232 千部上池 せんぶうえいけ 三重県 津市一志町高野 4.0 3,400 242010332

津市㉛-233 ﾌﾞﾄﾞｳ池 ぶどういけ 三重県 津市一志町波瀬 3.0 250 242010333

津市⑨-234 新池 しんいけ 三重県 津市大里窪田町 5.4 8,000 242010335

津市⑰-235 学園池 がくえんいけ 三重県 津市片田長谷町 4.8 600 242010341

津市②-236 高塚池 たかつかいけ 三重県 津市芸濃町林 4.0 12,500 242010366

津市⑬-237 二子新田池 ふたごしんでんいけ 三重県 津市安濃町中川 4.0 6,700 242010374

津市⑧-238 内多さんかく池 うちださんかくいけ 三重県 津市安濃町内多 4.0 6,700 242010375

津市㉞-239 大谷池一 おおたにいけいち 三重県 津市一志町波瀬 5.7 5,500 242010391

津市㉔-240 臼杵谷池 うすぎだにいけ 三重県 津市白山町南出 8.7 7,200 242010394

津市④-243 真虫谷池 まむしだにいけ 三重県 津市芸濃町椋本 3.1 1,600 242010397

津市④-244 楠井池 くすいいけ 三重県 津市芸濃町椋本 1.7 1,600 242010399

総数 240箇所


