
 

 

 

防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画 

 

石川県   
 

 本計画は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法（以下「法」

という。）」第５条第１項の規定に基づき、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中

的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等の推進に関する基本的な方針、劣化状況評価

の実施に関する事項、地震・豪雨耐性評価の実施に関する事項、防災工事の実施に関する

事項、防災工事等の実施に当たっての市町との役割分担及び連携に関する事項、その他防

災工事等の推進に関し必要な事項を定めるものである。 

 

１ 防災工事等の推進に関する基本的な方針 

(1)  石川県における農業用ため池の概要 

ア 現状と基本的な考え方 

石川県内には令和２年度末時点で２，２４０箇所の農業用ため池があり、その

うち１，１９５箇所が防災重点農業用ため池（法第２条第２項に規定する防災重

点農業用ため池をいう。以下同じ）に指定されている。 

農業用ため池は、農業用水の確保はもとより、生物の多様性の確保をはじめと

する自然環境の保全、良好な景観の確保、文化の伝承等の多面的な機能を発揮し、

地域資源としても重要なものとなっている。 

他方、農業用ため池については、江戸時代以前に築造され、貯水施設の構造に関

する近代的な技術基準に基づかずに設置されたものが多いこと、劣化が進行して

いるものが多いこと、集落、水利組合等によって管理されているが、農業者の減少

又は高齢化により管理組織が弱体化する傾向にあること等の課題を抱えている。 

このような状況の中、農業用ため池については、その決壊により浸水が想定さ

れる区域に住宅等が存するものが多いことから、大規模な地震又は豪雨により決

壊した場合、国民の生命及び財産に甚大な被害を及ぼすおそれがある。 

このような状況の中、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計

画的な推進を図るため、国は令和２年１０月、法に基づき「防災重点農業用ため池

に係る防災工事等基本指針（以下「基本指針」という。）」を定めた。 

県では、法及び基本指針に基づき、市町、農業用ため池の所有者又は管理者、石

川県土地改良事業団体連合会（以下「県土連」という。）等の関係者と連携し、防

災重点農業用ため池の劣化状況評価（法第２条第４項に規定する劣化状況評価を

いう。以下同じ。）及び地震・豪雨耐性評価（法第２条第５項に規定する地震・豪

雨耐性評価をいう。以下同じ）並びに防災工事（法第２条第３項に規定する防災工

事をいう。以下同じ。）を効率的に実施し、防災重点農業用ため池の決壊による水

害その他の災害の未然防止に努めることとする。 

 

イ 管理者の状況 

別表１のとおり 
 

 



 

 

 

(2)  石川県における防災工事等の実施状況等 

別表１のとおり 

 

２ 劣化状況評価の実施に関する事項 

(1)  劣化状況評価の推進計画 

法の有効期間内に劣化状況評価を行った上で必要な防災工事に着手する必要が

あるため、法の有効期間を前半５年（以下「前期」という。）及び後半５年（以下「後

期」という。）に区分し、防災重点農業用ため池が決壊した場合の影響度も踏まえ、

計画的に劣化状況評価を実施する。 

なお、県では、防災工事の実施に要する期間を考慮し、前期の最終年度である令

和７年度までに県内の全ての防災重点農業用ため池について、劣化状況評価を完了

させる。 

ア 前期に劣化状況評価を行う防災重点農業用ため池： １，１９５か所 

イ 後期に劣化状況評価を行う防災重点農業用ため池：     － 

 

(2)  経過観察 

劣化状況評価の結果、防災工事は不要であるものの、変状等が認められ経過観察

が必要であると判断された防災重点農業用ため池について、経過観察を行う。 

経過観察を行う防災重点農業用ため池及び経過観察を行う者： 別表２のとおり 

 

(3)  定期点検 

地震や豪雨等により防災重点農業用ため池の劣化が進行する等の不測の事態が生

じるおそれがあることから、防災工事が完了したものも含め、防災重点農業用ため

池について、定期的に点検を行い、決壊の危険性を早期に把握する。 

ア 定期点検の頻度：１回／１年 

イ 定期点検を行う者：防災重点農業用ため池の所有者又は管理者 

 

 

３ 地震・豪雨耐性評価の実施に関する事項 

(1)  地震・豪雨耐性評価の推進計画 

法の有効期間内に地震・豪雨耐性評価を行った上で必要な防災工事に着手する必

要があるため、法の有効期間を前期及び後期に区分し、防災重点農業用ため池が決

壊した場合の影響度も踏まえ、計画的に地震・豪雨耐性評価を実施する。 

なお、防災工事の実施に要する期間を考慮し、前期の最終年度である令和７年度

までに基本指針第３の２(1)で定める地震・豪雨耐性評価を優先的に実施すべき要件

に該当する防災重点農業用ため池について、これらの評価を完了させる。 

ア 前期に地震・豪雨耐性評価を行う防災重点農業用ため池： ２０３か所 

イ 後期に地震・豪雨耐性評価を行う防災重点農業用ため池：   － 

ウ 個々の防災重点農業用ため池に関する情報： 別表２のとおり 

 

 

 

 



 

 

 

(2)  地震・豪雨耐性評価を優先的に実施すべき要件のうち、都道府県知事が特に必要と

認めるもの（知事特認） 

基本指針第３の２(1)で定める地震・豪雨耐性評価のうち、同指針第３の２(1)③

に規定する都道府県知事が特に必要と認めるものは、平成２５～２７年度にかけて

行なわれた、防災工事に先立つ詳細調査の優先度を判定する一斉点検で、早急に詳

細調査が必要と判断されたもの及び今後注意すべきと判断されたものとする。 

 

４ 防災工事の実施に関する事項 

(1)  防災工事（廃止工事を除く。）の推進計画 

法の有効期間を前期及び後期に区分し、防災重点農業用ため池が決壊した場合の

影響度も踏まえ、計画的に防災工事を実施する。 

ア 前期に防災工事を行う防災重点農業用ため池： ９３か所 

イ 後期に防災工事を行う防災重点農業用ため池：  － 

ウ 個々の防災重点農業用ため池の情報： 別表２のとおり 

 

(2)  廃止工事の推進計画 

法の有効期間を前期及び後期に区分し、防災重点農業用ため池が決壊した場合の

影響度も踏まえ、計画的に廃止工事を実施する。 

ア 前期に廃止工事を行う防災重点農業用ため池： － 

イ 後期に廃止工事を行う防災重点農業用ため池： － 

ウ 個々の防災重点農業用ため池の情報： 別表２のとおり 

 

(3)  防災工事の実施に当たっての配慮すべき事項 

ア  文化財保護担当部局との調整 

 県が事業主体となる防災工事については、文化財保護法に基づく所定の手続が行

われるよう、県教育委員会文化財課と調整を図り、適切な処理を行う。また、市町

が事業主体となる防災工事についても、県と同様に、各市町において市町の教育委

員会と調整を図り、適切な処理を行う。 

 

イ 環境担当部局との調整 

県が事業主体となる防災工事については、土地改良法に基づき、環境に配慮した

工事となるよう留意するとともに、必要に応じて県生活環境部自然環境課と調整を

図りながら工事を進める。また、市町が事業主体となる防災工事についても、県と

同様に、各市町において必要に応じて、市町の環境担当部局と調整を図りながら工

事を進める。 

 

５ 防災工事等の実施に当たっての市町との役割分担及び連携に関する事項 

(1)  防災工事等の実施主体 

ア 劣化状況評価 

県 

イ 地震・豪雨耐性評価のうち、地震耐性評価 

市町 

 



 

 

 

ウ 地震・豪雨耐性評価のうち、豪雨耐性評価 

 県 

エ 防災工事（廃止工事を除く。） 

(ｱ)受益面積２ｈａ以上の防災重点農業用ため池については県 

(ｲ)受益面積２ｈａ未満の防災重点農業用ため池については市町 

オ 廃止工事 

(ｱ)受益面積２ｈａ以上の防災重点農業用ため池の整備を伴うため池の廃止につ 

いては県 

(ｲ)(ｱ)以外のため池の廃止については市町 

 

(2) 技術指導等の内容 

   令和３年度に石川県ため池保全管理サポートセンターが県土連内に設置される

予定であり、同サポートセンターが、市町及び防災重点農業用ため池等の所有者又

は管理者に必要な技術指導及び助言等を行う予定。 

 

(3) 情報共有及び連携の方法 

    県、市町及び県土連の間で防災工事等に係る情報共有を図り、連携して防災工事

等を推進するため、令和３年度に、石川県ため池保全管理協議会を設置する予定。 

    構成員は、県、防災重点農業用ため池の所在する市町及び県土連とし、事務局は、

県が担う予定。 

 

６ その他防災工事等の推進に関し必要な事項 

(1)  応急的な防災工事又は地震・豪雨時の応急措置の実施 

 県及び一般社団法人石川県建設業協会は、「災害時における応急工事に関する基

本協定」を締結しており、ため池が被災した時、または被災する恐れが生じた時は、

同協定に基づき、必要に応じて応急的な防災工事や応急措置を行う。 

また、県、一般社団法人石川県建設コンサルタント協会、一般社団法人石川県測

量設計業協会及び一般社団法人石川県地質調査業協会は、「災害時における応急調

査業務に関する基本協定」を締結しており、同協定に基づき、必要に応じて被害の

規模や内容を直ちに把握するために応急調査業務を行う。 

 

(2)  ＩＣＴ等の先端技術の導入等による管理・監視体制の強化 

ＩＣＴ等の先端技術を活用し、防災重点農業用ため池の水位を遠隔で監視するこ

とは、管理業務の省力化だけではなく、緊急時における下流住民の迅速な避難行動

につながるものと考えられることから、積極的にその導入を図ることとする。 



別表１

防災工事等の推進に関する基本的な方針 石川県

　令和３年３月末時点

　　管理者別の箇所数及び割合

国又は地方公共団体 土地改良区 水利組合 集落又は個人 その他 不明 合計 備考

( 0% ) ( 1% ) ( 38% ) ( 60% ) ( 1% ) ( 0% ) ( 100% )

1 11 455 722 6 0 1195

※国：行政財産として所有するものに限る。

※地方公共団体：法定外公共物であって市町村への所有権移転登記が未了のものを含む。

箇所数 備考

42

40

① 0

② 40

③ 0

④ 0

0

① 0

② 0

③ 0

④ 0

146

① 93

② 53

967

① 764

② 203

0

① 0

② 0

1195

（割合）

箇所数

区分 内容

２　防災重点農業用ため池に係る防災工事等の実施状況等

合計

１　農業用ため池の概要

区分

イ

ア 劣化状況評価及び地震・豪雨耐性評価を実施し、防災工事は不要であると判断されたもの

地震・豪雨耐性評価を優先的に実施すべき基準に該当しないもの

地震・豪雨耐性評価を優先的に実施すべき基準に該当するもの

劣化状況評価等を実施し、両方又はいずれか一方の評価結果から防災工事が必要であると判断
されたもの

防災工事（廃止工事を除く）が完了したもの

防災工事（廃止工事を除く）が未了のもの（継続中のものを含む）

廃止工事が完了したもの（指定解除手続きが未了のものに限る）

廃止工事が未了のもの（継続中のものを含む）

地震・豪雨耐性評価を優先的に実施すべき基準に該当し、劣化状況評価の結果、防災工事は不
要であると判断されたもの

地震・豪雨耐性評価を優先的に実施すべき基準に該当し、劣化状況評価の結果、防災工事が必
要であると判断されたもの

地震・豪雨耐性評価の結果、防災工事は不要であると判断されたもの

オ

エ

ウ 劣化状況評価を実施し、地震・豪雨耐性評価が未了

地震・豪雨耐性評価を優先的に実施すべき基準に該当せず、劣化状況評価の結果、防災工事は
不要であると判断されたもの

地震・豪雨耐性評価を優先的に実施すべき基準に該当せず、劣化状況評価の結果、防災工事が
必要であると判断されたもの

地震・豪雨耐性評価の結果、防災工事が必要であると判断されたもの

地震・豪雨耐性評価を実施し、劣化状況評価が未了

カ 現に農業用水の貯水池として利用なし

今後廃止工事を行うもの

廃止工事が完了したもの（指定解除手続きが未了のものに限る）

劣化状況評価、地震・豪雨耐性評価がいずれも未了
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別表２

防災工事等の推進計画（対象ため池一覧） 石川県

　令和３年３月末時点

名称 ふりがな 都道府県名 市区、郡町村名 字・地番等
堤高
（ｍ）

堤長
（ｍ）

総貯水量
（千m3）

地震・豪雨
耐性評価

防災工事 廃止工事 経過観察 ※2 経過観察を行う者

172010001 中堤 なかつつみ 石川県 金沢市 牧山町 生産組合 9 38 50,000

172010002 峰ヶ城 みねがじょう 石川県 金沢市 東原町 生産組合 7 36 3,100

172010003 峰ヶ城上 みねがじょうかみ 石川県 金沢市 東原町 生産組合 6 37 2,500

172010004 谷田 たにだ 石川県 金沢市 滝下町 生産組合 7 34 2,400

172010005 井口屋敷 いのくちやしき 石川県 金沢市 滝下町 生産組合 7 26 7,000

172010007 八屋敷 はちやしき 石川県 金沢市 中尾町 生産組合 11 43 7,200

172010008 新道の堤 しんどうのつつみ 石川県 金沢市 加賀朝日町 生産組合 10 34 15,000

172010009 大谷 おおたに 石川県 金沢市 塚崎町 生産組合 10 70 115,200

172010010 表堤 おもてづつみ 石川県 金沢市 柚木町 生産組合 6 50 12,000

172010011 裏堤 うらづつみ 石川県 金沢市 柚木町 生産組合 4 28 2,500

172010013 中堤 なかつつみ 石川県 金沢市 不室町 生産組合 5 60 5,500

172010014 水上谷（上堤） みずかみたに（うえつつみ） 石川県 金沢市 牧山町 生産組合 8 23 8,000

172010015 栂尾池 とがおいけ 石川県 金沢市 二俣町 集落 7 33 2,800 1

172010016 寺の下の堤 てらのしたのつつみ 石川県 金沢市 直江野町 生産組合 4 32 1,800

172010017 西法寺の堤 さいほうじのつつみ 石川県 金沢市 不動寺町 生産組合 6 46 8,000

172010018 西法寺奥堤 さいほうじおくづつみ 石川県 金沢市 不動寺町 生産組合 8 30 1,800

172010019 東羅の堤 とうらのつつみ 石川県 金沢市 鳴瀬元町 生産組合 5 24 2,400 1

172010020 ハザマの池 はざまのいけ 石川県 金沢市 桐山町 個人 4 27 3,300 1

172010031 村ノ池 むらのいけ 石川県 金沢市 戸室新保 生産組合 4 92 11,000 1

172010032 第１池 だいいちいけ 石川県 金沢市 大菱池町 個人 7 37 17,600

172010033 第２池 だいにいけ 石川県 金沢市 大菱池町 個人 7 25 10,900

172010043 一千松池 いちせんまついけ 石川県 金沢市 鴛原町 生産組合 3 50 3,500

172010044 呑江池 のみえいけ 石川県 金沢市 山川町 生産組合 12 46 42,100

172010048 西谷の池 にしたにのいけ 石川県 金沢市 桐山町 町会 5 27 2,000

経過観察

備考

防災工事等の対象と実施時期 ※1
データベース
コード番号

防災重点農業用ため池の名称 所在地

所有者 管理者

ため池の諸元
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名称 ふりがな 都道府県名 市区、郡町村名 字・地番等
堤高
（ｍ）

堤長
（ｍ）

総貯水量
（千m3）

地震・豪雨
耐性評価

防災工事 廃止工事 経過観察 ※2 経過観察を行う者

経過観察

備考

防災工事等の対象と実施時期 ※1
データベース
コード番号

防災重点農業用ため池の名称 所在地

所有者 管理者

ため池の諸元

172010089 やすが谷堤 やすがたにつつみ 石川県 金沢市 直江野町 生産組合 5 20 1,500

172010091 空堤 そらづつみ 石川県 金沢市 納年町 生産組合 9 34 4,800

172010092 下堤 しもづつみ 石川県 金沢市 納年町 生産組合 6 34 3,100

172010095 牛窪の池 うしくぼのいけ 石川県 金沢市 清水谷町 生産組合 5 51 5,200

172010096 水上ノ下堤 すいじょうのしもづつみ 石川県 金沢市 牧山町 生産組合 9 64 10,900 1

172010100 小池 おいけ 石川県 金沢市 小池町 生産組合 5 10 30,000 1

172010102 なむ池 なむいけ 石川県 金沢市 小池町 生産組合 3 36 400 1

172010104 福畠ノ池 ふくばたけのいけ 石川県 金沢市 福畠町 生産組合 4 50 2,500

172010117 赤坂 あかさか 石川県 金沢市 東原町 生産組合 4 64 1,300

172010128 金津 かなづ 石川県 金沢市 小野町 生産組合 5 21 11,000

172010134 しょうぶき池 しょうぶきいけ 石川県 金沢市 朝日牧町 個人 5 32 6,000 1

172010136 水上の池 みずかみのいけ 石川県 金沢市 朝日牧町 個人 3 24 1,000

172010141 古谷内の堤 ふるやないのつつみ 石川県 金沢市 梅田町 生産組合 5 15 1,700

172010144 ノタクボの堤 のたくぼのつつみ 石川県 金沢市 清水町 集落 6 112 22,000 1

172010150 天の池 てんのいけ 石川県 金沢市 戸室別所 個人 1 - 10,000

172010152 北村の池 きたむらのいけ 石川県 金沢市 戸室新保 個人 4 36 800

172010155 かまん谷の堤（下の堤）かまんたにのつつみ（したのつつみ） 石川県 金沢市 中山町 生産組合 5 54 10,000 1

172010156 かまん谷の堤（上の堤）かまんたにのつつみ（うえのつつみ） 石川県 金沢市 中山町 生産組合 7 35 6,800 1

172010158 俵の大池 たわらのおおいけ 石川県 金沢市 俵町 生産組合 9 46 48,700 1

172010159 見上の池 みかみのいけ 石川県 金沢市 菱池町 個人 3 17 5,700

172010160 下の池 したのいけ 石川県 金沢市 蓮如町 生産組合 13 68 28,900 1

172010162 前坂 まえさか 石川県 金沢市 平等本町 生産組合 5 78 2,800

172010163 放牧場 ほうぼくじょう 石川県 金沢市 平等本町 生産組合 8 49 21,900

172010174 ナミラの池 なみらのいけ 石川県 金沢市 下鴛原町 生産組合 9 35 6,500 1

172010175 宮の前堤 みやのまえづつみ 石川県 金沢市 下鴛原町 生産組合 7 31 6,100 1

172010178 蓮花町溜池 れんげまちためいけ 石川県 金沢市 蓮花町 生産組合 6 81 3,300

172010181 蛇池 へびいけ 石川県 金沢市 新保町 町会 3 12 1,800

172010183 大池 おおいけ 石川県 金沢市 倉ヶ嶽 町会 9 41 20,000
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172010188 新開の池 しんかいのいけ 石川県 金沢市 荒山町 生産組合 4 20 1,500

172010190 ジョロザカ堤 じょろざかづつみ 石川県 金沢市 釣部町 生産組合 9 40 7,500

172010192 三又の堤 みまたのつつみ 石川県 金沢市 梨木町 生産組合 10 28 2,700 1

172010193 桐木谷池 きりのきたにいけ 石川県 金沢市 相合谷町 生産組合 9 28 2,400

172010195 中尾 なかお 石川県 金沢市 相合谷町 生産組合 6 39 1,100

172010206 滝谷の池 たきだにのいけ 石川県 金沢市 北方町 生産組合 8 38 7,200

172010207 多賀まちの池 たがまちのいけ 石川県 金沢市 不室町 生産組合 5 15 1,200

172010211 田代の池 たしろのいけ 石川県 金沢市 室新保町 生産組合 4 23 800

172020001 道閑池 どうかんいけ 石川県 七尾市 国下町モ24 生産組合 7 26 39,000

172020002 三ヶ村上池 さんがむらかみいけ 石川県 七尾市 八田町 町会 10 62 19,000

172020003 三ヶ村下池 さんがむらしもいけ 石川県 七尾市 八田町 町会 9 9 6,000

172020004 南谷池 みなみだにいけ 石川県 七尾市 古府町ア21 生産組合 10 198 42,000 1

172020005 谷内池 やちいけ 石川県 七尾市 沢野町サ43 個人 10 60 21,600

172020006 袖平池 そでひらいけ 石川県 七尾市 万行町56-27 個人 14 83 40,000

172020007 鎌の前池 かまのまえいけ 石川県 七尾市 万行町31-1-130 個人 5 246 18,200 1

172020008 牛谷池 うしたにいけ 石川県 七尾市 佐野町ラ31 町会 9 53 9,300

172020009 牛谷新池 うしたにしんいけ 石川県 七尾市 佐野町ラ28 町会 19 43 12,100

172020010 谷内田池 やちだいけ 石川県 七尾市 佐野町イ56 町会 9 43 18,900

172020011 堂めき池（堂見池）どうめきいけ（どうみいけ） 石川県 七尾市 大野木町ソ21-1、21-2、48 生産組合 9 47 22,700

172020012 黒田池 くろだいけ 石川県 七尾市 大野木町ナ10 生産組合 10 71 6,800

172020013 杵坂池 きねさかいけ 石川県 七尾市 大泊町二22-1 生産組合 7 100 6,000

172020014 鴨田池 かもだいけ 石川県 七尾市 大泊町鴨田1 生産組合 12 63 19,100

172020015 菖蒲田池 しょうぶだいけ 石川県 七尾市 大泊町菖蒲田1 生産組合 11 96 8,800 1

172020016 樋の谷内池 といのやちいけ 石川県 七尾市 大泊町ヤ44 生産組合 10 71 3,500

172020017 赤星池 あかぼしいけ 石川県 七尾市 佐味町ム39 町会 10 51 10,900

172020018 土田池 つちだいけ 石川県 七尾市 佐味町ナ26 町会 8 44 23,200

172020019 池田池 いけだいけ 石川県 七尾市 佐味町33-40 町会 4 187 12,200

172020020 馬端池 ばたんいけ 石川県 七尾市 千野町メ」49 生産組合 6 75 25,200 1
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172020021 新池 しんいけ 石川県 七尾市 矢田町テ54 生産組合 8 149 20,800 1

172020022 広口池 ひろぐちいけ 石川県 七尾市 矢田町フ84 生産組合 6 143 29,500

172020023 松本池 まつもといけ 石川県 七尾市 矢田町2之部6 生産組合 5 117 25,200 1

172020024 油田池 ゆでんいけ 石川県 七尾市 下町ラ18 生産組合 2 58 4,100

172020025 神子殿池 みこでんいけ 石川県 七尾市 下町イ3 生産組合 4 297 24,000 1

172020026 持田池 もちだいけ 石川県 七尾市 八幡町イ3 生産組合 3 137 8,800

172020027 門田池 かとだいけ 石川県 七尾市 八幡町レ34 生産組合 3 113 7,400

172020028 羽土池 はねつちいけ 石川県 七尾市 国下町ク26-1 町会 5 87 6,800

172020033 赤馬ヶ池 あかうまがいけ 石川県 七尾市 東三階町ク2 生産組合 6 93 41,000 1

172020034 漆沢池 うるしさわいけ 石川県 七尾市 西三階町ヶ4 生産組合 6 240 162,000 1

172020035 榛木谷内池 はしばみきやちいけ 石川県 七尾市 和倉町イ1-1,1-2,1-3 町会 2 55 1,800

172020036 新々池 しんしんいけ 石川県 七尾市 和倉町ツ44,45,46,47 町会 6 41 3,700

172020038 中池 なかいけ 石川県 七尾市 和倉町ツ50 町会 4 35 3,500

172020039 布目池 ぬのめいけ 石川県 七尾市 和倉町二27 生産組合 6 63 6,200 1

172020040 上堤 うえつつみ 石川県 七尾市 奥原町イ33-乙 生産組合 5 99 72,000 1

172020041 下堤 したつつみ 石川県 七尾市 奥原町イ23-乙 生産組合 8 119 162,000 1

172020042 長池 ながいけ 石川県 七尾市 和倉町ツ51 町会 6 37 11,000

172020043 裏の田池 うらのたいけ 石川県 七尾市 小池河原町ホ43 生産組合 2 72 1,000

172020044 谷内池 やちいけ 石川県 七尾市 古府町セ1 生産組合 4 90 5,500

172020046 古城ケの池 ふるしろけのいけ 石川県 七尾市 古城町ク8 集落 6 40 5,600

172020049 古城オの池 ふるしろおのいけ 石川県 七尾市 古城町オ19乙、19甲 町会 9 35 5,100

172020050 古城の池 ふるしろのいけ 石川県 七尾市 古城町 町会 4 25 1,100

172020051 天神池 てんじんいけ 石川県 七尾市 本府中町コ16,17 生産組合 5 204 24,800 1

172020052 二ツ池（上池） ふたついけ（うえいけ） 石川県 七尾市 本府中町ム55 生産組合 3 224 13,000 1

172020053 二ツ池（下池） ふたついけ（したいけ） 石川県 七尾市 本府中町ム56 生産組合 3 150 8,300

172020060 八ツ田池 はったいけ 石川県 七尾市 藤野町ホ43-2,44,48,49,50 生産組合 4 31 3,500

172020061 木下の池 きのしたのいけ 石川県 七尾市 天神川原町二46-乙 生産組合 2 57 1,200

172020063 おもずら池 おもずらいけ 石川県 七尾市 江曽町ア6 町会 6 43 3,900
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172020064 大池 おおいけ 石川県 七尾市 飯川町2-61 町会 5 240 45,000 1

172020065 かぎの池 かぎのいけ 石川県 七尾市 江曽町レ45 町会 5 121 6,300 1

172020066 野鍬池 のぐわいけ 石川県 七尾市 飯川町こ20-1 町会 2 30 1,000

172020067 太刀池 たちいけ 石川県 七尾市 若林町イ101 生産組合 3 130 2,400

172020068 四郎平池 しろうだいらいけ 石川県 七尾市 若林町フ1-1 生産組合 3 123 8,000

172020069 弥五郎池 やごろういけ 石川県 七尾市 若林町ウ-46 生産組合 3 120 1,000

172020070 松ヶ池 まつがいけ 石川県 七尾市 白馬町63-34-2 町会 3 83 11,400

172020071 谷内池 やちいけ 石川県 七尾市 竹町ナ1 生産組合 8 81 5,100

172020072 新池 しんいけ 石川県 七尾市 竹町ツ4 生産組合 3 61 2,500

172020073 新池上 しんいけうえ 石川県 七尾市 竹町ツ5 生産組合 5 26 2,400

172020074 竹内谷三つ池上 たけやちみついけかみ（たけないちうえ） 石川県 七尾市 池崎町リ57丁 生産組合 5 37 7,700

172020076 せんだの池 せんだのいけ 石川県 七尾市 池崎町 集落 5 99 5,600

172020078 どんがら池 どんがらいけ 石川県 七尾市 古屋敷町リ12 生産組合 3 67 2,900

172020079 古屋敷大池 ふるやしきおおいけ 石川県 七尾市 古屋敷町ヲ11 生産組合 5 195 9,600 1

172020083 杉谷内池 すぎやちいけ 石川県 七尾市 池崎町ノ67 生産組合 6 70 14,400

172020084 竹内谷三つ池中 たけやちみつたにいけなか（たけなかいちまんなか） 石川県 七尾市 池崎町 生産組合 2 32 1,300 1

172020086 前田池 まえだいけ 石川県 七尾市 柑子町 集落 5 37 5,000

172020087 三角池 さんかくいけ 石川県 七尾市 若林町ト71 生産組合 1 19 100

172020090 ゴウテン池 ごうてんいけ 石川県 七尾市 白馬町5-9 町会 2 23 1,000

172020093 平床ノ池 ひらゆかのいけ 石川県 七尾市 沢野町 共同 12 57 75,000 1

172020094 池谷内の池 いけやちのいけ 石川県 七尾市 沢野町ル40番 集落 5 38 3,600

172020096 中尾池 なかおいけ 石川県 七尾市 沢野町 集落 10 55 4,800

172020099 宮の後池 みやのごいけ 石川県 七尾市 大田町28-9 生産組合 4 30 2,500

172020102 川谷内池 かわやちいけ 石川県 七尾市 麻生町ノ10-1 町会 14 40 16,500

172020106 新池 しんいけ 石川県 七尾市 江泊町 集落 3 17 0

172020107 天池 あまいけ 石川県 七尾市 江泊町ヤ1 生産組合 7 36 5,800

172020114 田尻池 たじりいけ 石川県 七尾市 大野木町 集落 4 16 100

172020121 辻第４池 つじだいよんいけ 石川県 七尾市 大野木町 集落 3 35 100
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172020126 小山池（２） こやまいけかっこにいけ 石川県 七尾市 湯川町 個人 4 37 1,300

172020139 薬師池 やくしいけ 石川県 七尾市 湯川町 集落 3 8 100

172020142 カンバ池 かんぱいけ 石川県 七尾市 湯川町 集落 6 17 300

172020143 寺ノ裏池 てらのうらいけ 石川県 七尾市 湯川町 集落 4 20 200

172020145 杉山の池 すぎやまのいけ 石川県 七尾市 鵜浦町 集落 3 15 100

172020146 中村池 なかむらいけ 石川県 七尾市 鵜浦町 集落 2 10 40

172020150 美池 びいけ 石川県 七尾市 岡町ワ31番1 個人 5 35 1,600

172020153 弥三部郎池 やさぶろういけ 石川県 七尾市 佐野町ハ211 町会 3 36 200

172020154 材木池 ざいもくいけ 石川県 七尾市 万行町53-10 個人 9 52 8,700

172020155 松谷池 まつたにいけ 石川県 七尾市 万行町58-60 個人 5 41 3,000

172020156 九十九枚池 くじゅうくまいいけ 石川県 七尾市 万行町67-6 個人 5 39 2,600

172020157 新池 しんいけ 石川県 七尾市 万行町29-141-甲 集落 5 89 14,400 1

172020158 狐田池 きつねだいけ 石川県 七尾市 万行町16-118 個人 3 170 5,000

172020159 浅田池 あさだいけ 石川県 七尾市 三室町百拾五19 生産組合 5 33 1,900

172020161 庭竹原池 にわたけはらいけ 石川県 七尾市 三室町百三拾六2 生産組合 5 22 2,400

172020162 西谷内池 にしやちいけ 石川県 七尾市 三室町は3 生産組合 4 29 1,600

172020163 大谷内池 おおやちいけ 石川県 七尾市 三室町上之部22 生産組合 3 100 2,400

172020166 倉間池 くらまいけ 石川県 七尾市 小島町ワ33 集落 5 41 5,300 1

172020168 水ヶ平池 みずがひらいけ 石川県 七尾市 小島町カ7 集落 4 37 3,200

172020169 洞田池 どうだいけ 石川県 七尾市 新保町1-373 生産組合 2 83 3,200

172020174 谷内池 やちいけ 石川県 七尾市 東三階町ソ1-1 生産組合 4 77 1,400

172020175 三ケ村池 さんがむらいけ 石川県 七尾市 本府中町ナ50 生産組合 2 172 2,800

172020177 城山園前池 じょうやまえんまえいけ 石川県 七尾市 後畠町イ25 個人 3 43 2,200

172020180 白石の池 しらいしのいけ 石川県 七尾市 白鳥町 集落 6 12 200

172020183 大野池 おおのいけ 石川県 七尾市 庵町 集落 8 36 5,100

172020193 みずほの池 みずほのいけ 石川県 七尾市 佐々波町 集落 14 110 18,100

172020196 出村（１）池 でむらかっこいちいけ 石川県 七尾市 佐々波町 集落 5 25 1,100

172020197 出村（２）池 でむらかっこにいけ 石川県 七尾市 佐々波町 集落 5 25 1,100
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172020199 竹ケ谷内池 たけがたにうちいけ 石川県 七尾市 佐々波町 集落 2 40 5,100

172020203 堂上池 どうじょういけ 石川県 七尾市 花園町 集落 0 0

172020204 寺谷内池 てらやちいけ 石川県 七尾市 花園町子1 町会 9 46 17,000

172020209 浜の池 はまのいけ 石川県 七尾市 東浜町 集落 5 16 0

172020210 萩原の池 はぎわらのいけ 石川県 七尾市 東浜町テ6 町会 4 18 200

172020211 奥の池 おくのいけ 石川県 七尾市 大泊町 生産組合 11 35 23,000 1

172020223 山崎第７池 やまざきだいなないけ 石川県 七尾市 山崎町 集落 7 25 1,400

172020229 チャヤの池 ちゃやのいけ 石川県 七尾市 多根町 個人 1 32 700

172020234 白岩池 しろいわいけ 石川県 七尾市 清水平町 集落 5 115 8,300

172020239 古府田池 ふるたいけ 石川県 七尾市 藤野町ナ124-甲 生産組合 3 177 4,500

172020240 佐賀山池 さがやまいけ 石川県 七尾市 中挟町 町会 5 23 1,100

172020241 石蔵池 いしくらいけ 石川県 七尾市 矢田町丑18-1 生産組合 3 19 700 1

172020243 大皿池 おおざらいけ 石川県 七尾市 直津町レ9 生産組合 8 36 10,500

172020244 千野池 ちのいけ 石川県 七尾市 千野町メ56 生産組合 12 174 48,000 1

172020247 坂ノ尻池 さかのしりいけ 石川県 七尾市 三室町上之部47 生産組合

172020248 堂勝池 どうかちいけ 石川県 七尾市 三室町上之部46 生産組合

172020251 鳥の谷内池 とりのやちいけ 石川県 七尾市 大田町 生産組合

172020252 池洞池 いけんどういけ 石川県 七尾市 東三階町ソ之部1-1,1-2 生産組合 3 68 1,231

172030101 八幡堤（柳上） やはたつつみ 石川県 小松市 八幡二23番2崎 生産組合 7 68 62,900 1

172030105 若杉堤（大池） わかすぎつつみ(おおいけ) 石川県 小松市 若杉町ツ8番1、ツ8番2 生産組合 6 135 110,000

172030106 吉竹堤（釜谷） よしたけつつみ（かまだに） 石川県 小松市 吉竹町へ313番1 町会 9 51 88,300 1

172030107 そら谷 そらたに 石川県 小松市 千木野町タ27番 生産組合 2 34 2,500

172030108 南浅井 みなみあさい 石川県 小松市 千木野町ソ28番1 生産組合 7 62 12,400

172030109 千木野堤 せぎのつつみ 石川県 小松市 千木野町レ13番 生産組合 4 64 13,000 1

172030110 大池 おおいけ 石川県 小松市 千木野町レ12番 生産組合 5 66 18,700

172030112 花坂 はなさか 石川県 小松市 花坂町チ22番1、チ22番2 生産組合 4 26 6,600

172030113 大倉 おおくら 石川県 小松市 本江町 生産組合 3 72 5,200 1

172030115 おどし（和気） おどし（わけ） 石川県 小松市 東山町 生産組合 5 33 17,000
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172030116 宮谷 みやだん 石川県 小松市 本江町 生産組合 3 30 6,000

172030117 真如 しんにょ 石川県 小松市 本江町 生産組合 12 58 48,100

172030118 蛇谷 じゃだん 石川県 小松市 東山町 生産組合 10 60 32,000 1

172030119 宮後（宮ノ後） みやご（みやのうしろ） 石川県 小松市 蓮代寺町二乙39番 生産組合 6 59 18,000

172030120 中ノ堤 なかのつつみ 石川県 小松市 蓮代寺町2丁目1番 生産組合 5 107 36,800 1

172030121 濁（濁堤） にごり（にごりつつみ） 石川県 小松市 蓮代寺町二丁36番 生産組合 3 52 4,600

172030124 窪谷 くぼたに 石川県 小松市 三谷町ヌ152番乙 生産組合 5 30 4,400

172030125 江陵 えいりょう 石川県 小松市 蓮代寺町ホ甲51番 生産組合 5 57 5,500

172030126 小坂下堤 こさかしたつつみ 石川県 小松市 三谷町小坂14-乙 生産組合 10 58 23,300

172030128 松本下堤 まつもとしたつつみ 石川県 小松市 三谷町小坂30-乙 生産組合 5 31 7,600

172030129 松本上堤 まつもとうえつつみ 石川県 小松市 三谷町小坂29-乙 生産組合 3 21 2,000

172030133 土ヶ谷 どがたん 石川県 小松市 本江町 生産組合 3 33 3,500

172030134 初血（はつけつ堤）はつち（はつけつ堤） 石川県 小松市 木場町セ４番1先 生産組合 4 30 3,100

172030135 小毛草 こもぐさ 石川県 小松市 蓮代寺町ヰ14番乙 生産組合 5 50 9,500

172030136 亀谷谷（亀ヶ谷） かめやたに（かめがたん） 石川県 小松市 蓮代寺町ヰ19番乙 生産組合 6 35 11,000

172030138 辻ヶ谷 つじがたに 石川県 小松市 長谷町ナ12番乙 生産組合 4 34 11,100 1

172030141 水上谷 みずかみだに 石川県 小松市 津波倉町ム69番 生産組合 3 22 2,100

172030142 白米谷 はくまいたに 石川県 小松市 津波倉町井13番1、2、井14番～17番、井18番1、2、井19番、井20番1、2生産組合 5 34 6,300

172030143 木場谷 きばたに 石川県 小松市 波佐谷町二33番1、34番 町会 5 25 8,000

172030144 峠谷 とうげだに 石川県 小松市 瀬領町イ123 町会 4 38 8,300

172030145 林大堤 はやしおおつつみ 石川県 小松市 林町ヲ127番 生産組合 4 58 8,800

172030146 頭無池 かしらなし 石川県 小松市 下粟津町ノ151番 町会 3 87 4,700

172030147 佐美の堤 さみのつつみ 石川県 小松市 佐美町ほ48番 町会 3 23 2,500

172030201 入江谷 いりえだに 石川県 小松市 河田町カ233 生産組合 4 42 1,500

172030205 中堤 なかつつみ 石川県 小松市 下八里町 町会 2 24 2,700

172030208 西谷 にしたに 石川県 小松市 里川町 町会 4 20 1,100

172030209 峠（下） とうげ（した） 石川県 小松市 里川町 町会 7 84 6,000

172030211 石ヶ谷 いしがたに 石川県 小松市 里川町 町会 12 64 6,100 1
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172030215 奥場 おくば 石川県 小松市 遊泉寺町弐号5番、6番、7番、15番、16番生産組合 3 20 2,500

172030216 峠（遊泉寺） とうげ（ゆうせんじ） 石川県 小松市 遊泉寺町 企業 5 23 3,100

172030219 桐木谷 きんのきだん 石川県 小松市 鵜川町壱０号29番 生産組合 3 28 2,100

172030220 北谷 きただん 石川県 小松市 中海町ト1032番乙 生産組合 6 64 5,900

172030223 善光寺 ぜんこうじ 石川県 小松市 岩渕町ホ129～153 生産組合 5 8 18,000

172030225 鉱山第２（3番つつみ）こうざんだいに（さんばんつつみ） 石川県 小松市 岩渕町弐号2番乙 生産組合 3 48 9,900 1

172030226 ブタムカイ（ブタムキ）ぶたむかい（ぶたむき） 石川県 小松市 中海町ヌ1012番乙 生産組合 5 35 11,900 1

172030227 宮谷１ みやたにいち 石川県 小松市 正蓮寺町宮ノ谷4番 生産組合 5 26 3,000 1

172030228 宮谷２ みやたにに 石川県 小松市 正蓮寺町宮ノ谷10 生産組合 6 27 6,800

172030230 東谷池 ひがしだにいけ 石川県 小松市 五国寺町キチヤム谷12番 生産組合 3 25 33,800

172030233 西谷 にしたに 石川県 小松市 五国寺町大畠9番 生産組合 5 45 15,600

172030234 干角堤 せんかくつつみ 石川県 小松市 金平町オ11番3先 生産組合 2 56 10,000

172030237 チチクラ池 ちちくらいけ 石川県 小松市 松岡町 生産組合 3 25 6,100

172030301 殿様 とのさま 石川県 小松市 二ツ梨町ナ1番 生産組合 5 93 61,000 1

172030304 イモリ いもり 石川県 小松市 戸津町む1番 生産組合 4 60 8,400

172030307 奥ノ谷 おくのたに 石川県 小松市 二ツ梨町フ2番 生産組合 7 42 39,000

172030308 正見谷 しょうみたに 石川県 小松市 牧口町イ58番 生産組合 2 14 700 1

172030309 西原堤 にしはらつつみ 石川県 小松市 西原町ロ2番 生産組合 5 35 6,000 1

172030310 亥谷 いのたに 石川県 小松市 白山田町 町会 7 27 6,200

172030314 口池 くちいけ 石川県 小松市 上り江町151番 町会 2 35 2,200

172030316 大音（オオオト） おおおと 石川県 小松市 牧口町ワ1番乙 生産組合 5 27 8,000 1

172030319 那谷口 なたくち 石川県 小松市 上荒屋町ル102番甲 生産組合 5 34 8,100

172030320 水源池 すいげんいけ 石川県 小松市 上荒屋町ル78番3 町会 6 30 6,000 1

172030325 新堤 しんつつみ 石川県 小松市 那谷町シ28番甲、49～52、53番甲、54、55番甲生産組合 7 52 10,400 1

172030326 寺下谷２ てらしたたに２ 石川県 小松市 那谷町シ33番 生産組合 4 33 2,700

172030401 大谷池 おおたにいけ 石川県 小松市 塩原町ホ4 生産組合 3 30 1,400

172030403 大谷堤 おおたにつつみ 石川県 小松市 布橋町 生産組合 8 39 8,500

172030404 上谷池（若宮のため池）うえたにいけ（わかみやのためいけ） 石川県 小松市 観音下町123番 生産組合 2 29 1,100
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172030405 花谷堤 はなたにつつみ 石川県 小松市 波佐羅町カ144番 生産組合 8 47 13,000

172030407 青木谷 あおきだに 石川県 小松市 観音下町ト71番、72番 生産組合 10 67 7,300

172040001 三谷内 みやち 石川県 輪島市 山本町字宮ノ木7番 生産組合 9 41 31,800 1

172040002 小伊勢 おいせ 石川県 輪島市 小伊勢町下山下161番 集落 11 37 4,700

172040004 上堤 うえつつみ 石川県 輪島市 釜屋谷町33部15番 集落 7 29 6,600

172040005 下堤 したつつみ 石川県 輪島市 釜屋谷町33部30番 集落 8 35 5,400

172040006 旧谷内山 きゅうやちやま 石川県 輪島市 大野町隠レ谷4番 集落 18 48 8,000

172040011 観音堂-3 かんのうどう-さん 石川県 輪島市 尊利地町ヤ部1番 集落 16 65 76,300 1

172040014 穴畠 あなばたけ 石川県 輪島市 町野町金蔵ヨ部16番 集落 11 52 18,300

172040015 雁田 がんだ 石川県 輪島市 町野町金蔵へ部42番 集落 6 26 13,700

172040016 細田大池 ほそだおおいけ 石川県 輪島市 町野町佐野10部19番 集落 8 48 45,000

172040017 細田下池 ほそだしもいけ 石川県 輪島市 町野町佐野10部21番 集落 9 28 8,000 1

172040018 呼長尾 よびながお 石川県 輪島市 町野町北円山呼長尾20番 集落 8 48 30,000

172040019 谷内ノ渓 やちのたに 石川県 輪島市 山本町字向田46番甲 生産組合 9 36 12,600

172040021 新堤 しんつつみ 石川県 輪島市 大野町谷内山5番1 集落 10 46 21,300 1

172040032 新池 しんいけ 石川県 輪島市 町野町佐野6部15番 集落 8 48 30,000

172040042 上谷 かみや 石川県 輪島市 町野町栗蔵元川西ク部31番 個人 2 28 2,400

172040045 尻堤 しりつつみ 石川県 輪島市 町野町桶戸1部10番 集落 2 33 200

172040046 和田ノ堤 わだのつつみ 石川県 輪島市 町野町桶戸ロ部186番 集落 2 110 5,300

172040047 越戸 こえど 石川県 輪島市 町野町金蔵エ部114番 集落 7 32 1,300

172040048 五束刈 ごそくがり 石川県 輪島市 町野町金蔵オ部168番2 集落 7 17 2,000

172040049 中尾 なかお 石川県 輪島市 町野町金蔵ノ部52番 集落 6 19 7,900

172040050 新池 しんいけ 石川県 輪島市 町野町金蔵ソ部217番 集落 4 36 3,100

172040051 惣の谷内 そうのやち 石川県 輪島市 町野町金蔵レ部2番 集落 7 19 5,600

172040052 四十刈 しじゅうかり 石川県 輪島市 町野町金蔵ワ部1045番 集落 4 25 2,400

172040053 畳田 たたみだ 石川県 輪島市 町野町金蔵ト部1004番4-6 集落 11 40 10,900 1

172040054 車坂 くるまざか 石川県 輪島市 町野町西山町ヨ部27番甲 集落 6 42 10,900

172040055 保生池 ほしょういけ 石川県 輪島市 町野町金蔵ハ部4番 集落 9 112 6,600
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172040058 社茂地-2 しゃもじ-に 石川県 輪島市 東印内町土橋地内 集落 9 36 16,400

172040059 社茂地-3 しゃもじ-さん 石川県 輪島市 東印内町土橋地内 集落 9 47 11,600

172040060 大池 おおいけ 石川県 輪島市 西山町ヤ部50番 集落 12 30 2,800

172040063 寺谷内-1 てらやち-いち 石川県 輪島市 町野町東1部1番丙 集落 9 64 20,100

172040064 寺谷内-2 てらやち-に 石川県 輪島市 町野町東1部1番戌 集落 5 32 2,900

172040083 銚子 ちょうし 石川県 輪島市 大野町銚子7番 集落 7 62 22,100 1

172040094 菊吉の後 きくよしのうしろ 石川県 輪島市 町野町川西ワ部123番甲 集落 3 129 9,300

172040095 山岸の下 やまぎしのした 石川県 輪島市 町野町川西ワ部134番乙 集落 3 129 4,800

172040096 小谷内 こやち 石川県 輪島市 町野町川西ヨ部32番甲 集落 6 70 15,400

172040100 桜木 さくらぎ 石川県 輪島市 町野町川西ト部50番 集落 2 82 1,000

172040104 堂ヶ谷 どうがたに 石川県 輪島市 町野町川西二部142番 集落 6 22 4,800

172040105 矢谷成 やたになり 石川県 輪島市 町野町川西ハ部117番 集落 3 43 900

172040107 袖ヶ谷 そでがたに 石川県 輪島市 町野町徳成ヌ部75番 集落 8 43 30,400 1

172040109 宮田 みやた 石川県 輪島市 町野町徳成り部13番2 集落 6 21 3,000

172040110 谷内池 やちいけ 石川県 輪島市 町野町大川へ部3番2 集落 11 34 10,900

172040111 浜田池 はまだいけ 石川県 輪島市 町野町大川19部24番 集落 4 118 6,300

172040113 前上谷 まえかみや 石川県 輪島市 町野町広江28部50番 生産組合、集落 3 142 4,200

172040114 ミシタ谷内 みしたやち 石川県 輪島市 町野町広江42部45番 生産組合、集落 8 32 12,100

172040115 前溜池 まえためいけ 石川県 輪島市 町野町伏戸弐字54番 集落 2 125 8,100

172040116 竹の谷 たけのたに 石川県 輪島市 町野町東大野竹谷27番 集落 11 25 5,900

172040117 夫婦下 めおとした 石川県 輪島市 町野町東大野サ部30部 集落 3 103 2,500

172040119 滝の谷内 たきのやち 石川県 輪島市 町野町東大野瀧谷内1番5 集落 11 49 5,900

172040120 小堤 こつつみ 石川県 輪島市 町野町西時国1部63番 水利組合 1 53 2,000 1

172040122 山王堤 さんのうてい 石川県 輪島市 町野町西時国鳥毛2番丙 水利組合 4 215 21,900 1

172040123 新池 しんいけ 石川県 輪島市 町野町南時国13部10番 集落 3 125 13,000

172040124 路角池 ろかくいけ 石川県 輪島市 町野町南時国13部11番1 集落 2 80 7,400

172040125 露込 つゆこみ 石川県 輪島市 縄又町津イ込7番乙 集落 4 20 2,700

172040130 河原 かわら 石川県 輪島市 縄又町道蓮106番2 集落 4 10 1,000
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172040139 渡畑 わたしばたけ 石川県 輪島市 赤崎町120番 個人 4 22 700

172040140 渡畑2 わたしばたけに 石川県 輪島市 赤崎町123番 個人 3 22 500 1

172040146 ハザ田 はざた 石川県 輪島市 赤崎町175番 個人 3 20 400

172040171 鳥毛の高 とりげのたか 石川県 輪島市 町野町寺山78部15番 個人 2 20 100

172040172 中村の八幡峠 なかむらのはちまんとうげ 石川県 輪島市 町野町寺山59部20番 共同 2 12 100

172040180 三田 さんだ 石川県 輪島市 町野町金蔵ヨ部199番 集落 1 74 8,000

172040185 二之部 にのぶ 石川県 輪島市 町野町舞谷二部32番 集落 6 27 900

172040186 上野 うえの 石川県 輪島市 三井町仁行宮平42番1 個人 3 10 100

172040188 池ノ谷内 いけのやち 石川県 輪島市 東山町ワ部 集落 9 63 32,700

172040193 大堤 おおつつみ 石川県 輪島市 町野町西時国1部47番1 水利組合 2 209 13,200 1

172040195 御引干場 おんびきほしば 石川県 輪島市 滝又町ル部83番 個人 7 52 1,300

172040197 地原 ちはら 石川県 輪島市 稲屋町九字42番 個人 5 28 1,700

172040204 大堤 おおつつみ 石川県 輪島市 町野町敷戸5部90番 集落 4 207 21,500

172040219 寺池 てらいけ 石川県 輪島市 町野町南時国12部100番 集落 2 80 4,400 1

172040225 出村の高 でむらのたか 石川県 輪島市 町野町寺山18部4番 集落 5 19 200

172040279 熊谷 くまんたに 石川県 輪島市 西山町タ部16番 集落 9 27 10,700

172040282 惣田3 そうださん 石川県 輪島市 町野町粟蔵元川西ノ部13番 個人 8 12 400 1

172040293 名舟１ なふねいち 石川県 輪島市 輪島市名舟町23字 集落 5 42 6,400 1

172040294 名舟２ なふねに 石川県 輪島市 輪島市名舟町23字10番１ 集落 7 43 15,700 1

172040295 庄の部 しょうのぶ 石川県 輪島市 繩又町庄19 個人 5 39 900

172050001 若山ダム わかやまだむ 石川県 珠洲市 若山町上山 市町村 25 87 486,000 1

172050002 杉山ダム すぎやまだむ 石川県 珠洲市 三崎町杉山 個人 13 62 130,000

172050003 雁の池 がんのいけ 石川県 珠洲市 三崎町森腰 共同 6 230 161,000

172050004 猿ヶ谷池 さるがだにいけ 石川県 珠洲市 岩坂町 個人 9 135 241,000 1

172050005 蛸島の大池 たこじまのおおいけ 石川県 珠洲市 三崎町細屋 個人 5 194 130,000

172050006 坂石山 さかいしやま 石川県 珠洲市 長橋 個人 4 45 3,400

172050008 三ッ子 みつご 石川県 珠洲市 笹波町 個人 4 81 30,000

172050009 小新谷 こしんたに 石川県 珠洲市 狼煙町横山 水利組合 10 36 24,000
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172050010 柿ノ木谷内 かきのきやち 石川県 珠洲市 狼煙町 水利組合 7 55 4,000

172050018 鴻ノ巣 こうのす 石川県 珠洲市 三崎町本 個人 5 83 72,000 1

172050020 荒池 あらいけ 石川県 珠洲市 三崎町雲津 個人 4 70 19,400 1

172050022 赤間田 あかまだ 石川県 珠洲市 三崎町細屋 個人 3 74 8,000 1

172050023 青木作 あおきさく 石川県 珠洲市 三崎町細屋 個人 4 60 4,200

172050024 二堤池 ふたつつみいけ 石川県 珠洲市 正院町川尻 水利組合 3 20 8,000

172050025 八ノ谷 はちのたに 石川県 珠洲市 正院町川尻 水利組合 5 134 34,000

172050026 セナガチ せながち 石川県 珠洲市 正院町岡田 水利組合 1 88 28,000 1

172050027 金筋 きなすじ 石川県 珠洲市 岩坂町 個人 4 70 9,100

172050030 亀ヶ谷 かめんたに 石川県 珠洲市 野々江町 個人 6 109 105,000

172050031 吉ヶ池 よしがいけ 石川県 珠洲市 若山町吉ヶ池 個人 3 46 28,000

172050032 吉池 よしいけ 石川県 珠洲市 若山町二子11-19 個人 2 40 1,700 1

172050033 岡の坊用水池 おかのぼうようすいいけ 石川県 珠洲市 若山町宇都山 集落 10 39 5,300

172050034 大池 おおいけ 石川県 珠洲市 若山町向 個人 5 41 2,200

172050035 瀬戸ヶ谷内 せとがやち 石川県 珠洲市 若山町古蔵 個人 7 74 13,140

172050036 樋谷内 ひのやち 石川県 珠洲市 若山町鈴内 水利組合 8 38 8,400

172050037 柳谷内 やなぎやち 石川県 珠洲市 若山町鈴内 水利組合 5 38 4,600

172050038 赤藻 あかも 石川県 珠洲市 若山町鈴内 個人 3 96 18,800 1

172050039 札谷内 ふだやち 石川県 珠洲市 若山町広栗 集落 7 90 32,000 1

172050040 脇谷内 わきやち 石川県 珠洲市 若山町広栗 集落 5 98 6,400

172050041 孝右衛門 こうえもん 石川県 珠洲市 若山町広栗 集落 7 58 7,700

172050042 金堂 かなどう 石川県 珠洲市 若山町出田 水利組合 6 71 24,000

172050043 扇谷内 おうぎやち 石川県 珠洲市 若山町出田 水利組合 5 47 22,000

172050044 北方大池 きたかたおおいけ 石川県 珠洲市 上戸町北方 個人 5 101 46,000

172050045 坂谷内 さかやち 石川県 珠洲市 上戸町北方 個人 11 76 38,000 1

172050046 広谷 ひろや 石川県 珠洲市 上戸町寺社 共同 8 42 10,000 1

172050047 穴釜 あながま 石川県 珠洲市 上戸町南方 個人 10 41 60,000

172050048 大谷尻 おおたにしり 石川県 珠洲市 宝立町春日野 個人 7 36 9,700
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172050049 勝茂 かつも 石川県 珠洲市 宝立町南黒丸 個人 8 41 13,000 1

172050050 新池 しんいけ 石川県 珠洲市 三崎町杉山 共同 6 48 10,000

172050051 鯨ヶ池 くじらがいけ 石川県 珠洲市 正院町飯塚 個人 4 45 32,000

172050052 赤刈 あかがり 石川県 珠洲市 正院町飯塚 水利組合 2 73 14,000

172050053 小谷 こたに 石川県 珠洲市 上戸町寺社 個人 4 33 3,400

172050054 長池 ながいけ 石川県 珠洲市 笹波町 個人 1 40 38,000 1

172050055 七歩 しちぶ 石川県 珠洲市 正院町飯塚 個人 3 78 11,000 1

172050065 ふけん袖の池 ふけんそでのいけ 石川県 珠洲市 三崎町杉山 個人 3 40 3,100

172050066 池筒 いけんどう 石川県 珠洲市 三崎町杉山 共同 3 65 11,700 1

172050067 大畑新 おおはたしん 石川県 珠洲市 三崎町杉山 共同 4 49 5,200

172050068 谷の池 たにのいけ 石川県 珠洲市 三崎町杉山 共同 2 28 3,500

172050069 平床 ひらとこ 石川県 珠洲市 正院町平床 集落 2 41 7,500

172050071 舟瀬池 ふなせいけ 石川県 珠洲市 正院町飯塚 水利組合 4 55 8,200

172050079 太古谷内池 たいこやちのいけ 石川県 珠洲市 三崎町小泊 集落 3 33 2,400

172050081 三枚田 さんまいだ 石川県 珠洲市 三崎町小泊 集落 2 39 1,500

172050082 想津池 そうづいけ 石川県 珠洲市 正院町川尻 個人 3 56 6,700

172050083 深田 ふかだ 石川県 珠洲市 正院町川尻 個人 4 57 8,200

172050088 西谷内池 にしやちいけ 石川県 珠洲市 若山町鈴内 個人 3 33 1,000

172050089 神谷内 かみやち 石川県 珠洲市 岩坂町 共同 3 40 1,900

172050091 池筒 いけんど 石川県 珠洲市 三崎町伏見 集落 2 31 2,100

172050096 神子田 みこだ 石川県 珠洲市 若山町経念 農業法人 4 46 4,500

172050097 新田谷内 しんでんやち 石川県 珠洲市 若山町経念 農業法人 4 52 3,200

172050098 奥池 おくいけ 石川県 珠洲市 若山町向 個人 4 25 700

172050099 作平の池 さくひらのいけ 石川県 珠洲市 若山町中 個人 2 12 300

172050100 谷内の池 やちのいけ 石川県 珠洲市 若山町二子 個人 4 13 1,900

172050101 小谷内の池 こやちのいけ 石川県 珠洲市 若山町中 集落 3 10 300 1

172050104 とうじき池 とうじきいけ 石川県 珠洲市 若山町宗末 個人 1 13 100

172050105 アマンタ あまんた 石川県 珠洲市 三崎町細屋 個人 2 26 1,600
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172050114 黒瀬の池 くろせのいけ 石川県 珠洲市 宝立町字柏原 集落 5 18 1,400

172050116 坪根大池 つぼねおおいけ 石川県 珠洲市 宝立町字柏原 個人 3 15 1,700

172050117 干場谷池 ほしばたにいけ 石川県 珠洲市 宝立町字柏原 個人 2 38 300

172050118 赤坂の池 あかさかのいけ 石川県 珠洲市 宝立町字春日野44字58番 個人 5 29 2,800 1

172050119 是久の池 これひさのいけ 石川県 珠洲市 宝立町是久 集落 3 21 1,900

172050120 上の池 うえのいけ 石川県 珠洲市 長橋町 個人 4 32 1,500

172050123 堤池 つつみいけ 石川県 珠洲市 真浦町 集落 3 37 3,300 1

172050128 大池 おおいけ 石川県 珠洲市 大谷町字中尾 個人 6 82 6,100

172050140 くるすの池 くるすのいけ 石川県 珠洲市 若山町字洲巻 個人 3 82 4,900

172050141 向方の池 むかいかたのいけ 石川県 珠洲市 若山町字洲巻 個人 4 76 2,200

172050145 前田の池 まえだのいけ 石川県 珠洲市 若山町字北山 個人 3 17 200

172050152 奥の池 おくのいけ 石川県 珠洲市 若山町字二子 個人 6 33 4,800

172050153 はかどの池 はかどのいけ 石川県 珠洲市 若山町吉ヶ池 個人 3 80 1,600

172050154 平池 ひらいけ 石川県 珠洲市 若山町字二子9-42,44,45,46,47-1,47-2個人 3 5 3,100

172050157 カシノ池 かしのいけ 石川県 珠洲市 若山町字二子10-21 集落 0 0 0

172050158 新池 しんいけ 石川県 珠洲市 若山町二子8-5 個人 2 24 1,300

172050165 木戸口高池 きどぐちたかいけ 石川県 珠洲市 若山町字北山 個人 6 44 8,000

172050167 下池 しもいけ 石川県 珠洲市 若山町字北山 個人 6 20 1,700

172050171 小山谷の池 こやまたにのいけ 石川県 珠洲市 若山町字上正力 個人 6 28 3,500

172050173 鍛冶池 かじいけ 石川県 珠洲市 若山町上正力 個人 4 42 1,300

172050183 藤瀬の池 ふじせのいけ 石川県 珠洲市 岩坂町 個人 2 25 400

172050185 水道水源池 すいどうすいげんいけ 石川県 珠洲市 若山町字向 個人 9 34 3,700

172050191 かみやだの池2 かみやだのいけ2 石川県 珠洲市 若山町北山 個人 3 20 400

172050194 川浦ダム かわうらだむ 石川県 珠洲市 川浦町 個人 11 29 12,000 1

172050196 総造りの池 そうづくりのいけ 石川県 珠洲市 折戸町木浦 個人 3 70 4,000

172050202 親地の池（下） おやじのいけ（した） 石川県 珠洲市 馬緤町 個人 3 48 1,600 1

172050203 みずくり池 みずくりいけ 石川県 珠洲市 東山中町 個人 4 47 7,300

172050204 あくんだ池 あくんだいけ 石川県 珠洲市 東山中町 個人 4 33 6,800
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172050208 飯山池 いいやまいけ 石川県 珠洲市 三崎町杉山 集落 2 38 3,100

172050217 おさぶろ池 おさぶろいけ 石川県 珠洲市 正院町字岡田 集落 4 38 7,700 1

172050218 源呂池 げんろいけ 石川県 珠洲市 正院町飯塚 集落 3 21 1,100

172050222 極道谷内の池 ごうくどうやちのいけ 石川県 珠洲市 正院町字岡田 集落 6 32 9,500

172050223 宮田の池 みやたのいけ 石川県 珠洲市 正院町字岡田 集落 2 40 1,400

172050225 焼山の池 やきやまのいけ 石川県 珠洲市 正院町字飯塚 集落 2 29 1,500

172050232 市ノ田池 いちのでんいけ 石川県 珠洲市 三崎町字杉山 個人 4 47 1,100

172050233 末次池 すえつぐいけ 石川県 珠洲市 若山町字二子７-104 個人 1 29 200

172050234 不動寺池 ふどうじいけ 石川県 珠洲市 正院町字川尻 水利組合 4 29 1,400

172050235 あわら池 あわらいけ 石川県 珠洲市 正院町字飯塚 集落 1 25 100

172050237 納屋の高池 なやのたかいけ 石川県 珠洲市 若山町字二子11-105 個人 2 11 100

172050238 一枚田の池 いちまいだのいけ 石川県 珠洲市 若山町字二子6-69 個人 2 27 400

172050243 菖蒲田池 しょうぶだいけ 石川県 珠洲市 若山町延武 個人 2 16 200 1

172050244 風呂手の池 ふろてのいけ 石川県 珠洲市 三崎町小泊 個人 2 26 900

172050245 出竃の上の池 でがまのうえのいけ 石川県 珠洲市 若山町上正力 個人 3 46 1,100

172050248 脇田谷内池 わきだやちいけ 石川県 珠洲市 若山町字出田 水利組合 5 51 15,000 1

172050254 堤の池 つつみのいけ 石川県 珠洲市 若山町鈴内 個人 2 13 700

172050255 小づつみ池 こづつみいけ 石川県 珠洲市 大谷町字中谷内 個人 5 27 1,600

172060001 熊溜池 くまだまりいけ 石川県 加賀市 大聖寺敷地 生産組合 1 28 300 1

172060004 平床大溜池 ひらとこおおたまりいけ 石川県 加賀市 大聖寺平床町 個人 6 75 83,000 1

172060005 畑池 はたいけ 石川県 加賀市 大聖寺畑町 生産組合 3 62 9,100

172060006 上木第1堤（前堤）うわぎだいいちつつみ（まえつつみ） 石川県 加賀市 上木町後田8番 生産組合 1 58 2,400

172060007 上木第2堤（奥堤）うわぎだいにつつみ（おくつつみ） 石川県 加賀市 上木町奥苗代43番甲 生産組合 2 42 1,600

172060009 鎌谷池 かまたにいけ 石川県 加賀市 三木町 生産組合 3 61 6,000 1

172060010 中谷池 なかたにいけ 石川県 加賀市 永井町 生産組合 4 29 800

172060013 馬床池 うまどこいけ 石川県 加賀市 河南町 生産組合 3 29 38,600

172060017 象田池 ぞうたいけ（ぞうでんいけ） 石川県 加賀市 三木町 生産組合 5 133 3,900

172060018 堤谷池 つつみだにいけ 石川県 加賀市 三木町 生産組合 11 56 24,000 1
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172060019 奥の谷池 おくのたにいけ 石川県 加賀市 三木町 生産組合 9 56 72,000

172060022 南谷池 みなみたにいけ 石川県 加賀市 熊坂町 生産組合 6 36 11,000

172060024 にごり堤 にごりつつみ 石川県 加賀市 細坪町 企業 8 88 12,900

172060025 笹尾堤 ささおつつみ 石川県 加賀市 細坪町り1番甲 生産組合 2 46 3,300

172060030 新保長堤 しんぼちょうつつみ 石川県 加賀市 黒崎町 生産組合 5 55 16,000

172060031 新開堤 しんかいつつみ 石川県 加賀市 黒崎町 生産組合 5 63 15,000

172060042 新川A池 しんかわえーいけ 石川県 加賀市 高尾町 生産組合 4 78 150,000 1

172060043 新川B池 しんかわびーいけ 石川県 加賀市 高尾町 生産組合 3 48 14,300

172060044 すが谷池 すがたにいけ 石川県 加賀市 高尾町 生産組合 2 15 14,000

172060046 下福田溜池 しもふくだためいけ 石川県 加賀市 下福田町 生産組合 11 78 327,000 1

172060048 作見新堤 さくみしんつつみ 石川県 加賀市 作見町 生産組合 2 25 5,700

172060054 亀ヶ池 かめがいけ 石川県 加賀市 小塩辻町 生産組合 2 45 7,000

172060056 藤五郎池 とうごろういけ 石川県 加賀市 野田町 生産組合 5 62 165,000 1

172060061 上野堤甲 うえのつつみこう 石川県 加賀市 野田町 生産組合 3 67 17,300 1

172060063 潮津大堤 うしおづおおいけ 石川県 加賀市 潮津町 生産組合 3 24 2,800

172060064 真如堤 にんにょつつみ 石川県 加賀市 潮津町 生産組合 4 18 3,400

172060065 杉谷堤 すぎたにつつみ 石川県 加賀市 潮津町 生産組合 4 110 1,600 1

172060067 琵琶ヶ池 びわがいけ 石川県 加賀市 潮津町 生産組合 4 160 95,000 1

172060074 法ヶ谷 ほうがいけ 石川県 加賀市 大聖寺敷地 生産組合 3 44 6,000

172060077 穂地堤 石川県 加賀市 山代町8の3番乙、8の3番丙 財産区 4 52 8,000

172060079 赤穂下堤 あかほしたつつみ 石川県 加賀市 山代温泉 財産区 3 42 3,000 1

172060080 赤穂池堤 あかほいけつつみ 石川県 加賀市 山代温泉 財産区 5 58 9,000

172060081 赤穂新池堤 あかほしんいけつつみ 石川県 加賀市 山代温泉 財産区 7 56 9,000

172060086 池の谷池口 いけのたにいけぐち 石川県 加賀市 上野町 生産組合 3 64 6,900

172060087 池の谷池中 いけのたにいけなか 石川県 加賀市 上野町 生産組合 3 34 10,000

172060088 池の谷池奥 いけのたにいけおく 石川県 加賀市 上野町 生産組合 4 50 15,000

172060089 瓶焼堤 びんやきつつみ 石川県 加賀市 冨塚町 生産組合 7 53 20,300

172060090 冷下堤 れいげつつみ 石川県 加賀市 冨塚町 生産組合 5 29 4,100
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172060092 蒲堤 がまつつみ 石川県 加賀市 小菅波町 生産組合 10 50 25,000

172060093 小菅波大堤 こすがなみおおつつみ 石川県 加賀市 小菅波町 生産組合 10 100 40,000 1

172060094 大菅波大堤 おおすがなみおおつつみ 石川県 加賀市 大菅波町 生産組合 7 113 40,000 1

172060095 東堤 ひがしつつみ 石川県 加賀市 富塚町 生産組合 3 44 18,000

172060097 二ﾂ屋大堤池 ふたつやおおつつみいけ 石川県 加賀市 二ッ屋町 生産組合 4 107 4,500

172060102 分校大堤 ぶんぎょうおおつつみ 石川県 加賀市 分校町子の2番地 集落 4 97 63,000 1

172060106 南谷池 みなみたにいけ 石川県 加賀市 宇谷町 生産組合 7 40 4,400

172060108 大谷1号（三ツ堤池）おおたにいちごう（みつつつみいけ） 石川県 加賀市 宇谷町 生産組合 5 39 9,800

172060115 荒谷堤 あらたにつつみ 石川県 加賀市 大聖寺敷地町 生産組合 3 11 3,200 1

172060117 岡大溜池 おかおおためいけ 石川県 加賀市 大聖寺岡町 生産組合 4 35 3,700 1

172060123 萩生大堤 はぎゅうおおつつみ 石川県 加賀市 大聖寺萩生町 生産組合 3 44 11,000

172060128 水割谷堤 みずわりたにつつみ 石川県 加賀市 荒木町 生産組合 4 22 2,500

172060140 長曽堤 ちょうそつつみ 石川県 加賀市 細坪町 企業 8 52 3,200

172060156 かなくそ新堤 かなくそしんつつみ 石川県 加賀市 深田町39番地 生産組合 5 39 12,000

172060162 杉谷堤 すぎたにつつみ 石川県 加賀市 田尻町 生産組合 2 19 2,000

172060166 高尾池（旧シンドウ池） 石川県 加賀市 高尾町 生産組合 3 62 2,000

172060168 コイデ堤 石川県 加賀市 西山田町 生産組合 4 28 3,200

172060170 清明池 せいみょういけ（せいめいち） 石川県 加賀市 片山津町 生産組合 2 31 800

172060179 がめ池1号堤 がめいけいちごうつつみ 石川県 加賀市 上野町 生産組合 2 42 5,000

172060184 作見大堤・上堤 さくみおおつつみ・じょうてい 石川県 加賀市 作見町 生産組合 5 69 77,000 1

172060185 作見大堤・下堤 さくみおおつつみ・かてい 石川県 加賀市 作見町 生産組合 3 40 10,000

172060187 越中谷堤 えっちゅうだにつつみ 石川県 加賀市 山代温泉56の12番、14番 財産区 2 37 10,000 1

172060188 真菰池 まこもいけ 石川県 加賀市 山代温泉56の25番1 財産区 5 56 6,700

172060191 神田1号堤 かんだいちごうつつみ 石川県 加賀市 上野町 生産組合 4 41 5,000

172060192 神田2号堤 かんだにごうつつみ 石川県 加賀市 上野町 生産組合 2 38 13,000

172060193 吾子堤 われこつつみ 石川県 加賀市 水田丸町 生産組合 7 83 50,000 1

172060194 小六谷堤 しょうろくたにつつみ 石川県 加賀市 水田丸町 生産組合 4 42 5,400

172060195 法皇堤 ほうほうつつみ 石川県 加賀市 勅使町 集落 6 75 5,700
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172060201 赤目谷堤 あかめたにつつみ 石川県 加賀市 栄谷町 生産組合 2 34 1,500

172060203 水溜池 みずたまりいけ 石川県 加賀市 小塩辻町 生産組合 2 106 7,500 1

172060204 大菅波新堤 おおすがなみしんつつみ 石川県 加賀市 大菅波町 生産組合 4 64 1,300

172060205 荒出池 あらでいけ 石川県 加賀市 黒崎町 生産組合 12 93 40,000 1

172060207 大堤 おおつつみ 石川県 加賀市 大聖寺三ﾂ町 生産組合 6 107 24,000 1

172060208 ユノタニ堤 ゆのたにつつみ 石川県 加賀市 永井町 生産組合 3 33 4,100

172070002 松川堤 まつかわつつみ 石川県 羽咋市 柴垣町 町会 10 110 25,200 1

172070003 的奈坂堤 まとなさかつつみ 石川県 羽咋市 柴垣町 町会 7 52 29,000

172070004 寺山堤 てらやまつつみ 石川県 羽咋市 柴垣町 町会 6 47 26,000

172070005 盆田新堤 ぼんたしんつつみ 石川県 羽咋市 柴垣町 町会 8 87 82,000 1

172070008 谷内の池 やちのいけ 石川県 羽咋市 神子原町 町会 8 37 6,500

172070009 神子原ダム みこはらだむ 石川県 羽咋市 神子原町 土地改良区 24 70 478,000 1

172070010 宇土野溜池 うどのためいけ 石川県 羽咋市 宇土野町 町会 14 95 54,400 1

172070011 本江堤 ほんごうつつみ 石川県 羽咋市 本江町サ97番 町会 13 40 31,320 1

172070012 円山池 まるやまいけ 石川県 羽咋市 菅池町 土地改良区 12 61 26,800

172070014 高堤 たかつつみ 石川県 羽咋市 大町ロ５５番１ 町会 7 120 6,000 1

172070015 長池 ながいけ 石川県 羽咋市 大町ロ５６番 町会 6 155 12,700 1

172070016 長池 ながいけ 石川県 羽咋市 大町古堤１６７番 町会 8 35 6,500

172070017 大石溜池 おおいしためいけ 石川県 羽咋市 大町焼山５６番 町会 11 98 26,800

172070018 大谷池 おおたにいけ 石川県 羽咋市 四柳町子１８０番２ 町会 7 53 7,500

172070019 大山池 おおやまいけ 石川県 羽咋市 滝町 町会 4 52 22,800 1

172070020 瑞穂池 みずほいけ 石川県 羽咋市 滝町 町会 4 38 3,600 1

172070021 赤毛池 あかもいけ 石川県 羽咋市 一ノ宮町 町会 3 40 5,000

172070023 朧季池 おぼろぎいけ 石川県 羽咋市 一ノ宮町 町会 6 61 12,100 1

172070024 千池 せんいけ 石川県 羽咋市 一ノ宮町 町会 3 51 8,600

172070025 西山池 にしやまいけ 石川県 羽咋市 柳田町６３－５１番 町会 8 66 26,800

172070026 新池 しんいけ 石川県 羽咋市 柳田町６５－２３番 町会 7 44 14,500

172070027 爺池 じじいけ 石川県 羽咋市 柳田町 町会 5 33 9,200
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172070028 麻畠池 あさばたけいけ 石川県 羽咋市 柳田町 町会 6 44 7,800

172070029 長池 ながいけ 石川県 羽咋市 柳田町６６－８番 町会 6 38 5,900

172070031 四ツ池 よついけ 石川県 羽咋市 菅池町二26番甲 町会 6 57 7,900

172070033 蝋木池 ろうぎいけ 石川県 羽咋市 神子原町１－３７ 町会 10 60 11,000

172070037 提灯溜池 ちょうちんためいけ 石川県 羽咋市 一ノ宮町 町会 6 44 11,000 1

172070038 影土呂池 かげどろいけ 石川県 羽咋市 一ノ宮町 町会 4 50 7,400 1

172070039 宮の谷溜池 みやのたにためいけ 石川県 羽咋市 一ノ宮町 町会 5 41 14,900 1

172070040 上野上池 うえのかみいけ 石川県 羽咋市 寺家町 町会 4 42 8,000

172070041 杢左エ門下池 もくざえもんしもいけ 石川県 羽咋市 柴垣町 町会 10 98 78,000 1

172070042 石名堤 いしなつつみ 石川県 羽咋市 柴垣町 町会 4 34 11,400

172070043 三ツ池 みついけ 石川県 羽咋市 柴垣町 町会 9 106 75,000 1

172070045 谷内川大堤 やちかわおおつつみ 石川県 羽咋市 柴垣町 町会 9 80 70,000 1

172070046 谷内川新池 やちかわしんいけ 石川県 羽咋市 柴垣町 町会 5 47 10,500

172070047 大楽寺溜池 だいらくじためいけ 石川県 羽咋市 寺家町 町会 6 45 18,400 1

172070048 尾上堤 おがみつつみ 石川県 羽咋市 寺家町 町会 5 31 5,600

172070051 鶴籠溜池 つるかごためいけ 石川県 羽咋市 寺家町 町会 6 37 6,700

172070052 長堤 ながつつみ 石川県 羽咋市 寺家町 町会 3 24 3,300

172070061 雁造池 がんぞういけ 石川県 羽咋市 柳田町５９-４１番１、２ 町会 4 40 6,000

172070063 新開堤 しんかいつつみ 石川県 羽咋市 柳田町７-２７番２ 町会 5 33 7,600

172070065 兵助山田堤 ひょうすけやまだつつみ 石川県 羽咋市 柳田町６３－１２番２ 町会 5 40 9,500

172070066 乗鞍堤 のりくらつつみ 石川県 羽咋市 柳田町 町会 4 42 5,500

172070068 札抜池 ふだぬきいけ 石川県 羽咋市 上中山町子１０番１ 町会 4 32 1,900

172070071 前池 まえいけ 石川県 羽咋市 上中山町ヌ１０番 町会 5 18 3,000

172070072 奥池 おくいけ 石川県 羽咋市 上中山町ヌ１０番 町会 8 35 11,200

172070073 新池 しんいけ 石川県 羽咋市 上中山町り４番、り７番２ 町会 6 37 11,900

172070075 小谷川堤下 おだにがわつつみした 石川県 羽咋市 千路町７８６番 町会 4 41 2,400

172070078 追分堤 おいわけつつみ 石川県 羽咋市 千路町 町会 5 43 13,700

172070079 杢左エ門上池 もくざえもんかみつつみ 石川県 羽咋市 柴垣町 町会 10 97 39,000
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172070085 重右エ門堤 じゅうえもんつつみ 石川県 羽咋市 柴垣町 町会 3 25 1,500

172070086 タキヤマ池 たきやまいけ 石川県 羽咋市 滝谷町 町会 2 19 200

172070088 稲子田（上）池 いなこだ（かみ）いけ 石川県 羽咋市 滝町 町会 4 48 6,900

172070089 徳利池 とくりいけ 石川県 羽咋市 滝町 町会 5 34 3,600

172070092 昭和池 しょうわいけ 石川県 羽咋市 一ノ宮町 町会 5 35 10,000

172070095 蝋木新池 ろうぎしんいけ 石川県 羽咋市 神子原町 町会 10 47 20,000

172070099 新池 しんいけ 石川県 羽咋市 滝谷町 町会 1

173010002 およ谷口堤 およだにぐちつつみ 石川県 加賀市 山中温泉長谷田町 町会 3 36 2,000

173010008 水谷第１堤 みずたにだいいちつつみ 石川県 加賀市 山中温泉中田町 町会 7 24 1,700

173010009 水谷第２堤 みずたにだいにつつみ 石川県 加賀市 山中温泉中田町 町会 3 32 1,000

173010010 水谷第３堤 みずたにだいさんつつみ 石川県 加賀市 山中温泉中田町 町会 4 25 2,500

173010011 大谷第1堤 おおたにだいいちごうつつみ 石川県 加賀市 山中温泉中田町 町会 4 50 6,600 1

173010023 おすが堤 おすがつつみ 石川県 加賀市 山中温泉上原町 町会 3 81 1,400

173010028 さんまい堤 さんまいつつみ 石川県 加賀市 山中温泉滝町 生産組合 3 35 1,000

173230002 大口堤 おおくちつつみ 石川県 能美市 大口町ウ１７－乙 町会 5 22 900 1

173230003 坪野堤 つぼのつつみ 石川県 能美市 大口町ク１－４ 町会 3 17 700

173230005 ミヤシ谷堤 みやしだにつつみ 石川県 能美市 湯屋町ヨ１５－乙 町会 5 33 6,000 1

173230007 和気口堤 わきくちつつみ 石川県 能美市 和気町イ３４５ 町会 9 53 18,000

173230009 徳山口堤 とくさんおくつつみ 石川県 能美市 徳山町 町会 5 25 2,500

173230010 徳山奥堤 とくさんおくつつみ 石川県 能美市 徳山町 町会 4 22 1,200

173230011 はんぬき谷堤 はんぬきだにつつみ 石川県 能美市 金剛寺町 町会 4 40 1,500

173230015 観音上 かんのんかみ 石川県 能美市 仏大寺町ト２８ 生産組合 7 46 21,200

173430001 蛇羅池 じゃらいけ 石川県 白山市 中島町 町会 4 38 3,500 1

173450002 吉岡一ノ谷堤 よしおかいちのたにつつみ 石川県 白山市 河内町吉岡 生産組合 9 31 6,500

173610001 加茂池 かもいけ 石川県 河北郡津幡町 谷内井1-1 生産組合 9 124 206,500 1

173610002 ガッパ池 がっぱいけ 石川県 河北郡津幡町 字庄タ185-1 生産組合 5 113 24,500

173610003 けやき谷堤 けやきだにつつみ 石川県 河北郡津幡町 字庄ラ19 土地改良区 9 63 37,300

173610004 瓜ヶ谷池 うりがたにいけ 石川県 河北郡津幡町 字清水子13 生産組合 5 86 14,800 1
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173610005 滝ヶ谷内池 たきがやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字清水ツ11乙 生産組合 7 103 53,400

173610006 大谷内の池 おおやちのいけ 石川県 河北郡津幡町 字浅田チ100乙 生産組合 9 68 7,900

173610007 源氏ヶ谷内堤 げんじがやちつつみ 石川県 河北郡津幡町 字浅田 生産組合 8 62 36,000 1

173610009 ガン谷池 がんたにいけ 石川県 河北郡津幡町 字谷内ト55甲 生産組合 9 90 12,700

173610010 せいまさ池 せいまさいけ 石川県 河北郡津幡町 字谷内ヲ100甲 生産組合 5 30 600

173610015 御門池 みかどいけ 石川県 河北郡津幡町 字谷内オ45,46,47,47-2,48,48-2,49 生産組合 10 139 361,000 1

173610017 津幡大池 つばたおおいけ 石川県 河北郡津幡町 字津幡ラ83-1 生産組合 8 106 55,000 1

173610022 神田池 かんだいけ 石川県 河北郡津幡町 字杉瀬ヌ2 生産組合 5 99 14,400

173610025 田谷内池 たやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字杉瀬ホ101～104、110～115 生産組合 6 62 8,800

173610026 坂谷池 さかんたにいけ 石川県 河北郡津幡町 字杉瀬ル59、竹橋メ21乙 生産組合 8 72 27,000

173610027 大別当池 おおべっとういけ 石川県 河北郡津幡町 字倉見フ27乙 共同 7 47 7,600

173610029 新田池 しんでんいけ 石川県 河北郡津幡町 字倉見井18乙 共同 5 26 800

173610030 堂ヶ脇池 どうがわきいけ 石川県 河北郡津幡町 字倉見井22乙 共同 3 17 700

173610034 堤ヶ谷内池 つつみがやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字倉見ミ25乙 共同 10 114 76,000

173610037 田屋谷内池 たやがいちいけ 石川県 河北郡津幡町 字倉見サ37乙 共同 11 68 14,500

173610039 女郎ヶ谷池 じょろうがたにいけ 石川県 河北郡津幡町 字倉見ソ117,118合併 共同 7 30 500

173610045 川淵池　 かわぶちいけ 石川県 河北郡津幡町 字倉見へ339,340,341 共同 0 0

173610046 堂向谷内1号 どうむかいやちいちごう 石川県 河北郡津幡町 字倉見ノ44 共同 4 29 200

173610049 新堤 あたらしづつみ 石川県 河北郡津幡町 字宮田ホ284 生産組合 7 41 2,900

173610050 アッテ谷内の堤 あってやちのつつみ 石川県 河北郡津幡町 字宮田リ28-3 生産組合 10 52 10,000

173610051 おはな待つの堤 おはなまつのつつみ 石川県 河北郡津幡町 字宮田ヌ12 生産組合 3 39 300

173610052 千馬谷内の堤 せんまやちのつつみ 石川県 河北郡津幡町 字宮田リ1 生産組合 7 52 18,000

173610057 大谷内池 おおやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字明神ホ61 生産組合 9 69 9,900

173610059 ぬすと谷内池 ぬすとやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字旭山88 生産組合 6 144 33,000 1

173610061 由ヶ谷内池 よしがやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字大坪カ133～135、137、138-1,-2、139、140-1、-2,141生産組合 8 40 3,800

173610063 大谷内池 おおやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字仮生ハ1～4、14、ロ10,11,13～36,76,83、へ6～11、13-1,13-2、14,15,16甲、16乙、17～22、23甲、23乙、24～29、30-1、30-2、31、33～35、39-1、39-2、40～42、57生産組合 9 93 62,700 1

173610074 牛ヶ窪池 うしがくぼいけ 石川県 河北郡津幡町 字七野子13 生産組合 4 41 7,300

173610075 棚谷内池 たなやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字七野ム1丙 生産組合 14 40 10,300
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173610076 滝の江池 たきのこういけ 石川県 河北郡津幡町 字七野井5乙 生産組合 6 22 6,200

173610081 杉谷内池 すぎやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字竹橋ヌ45、ホ186、187 共同 4 80 6,300

173610082 大谷内下池 おおやちしもいけ 石川県 河北郡津幡町 字竹橋二116 共同 7 83 13,000

173610083 大谷内上池 おおやちかみいけ 石川県 河北郡津幡町 字竹橋ワ211 共同 7 83 10,300

173610088 新堤 しんつつみ 石川県 河北郡津幡町 字富田ヤ34 生産組合 7 55 4,300

173610089 古堤 ふるつつみ 石川県 河北郡津幡町 字富田マ32 生産組合 3 73 4,100

173610094 カマンヤチ池 かまんやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字七黒ツ1、吉倉1乙 生産組合 6 62 40,000

173610100 いのよ池 いのよいけ 石川県 河北郡津幡町 字下矢田へ66 生産組合 6 36 1,900

173610101 大谷内池 おおやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字下矢田ト126 生産組合 6 30 3,400

173610112 浅谷池 あさたにいけ 石川県 河北郡津幡町 字中山ヲ86甲、92 生産組合 8 45 11,500

173610118 池田池 いけだいけ 石川県 河北郡津幡町 字朝日畑 生産組合 6 69 7,900

173610126 新開田大池 しんかいだおおいけ 石川県 河北郡津幡町 字相窪子8乙 生産組合 16 55 5,700

173610136 池田の池 いけだのいけ 石川県 河北郡津幡町 字仮生252 生産組合 12 57 28,300

173610137 竹の谷内池 たけのやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字仮生子6-1 生産組合 5 49 4,000

173610139 谷内池 やちいけ 石川県 河北郡津幡町 字岩崎へ118-1 生産組合 7 54 5,400

173610141 中野谷内池 なかのやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字田屋ツ50,51,53 生産組合 10 47 3,900

173610147 蛇喰池 じゃくいいけ 石川県 河北郡津幡町 字興津イ88 生産組合 5 80 4,000

173610148 長池 ながいけ 石川県 河北郡津幡町 字下河合ラ62 生産組合 6 11 41,000

173610152 八郎池 はちろういけ 石川県 河北郡津幡町 字池ヶ原ラ11-1 生産組合 17 59 29,000

173610156 大谷内池 おおやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字池ヶ原ト97-1～5 生産組合 10 84 15,000

173610182 久保池 くぼいけ 石川県 河北郡津幡町 字山森イ49～54、55乙、56-1、57、62-1生産組合 7 44 7,100

173610189 丸山下池 まるやましもいけ 石川県 河北郡津幡町 字河内114～120、122～127、129,130生産組合 7 37 5,300

173610205 四辻池 よつつじいけ 石川県 河北郡津幡町 字北横根ハ134 生産組合 2 13 100

173610218 中野谷内池 なかのやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字大熊ワ19 生産組合 7 34 3,600

173610219 しょうぶ池 しょうぶいけ 石川県 河北郡津幡町 字大熊59 生産組合 5 65 6,600

173610220 越登池 こいといけ 石川県 河北郡津幡町 字大熊94 生産組合 9 102 5,100

173610225 原谷池 はらだにいけ 石川県 河北郡津幡町 字大熊20～24、28～31 生産組合 5 25 3,300

173610232 ボヤシキ池 ぼやしきいけ 石川県 河北郡津幡町 字吉倉メ84乙 生産組合 8 34 3,400
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173610240 どぶ池 どぶいけ 石川県 河北郡津幡町 字市谷東44 生産組合 3 32 3,300

173610242 峯池 みねいけ 石川県 河北郡津幡町 字市谷 生産組合 7 157 8,300

173610248 西浦池 にしうらいけ 石川県 河北郡津幡町 字市谷七10乙 生産組合 10 99 23,600

173610250 新池 しんいけ 石川県 河北郡津幡町 字市谷六9-2、10-2、11、12-2、17-2、17-4、18、19-1、19-2生産組合 11 27 4,000 1

173610328 番田池 ばんだいけ 石川県 河北郡津幡町 字九折ヲ30.32 生産組合 11 91 44,000

173610341 本屋敷池 もとやしきいけ 石川県 河北郡津幡町 字九折ツ206 生産組合 4 18 40

173610343 新開池 しんかいいけ 石川県 河北郡津幡町 字上野タ145,146 生産組合 7 64 6,000

173610344 大岩池 おおいわいけ 石川県 河北郡津幡町 字上野タ148、ヲ25～27、28甲、乙丁、29～35、36甲、乙、丙、37甲乙、38-1、38-2、39、40-1、40-2、41～48、49甲、乙、丙、丁、戌、50生産組合 10 51 29,000

173610345 上の堤 じょうのつつみ 石川県 河北郡津幡町 字上野タ153 生産組合 3 50 1,200

173610346 下の堤 したのつつみ 石川県 河北郡津幡町 字上野タ152 生産組合 6 48 5,900

173610359 池田池 いけだいけ 石川県 河北郡津幡町 字坂戸ロ108 生産組合 4 111 2,600 1

173610362 雲海池 うんかいいけ 石川県 河北郡津幡町 字坂戸ツ9乙 生産組合 5 12 9,300

173610364 水落池 みずおちいけ 石川県 河北郡津幡町 字刈安ツ28－1,30－3,31,32－4,32乙、子11～14、89～98、200、ツ222生産組合 5 93 3,000 1

173610366 青池 あおいけ 石川県 河北郡津幡町 字莇谷ハ147 生産組合 11 59 14,400

173610381 佃田池 つくだいけ 石川県 河北郡津幡町 字蓮花寺へ33乙 個人 7 52 20,600

173610382 南谷内池 みなみやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字北中条ア8乙 生産組合 6 45 8,400

173610383 北谷内池 きたやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字北中条キ17乙 生産組合 6 45 6,700

173610385 杉田池 すぎたいけ 石川県 河北郡津幡町 字彦太郎畠ひ151 生産組合 9 48 11,000

173610392 三尻池 みしりいけ 石川県 河北郡津幡町 字彦太郎畠ひ206 生産組合 11 64 10,000

173610414 池の窪池 いけのくぼいけ 石川県 河北郡津幡町 字笠池ヶ原ロ260 生産組合 4 69 4,400

173610416 蓮池 はすいけ 石川県 河北郡津幡町 字篭月ロ65,232 生産組合 4 37 14,000

173610417 梨谷内池 なしやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字田屋リ46 生産組合 8 78 21,000

173610418 中谷内池（松井田池）なかやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字田屋わ56 生産組合 5 52 1,400

173610423 蛇場目池 じゃばめいけ 石川県 河北郡津幡町 字山北ろ97 生産組合 7 67 11,100

173610429 野田谷内池 のだやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字鳥越一-14 生産組合 4 31 22,800

173610436 日矢志池 にちやしいけ 石川県 河北郡津幡町 字八ノ谷レ4乙 生産組合 7 93 12,000 1

173610438 菅田池 すがたいけ 石川県 河北郡津幡町 字八ノ谷レ1乙 生産組合 4 36 2,500 1

173610439 高塚池 たかつかいけ 石川県 河北郡津幡町 字八ノ谷カ71乙 生産組合 5 137 19,600 1
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173610443 大谷内池 おおやちいけ 石川県 河北郡津幡町 字倉見ヤ56 共同 7 123 35,000

173620002 弁天池 べんてんいけ 石川県 かほく市 長柄町イ3 生産組合 6 226 19,900

173620003 がわ谷池 がわたにいけ 石川県 かほく市 若緑 生産組合 14 73 50,000 1

173620006 流坂溜池 ながれさかためいけ 石川県 かほく市 元女へ16 集落 8 67 5,500

173620007 新保谷溜池 しんぼだにためいけ 石川県 かほく市 元女カ14 集落 5 33 2,100

173620008 大谷内溜池 おおやちためいけ 石川県 かほく市 元女カ14 集落 4 52 2,100

173620009 中島溜池 なかじまためいけ 石川県 かほく市 元女六40 集落 2 24 500

173620010 西山池 にしやまいけ 石川県 かほく市 夏栗団27 生産組合 11 45 2,200

173640001 カミノ堤 かみのつつみ 石川県 かほく市 余地ト1 生産組合 4 29 1,500 1

173640013 谷堤 たにづつみ 石川県 かほく市 谷ヌ108 集落 5 44 7,800

173640016 栃ノ木堤 とちのきつつみ 石川県 かほく市 鉢伏ヲ210 生産組合 3 61 3,400

173640019 古堤 ふるづつみ 石川県 かほく市 鉢伏ヨ139 生産組合 4 85 24,100

173640020 大谷堤 おおたにつつみ 石川県 かほく市 気屋菩提寺チ68 生産組合 18 59 41,900

173640024 アマ谷内堤 あまやちつつみ 石川県 かほく市 気屋ナ92 生産組合 4 40 1,400

173640025 堂下谷堤 どうしたたにつつみ 石川県 かほく市 気屋ヌ37 生産組合 5 63 10,600

173640026 カジ山堤 かじやまつつみ 石川県 かほく市 下山田ヲ13番1 生産組合 2 9 2,000

173640028 学校堤 がっこうづつみ 石川県 かほく市 下山田ヨ701 生産組合 3 79 21,400 1

173640029 猿ヶ谷堤 さるがたにつつみ 石川県 かほく市 多田ヌ194 生産組合 10 49 32,800 1

173640030 牛ヶ谷内堤 うしがやちつつみ 石川県 かほく市 多田チ1番甲 生産組合 3 62 15,000

173640033 大堤 おおづつみ 石川県 かほく市 指江ヨ60 生産組合 7 207 120,000

173640034 中堤 なかづつみ 石川県 かほく市 狩鹿野ソ73 生産組合 3 81 14,700

173640035 谷内口堤 やちぐちづつみ 石川県 かほく市 上山田ノ1 生産組合 6 116 15,700

173640036 谷内堤 やちづつみ 石川県 かほく市 狩鹿野カ140 生産組合 4 98 13,000

173640037 間野堤 まのづつみ 石川県 かほく市 狩鹿野ツ95 生産組合 5 230 26,000 1

173640042 杓和堤 しゃくわつつみ 石川県 かほく市 上山田タ89 生産組合 2 38 1,000

173820001 新古淵池 しんこぶちいけ 石川県 羽咋郡志賀町 鹿頭ウ104番乙 集落 3 39 2,000 1

173820002 グミノ木谷池 ぐみのきだにいけ 石川県 羽咋郡志賀町 鹿頭ヒ2番乙 集落 3 32 2,100

173820003 北谷内池 きたやちいけ 石川県 羽咋郡志賀町 鹿頭31番乙 集落 9 39 8,200
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173820004 小滝上池 こだきかみいけ 石川県 羽咋郡志賀町 鹿頭セ42番ハ 集落 11 47 9,600

173820005 小滝下池 こだきしもいけ 石川県 羽咋郡志賀町 鹿頭セ38番甲 集落 10 36 10,400 1

173820006 間谷内上池 まやちかみいけ 石川県 羽咋郡志賀町 鹿頭セ50番丁 集落 9 46 10,800

173820007 間谷内下池 まやちしもいけ 石川県 羽咋郡志賀町 鹿頭セ50番丙 集落 6 52 7,900 1

173820008 堂ヶ谷内池 どうがやちいけ 石川県 羽咋郡志賀町 酒見参壱 集落 8 40 12,000

173820009 赤田新渕池 あかだしんふちいけ 石川県 羽咋郡志賀町 鹿頭ヨ10番丁 集落 14 48 57,600

173820012 下谷内下池 しもやちしもいけ 石川県 羽咋郡志賀町 赤崎参47番乙 集落 7 46 11,000 1

173820013 下谷内上池 しもやちかみいけ 石川県 羽咋郡志賀町 赤崎参47番丙 集落 10 59 8,000

173820014 上谷内下池 かみやちしもいけ 石川県 羽咋郡志賀町 赤崎参42番乙 集落 8 41 11,600

173820015 上谷内上池 かみやちかみいけ 石川県 羽咋郡志賀町 赤崎参31番乙 集落 6 53 10,000 1

173820016 新堤 しんつつみ 石川県 羽咋郡志賀町 赤崎タ1番 集落 13 84 42,000

173820019 平田池 ひらたいけ 石川県 羽咋郡志賀町 笹波ル53番 集落 5 48 6,000

173820020 平田下池 ひらたしもいけ 石川県 羽咋郡志賀町 笹波ル47番 集落 8 60 18,000 1

173820022 銭茂谷内下池 ぜにもやちしもいけ 石川県 羽咋郡志賀町 笹波参30番乙 集落 10 45 13,000

173820024 ボンタ池 ぼんたいけ 石川県 羽咋郡志賀町 草木参86番 集落 8 33 6,000

173820025 中田谷内池 なかだやちいけ 石川県 羽咋郡志賀町 草木壱参90番 集落 5 70 8,600

173820028 勝谷池 かつたにいけ 石川県 羽咋郡志賀町 町居ヌ19番乙 集落 6 62 10,000

173820034 大堤 おおつつみ 石川県 羽咋郡志賀町 風無ム1番 集落 10 97 81,000 1

173820038 鴨池 かもいけ 石川県 羽咋郡志賀町 稲敷カ22番 集落 3 50 5,000

173820039 大谷内池 おおやちいけ 石川県 羽咋郡志賀町 稲敷ル8番 集落 5 21 1,000

173820040 草江上池 そうごかみいけ 石川県 羽咋郡志賀町 相神マ14番 集落 5 47 7,900

173820041 草江下池 そうごしもいけ 石川県 羽咋郡志賀町 草江チ136番1 水利組合、集落 6 40 10,700

173820042 大池 おおいけ 石川県 羽咋郡志賀町 福浦港 集落 12 80 21,000

173820043 新九郎下池 しんくろうしもいけ 石川県 羽咋郡志賀町 草江へ101番 集落 4 35 1,800 1

173820044 国木の堤 くにきのつつみ 石川県 羽咋郡志賀町 給分 水利組合 11 40 40,900

173820046 持坂池 もっさかいけ 石川県 羽咋郡志賀町 里本江 水利組合 13 94 143,000

173820047 小浦池 こうらいけ 石川県 羽咋郡志賀町 里本江 水利組合 10 110 40,000 1

173820048 大谷池 おおたにいけ 石川県 羽咋郡志賀町 給分 水利組合 13 84 197,000
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173820054 野手原池 のてはらいけ 石川県 羽咋郡志賀町 千ノ浦壱壱6番乙 集落 6 53 5,700

173820055 柏梨 かっしゃなし 石川県 羽咋郡志賀町 西海千ノ浦8-13-1 集落 6 54 9,300 1

173820063 生神池 うるかみいけ 石川県 羽咋郡志賀町 富来生神ロ52番 集落 4 25 6,300

173820064 アブ谷池 あぶたにいけ 石川県 羽咋郡志賀町 富来牛下ニ1番甲 集落 7 43 6,400

173820065 浦池 うらいけ 石川県 羽咋郡志賀町 富来牛下 集落 4 23 2,300 1

173820068 滝谷 たきだに 石川県 羽咋郡志賀町 草木13-110番 集落 5 70 24,000 1

173820069 エモジャ池 えもじゃいけ 石川県 羽咋郡志賀町 町居イ1番 集落 4 47 8,500 1

173820070 五郎平田池 ごろべだいけ 石川県 羽咋郡志賀町 西海千ノ浦11-12番戊 集落 3 45 8,400 1

173820074 大堤 おおつつみ 石川県 羽咋郡志賀町 富来高田イ37 集落 13 45 8,400

173820075 新堤 しんつつみ 石川県 羽咋郡志賀町 富来高田ロ12乙 集落 7 31 9,000 1

173820079 竹の内池１号 たけのうちいけいちごう 石川県 羽咋郡志賀町 福浦港 集落 4 28 1,600

173820080 竹の内池２号 たけのうちいけにごう 石川県 羽咋郡志賀町 福浦港ハ137番 集落 7 105 33,000 1

173820081 畑田大池 はただおおいけ 石川県 羽咋郡志賀町 福浦港 集落 12 69 32,000

173820082 畑田池 はただいけ 石川県 羽咋郡志賀町 福浦港ハ154番 集落 8 62 9,900 1

173820083 上田の池１号 うわだのいけいちごう 石川県 羽咋郡志賀町 福浦港 集落 4 31 2,700

173820084 上田の池２号 うわだのいけにごう 石川県 羽咋郡志賀町 福浦港 集落 5 34 3,100 1

173820085 上田の下池 うわだのしもいけ 石川県 羽咋郡志賀町 福浦港 集落 9 105 15,000

173820087 開の池１号 ひらきのいけいちごう 石川県 羽咋郡志賀町 福浦港 集落 6 55 5,100

173820088 開の池２号 ひらきのいけにごう 石川県 羽咋郡志賀町 福浦港 集落 5 53 8,200

173820089 開の池３号 ひらきのいけさんごう 石川県 羽咋郡志賀町 福浦港 集落 6 43 7,700 1

173820092 栂堂の池 とがどうのいけ 石川県 羽咋郡志賀町 福浦港ム9番 集落 8 52 21,000 1

173820096 高の巣池 たかのすいけ 石川県 羽咋郡志賀町 笹波モ18番 集落 8 51 6,400

173820097 大中の倉池 おおなかのくらいけ 石川県 羽咋郡志賀町 笹波ア1番 集落 5 30 58,500 1

173820099 中谷内池 なかやちいけ 石川県 羽咋郡志賀町 笹波チ25番甲 集落 9 52 21,200

173820101 ウルシ谷池 うるしだにいけ 石川県 羽咋郡志賀町 谷神ホ1番 集落 5 35 4,100 1

173820103 風無大池 かぜなしおおいけ 石川県 羽咋郡志賀町 酒見宮田6番 集落 2 39 6,500

173830001 ミの部大池 みのぶおおいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町杉野屋ミの1番地 集落 11 92 211,000 1

173830002 ケの部大池 けのぶおおいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町杉野屋ケの95番地 集落 10 95 154,900 1
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173830003 菅原池 すがはらいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町菅原ヱ1 集落 9 173 503,900

173830004 浅谷内池 あさやちいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町菅原ア8 集落 7 67 19,600 1

173830005 向山溜池 むこうやまためいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町石坂ロ149-甲 集落 8 38 14,100

173830006 吉野屋大池 よしのやおおいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町吉野屋ヌ5-1 集落 9 110 97,000 1

173830009 大谷屋池 おおたにやいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町子浦ム91 集落 8 85 17,500

173830010 中谷池 なかたにいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町荻市ヲ40 集落 10 67 26,300

173830011 西谷池 にしやちいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町荻市カ5 集落 4 45 34,400

173830012 此ノ田池 このだいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町荻谷ヲ27 集落 7 90 7,500

173830014 西ノ谷池 にしのたにいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町荻谷チ84 集落 6 68 23,200

173830015 桜ヶ池 さくらがいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町敷浪カ52 集落 6 93 47,200

173830016 松ヶ池 まつがいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町敷浪ル56 集落 10 58 31,000

173830017 聖川大池 ひじりかわおおいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町聖川子66 集落 10 92 63,000 1

173830032 見砂大池 みさごおおいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町見砂り404 集落 4 106 5,676

173830036 ホ１１１ ほひゃくじゅういち 石川県 羽咋郡宝達志水町石坂ホ81 集落 4 27 2,600

173830037 ホ１２１ ほひゃくにじゅういち 石川県 羽咋郡宝達志水町石坂ホ17 集落 7 28 2,600

173830041 ロ１４９１甲 ろせんよんひゃくきゅうじゅういち 石川県 羽咋郡宝達志水町石坂イ182 集落 3 25 1,200

173830042 小谷内池 こだにやいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町聖川ヌ9-丁 集落 5 42 1,500

173830064 むらの池 むらのいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町見砂ワ24 集落 5 20 2,300

173830081 松浦の池 まつうらのいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町散田二9 集落 4 15 600

173830082 ヌの３１池 ぬのさんじゅういちいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町散田ヌ31 集落 7 26 800

173830083 カリヤス池 かりやすいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町散田ヌ6 集落 4 45 600

173830096 平田池 ひらたいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町平床ワ1番地 個人 10 33 11,600

173830100 中の池 なかのいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町海老坂へ60 集落 8 33 900

173830118 新宮ダム しんぐうだむ 石川県 羽咋郡宝達志水町新宮ヌ1035-2～1063-1 土地改良区 25 87 424,000 1

173840002 高池 たかいけ 石川県 羽咋郡志賀町 赤住ル3番乙 集落 10 91 50,000

173840004 竹仁谷内 たけにやち 石川県 羽咋郡志賀町 百浦ニ30番 集落 13 84 450,000

173840006 宮山池 みややまいけ 石川県 羽咋郡志賀町 百浦イ3番乙 集落 7 50 42,000

173840007 芳池 よしいけ 石川県 羽咋郡志賀町 小浦松ノ打4番乙 集落 7 57 52,400
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173840008 大堤ノ池 おおつつみのいけ 石川県 羽咋郡志賀町 町五123番丙 集落 13 205 124,200

173840009 大谷池 おおやいけ 石川県 羽咋郡志賀町 倉垣垣申3番 集落 11 51 57,000 1

173840011 二ツ池 ふたついけ 石川県 羽咋郡志賀町 小浦丙23番 集落 8 113 112,000

173840012 菱池 へしけ 石川県 羽咋郡志賀町 上野リ6番 集落 5 110 35,000

173840013 宮ノ谷池 みやのたにいけ 石川県 羽咋郡志賀町 倉垣23の24番 集落 8 49 5,500

173840014 野田町池 のだのまちいけ 石川県 羽咋郡志賀町 直海タ3番、3番1 集落 8 62 348,500

173840015 猪の谷溜池 いのたにためいけ 石川県 羽咋郡志賀町 大笹 財産区 19 65 1,232,000

173840016 殿町池 とのまちいけ 石川県 羽咋郡志賀町 仏木ヒ1番4 水利組合 15 115 124,200 1

173840017 天行寺池 てんぎょうじいけ 石川県 羽咋郡志賀町 徳田巳53番 集落 8 77 48,700 1

173840018 竹ヶ谷池 たけがやちいけ 石川県 羽咋郡志賀町 舘開丑13番 集落 5 76 35,000

173840019 厚原池 あつはらいけ 石川県 羽咋郡志賀町 矢駄11の31番1 集落 11 56 66,400

173840020 牛ヶ渕池 うしがふちいけ 石川県 羽咋郡志賀町 矢駄2の52番1 集落 8 65 24,000 1

173840022 出萩池 でいはぎいけ 石川県 羽咋郡志賀町 上野ヨ1番 集落 4 133 26,500 1

173840023 新池 しんいけ 石川県 羽咋郡志賀町 上野タ2番 集落 6 42 33,000 1

173840024 大池 たいけ 石川県 羽咋郡志賀町 上野レ1番 集落 6 66 105,700

173840025 長池 ながいけ 石川県 羽咋郡志賀町 町四13番 集落 9 145 88,500 1

173840026 七曲の池 ななまがりのいけ 石川県 羽咋郡志賀町 大津出山15番 集落 8 114 140,300 1

173840027 平床池 ひらとこいけ 石川県 羽咋郡志賀町 百浦ハ23番乙 集落 9 67 146,500

173840029 茨子池 いばらごいけ 石川県 羽咋郡志賀町 安津見葵17番乙 集落 5 47 6,200

173840030 椎木谷池 しいのきだにいけ 石川県 羽咋郡志賀町 安津見丙2番乙 集落 9 44 11,000

173840034 三十刈池 さんじゅうがりいけ 石川県 羽咋郡志賀町 代田ヨ9番 土地改良区 5 32 3,800

173840036 六谷池 ろくたんいけ 石川県 羽咋郡志賀町 代田ヤ49番 土地改良区 5 23 12,200

173840037 檜堤 ひのきつつみ 石川県 羽咋郡志賀町 代田ヨ1番 土地改良区 8 73 51,500 1

173840038 神谷池 かみやちいけ 石川県 羽咋郡志賀町 舘開ソ10番 集落 6 43 5,800

173840039 新堤 しんつつみ 石川県 羽咋郡志賀町 舘開 集落 6 42 8,700

173840043 天遠田池 あまとうだいけ 石川県 羽咋郡志賀町 直海ロ178番 集落 5 50 40,000

173840044 後平池 ごへいいけ 石川県 羽咋郡志賀町 直海へ1番 集落 3 51 10,000

173840045 深笹池 ふかささいけ 石川県 羽咋郡志賀町 大笹27の78番 集落 5 38 10,000
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173840049 相当橋池 あいとうばしいけ 石川県 羽咋郡志賀町 百浦ニ56番乙 集落 4 89 15,100

173840065 池谷内池 いけがやちいけ 石川県 羽咋郡志賀町 安津見69の25番 集落 5 54 9,000

173840069 藤ケ谷内池 ふじがやちいけ 石川県 羽咋郡志賀町 館開元仏木ヱ1番丙 集落 7 65 30,000 1

173840072 上之池 かみのいけ 石川県 羽咋郡志賀町 小浦大人防52番 集落 3 41 5,300

173840073 和尚谷の池 おしょうだにのいけ 石川県 羽咋郡志賀町 大津木場ノ髙33番 集落 6 24 6,000

173840075 千堤 せんつつみ 石川県 羽咋郡志賀町 安部屋戌2番乙 集落 7 57 30,000

173840083 山ノ堤 やまのつつみ 石川県 羽咋郡志賀町 印内ヤ5番 集落 7 67 35,000

173840087 婆々谷ノ池 ばばだにのいけ 石川県 羽咋郡志賀町 館開乙1番 集落 8 50 11,400

173840093 川堤 かわつつみ 石川県 羽咋郡志賀町 甘田レ26番 集落 12 126 125,000 1

173840099 湾田池 わんだいけ 石川県 羽咋郡志賀町 町六147番乙 集落 6 67 19,000

173840100 深田の池 ふかだのいけ 石川県 羽咋郡志賀町 安部屋末10番乙 集落 5 106 32,000 1

173840103 にぐり池 にぐりいけ 石川県 羽咋郡志賀町 川尻イ6番甲、6番1 財産区 4 56 16,600 1

173840108 ロクロの池 ろくろのいけ 石川県 羽咋郡志賀町 矢蔵谷チ35番 集落 4 30 5,300

173840109 長池 ながいけ 石川県 羽咋郡志賀町 矢蔵谷チ28番 集落 5 52 14,100

173840113 大藤の池 おおふじのいけ 石川県 羽咋郡志賀町 赤住ホ2番 集落 7 50 35,000 1

173840115 新池 しんいけ 石川県 羽咋郡志賀町 赤住ホ4番甲3 集落 7 30 6,400 1

173840118 亀谷内池 かめやちいけ 石川県 羽咋郡志賀町 百浦ヱ16番 集落 13 74 142,800

173840119 山田ノ池 やまだのいけ 石川県 羽咋郡志賀町 大津峯山2番 集落 5 79 18,500

173840120 新の池 しんのいけ 石川県 羽咋郡志賀町 上野レ10番 集落 7 87 60,000 1

173840121 大岩池 おおいわいけ 石川県 羽咋郡志賀町 上野ソ2番、2番1 集落 6 70 46,400

173840122 大世町溜池 おおせまちためいけ 石川県 羽咋郡志賀町 栗山大世町1番 財産区 18 90 860,000

173840124 柴中堤 しばなかつつみ 石川県 羽咋郡志賀町 仏木ヌ11番乙、11番3 水利組合 3 51 1,800

173840128 大石の池 おおいしのいけ 石川県 羽咋郡志賀町 上棚ケ69番 個人 3 62 3,300

173840129 藳谷の池 わらたにのいけ 石川県 羽咋郡志賀町 上棚 個人 4 33 1,100

173840134 岩谷内池 いわやちいけ 石川県 羽咋郡志賀町 矢田 個人 6 15 1,600

173840138 西田谷内の池 にしだやちのいけ 石川県 羽咋郡志賀町 直海ケ4番 集落 12 49 33,000

173840155 長田第１ダム ながただいいちだむ 石川県 羽咋郡志賀町 長田ロ31番2 集落 13 60 12,500

173840156 長田第２ダム ながただいにだむ 石川県 羽咋郡志賀町 長田ロ34番3 集落 13 61 12,500
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173840166 宿女大堤 やどめおおつつみ 石川県 羽咋郡志賀町 宿女ウ6番 集落 6 43 5,700

173850001 長峰池 ながみねいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町宿コ1 集落 8 121 115,000 1

173850002 釜谷池 かまたにいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町宿マ76 集落 8 75 34,000

173850004 口堤奥池 くちづちつみおくいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町宿子12-甲 集落 5 50 7,200

173850005 奥の池 おくのいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町竹生野ト53-1 集落 7 73 18,000

173850007 城丸池 しろまるいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町南吉田ア2 集落 10 73 53,000

173850009 中谷内池 なかやちいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町河原ワ2 集落 9 110 19,800

173850010 奥谷内池 おくやちいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町河原ワ124 集落 7 62 6,800

173850011 獅子ケ池 ししがいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町河原イ1 集落 7 330 38,000 1

173850012 宮田池 みやでんいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町上田ユ245 集落 4 193 26,000 1

173850013 三ケ天池 さんがてんいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町上田ロ172 集落 7 152 19,200

173850014 籾川谷池 もみかわたにいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町御舘外壱弐字入会壱1番1～4番3 集落 14 120 150,000

173850019 法師川池 ほおしがわいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町東間レ53 集落 11 80 28,000 1

173850022 新堤上池 しんづつみうえいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町小川ヨ185 集落 4 130 19,400 1

173850023 中尾の池 なかおのいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町宝達リ100-1 集落 6 33 2,700

173850024 垣ヶ谷池（大） かきがだにいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町上田出18、19、21、22、23－甲、乙、24、26集落 4 36 5,000

173850025 垣ヶ谷池（中） かきがだにいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町宝達リ157 集落 5 71 5,000 1

173850027 大堤池 おおづつみいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町中野ホ25 集落 5 78 8,600

173850028 小堤 こづつみいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町中野ホ26 集落 6 74 6,000 1

173850029 蓮花の池 れんげのいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町三日町へ2 集落 4 110 3,000

173850031 背戸の池 せどのいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町三日町イ67 集落 3 115 2,400

173850035 雄池 おいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町紺屋町外六字入会10号小坂谷6 集落 5 35 28,400

173850036 雌池 めいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町紺屋町外六字入会10号小坂谷3 集落 4 20 18,400

173850037 青井谷池 あおいだにいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町上田イ1 集落 11 45 22,100

173850038 岡次池 おかつぐいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町宿ウ2 集落 5 38 1,800

173850040 住吉池 すみよしいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町三日町イ7 集落 2 68 1,200

173850043 八幡池 はちまんいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町上田八幡16 集落 3 107 1,900

173850046 米出第１池 こめだしだいいちいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町米出へ239 集落 2 40 300
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173850047 米出第２池 こめだしだいにいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町米出ホ67-1 集落 2 50 200 1

173850048 正ヶ谷池 しょうがたにいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町河原元南吉田ミ13番乙 集落 11 70 36,000

173850050 雌池奥池 めいけおくいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町宿ユ1-甲 集落 12 60 99,200 1

173850051 雌池新池 めいけしんいけ 石川県 羽咋郡宝達志水町宿ア60 集落 10 66 33,000

173850052 鳥ヶ井上堤 とりがいうえづつみ 石川県 羽咋郡宝達志水町紺屋町ワ35 集落 4 34 3,100

173850053 鳥ヶ井下堤 とりがいしたづつみ 石川県 羽咋郡宝達志水町紺屋町ワ33-1 集落 6 39 4,600 1

173850056 下堤 したづつみ 石川県 羽咋郡宝達志水町坪山タ1 集落 6 45 5,000 1

174010001 石唐戸池 いしからといけ 石川県 七尾市 大津町 生産組合 8 37 14,700

174010002 椎木谷池 しいのきたにいけ 石川県 七尾市 大津町南椎木谷8-1 生産組合 8 43 19,000

174010003 二切池 ふたきりいけ 石川県 七尾市 大津町イ63 生産組合 4 47 15,000 1

174010004 杉本池 すぎもといけ 石川県 七尾市 白浜町17-25-1、17-26 生産組合 9 55 23,000 1

174010005 嶽ヶ越 だけがこし 石川県 七尾市 三引町20-105 町会 4 63 12,000 1

174010006 御尻池 みしりいけ 石川県 七尾市 三引町 町会 8 51 19,200 1

174010009 鎌塚池 かまづかいけ 石川県 七尾市 吉田町ヨ5乙 町会 7 31 13,000

174010010 甲羅池 こうらいけ 石川県 七尾市 舟尾町井26-1 生産組合 6 67 54,000

174010011 西ヶ谷池 にしがたにいけ 石川県 七尾市 大津町レ50 生産組合 6 26 3,400

174010012 中山池 なかやまいけ 石川県 七尾市 白浜町23-38 生産組合 6 42 11,200

174010016 土畠 つちばたけ 石川県 七尾市 三引町リ19 町会 4 87 1,600 1

174010017 椎木谷下池 しいのきたにしたいけ 石川県 七尾市 大津町ツ12 生産組合 3 24 2,200 1

174020001 丹後池 たんごいけ 石川県 鹿島郡中能登町 良川ゑ部56番地 生産組合 4 210 8,100

174020002 第2山池 だいにやまいけ 石川県 鹿島郡中能登町 良川弐号14番地 生産組合 5 39 4,100

174020003 第1山池 だいいちやまいけ 石川県 鹿島郡中能登町 良川弐号10番地 生産組合 5 66 8,200 1

174020004 長池 ながいけ 石川県 鹿島郡中能登町 黒氏ロ部102番地 生産組合 4 173 16,000

174020005 浦子池 うらごいけ 石川県 鹿島郡中能登町 一青リ部45番地 生産組合 4 222 14,000

174020006 上河原池 かぐらいけ 石川県 鹿島郡中能登町 新庄イ部73番地 生産組合 3 190 9,600

174020007 大池 おおいけ 石川県 鹿島郡中能登町 川田壬部1番地 生産組合 4 120 75,000

174020009 新池 しんいけ 石川県 鹿島郡中能登町 春木サ部11番甲地 集落 8 91 48,000

174020010 桜松池 さくらまついけ 石川県 鹿島郡中能登町 黒氏参部9番地 生産組合 3 200 4,300
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174020011 油田池 あぶらでんいけ 石川県 鹿島郡中能登町 黒氏ロ部102番地 生産組合 4 191 7,700 1

174020012 杉田池 すぎたいけ 石川県 鹿島郡中能登町 一青イ部7番地 生産組合 4 230 14,900

174020014 南谷池 みなみだにいけ 石川県 鹿島郡中能登町 末坂ム部62番地 生産組合 6 57 7,600 1

174020015 北谷池 きただにいけ 石川県 鹿島郡中能登町 末坂ク部119番地 生産組合 9 50 12,400

174020019 大池 おおいけ 石川県 鹿島郡中能登町 良川ら部33番地 生産組合 6 149 19,400

174020020 新池 しんいけ 石川県 鹿島郡中能登町 良川き部77番地 生産組合 4 344 17,000

174020023 八幡谷下池 はちまんだにしもいけ 石川県 鹿島郡中能登町 黒氏ロ部102番地 生産組合 6 43 2,600 1

174020024 大門池 だいもんいけ 石川県 鹿島郡中能登町 末坂ナ部1番甲地 生産組合 3 29 800

174020025 今羽坂池 いまはざかいけ 石川県 鹿島郡中能登町 今羽坂イ部6番甲地 生産組合 2 30 1,500

174020026 杵池 きねいけ 石川県 鹿島郡中能登町 新庄イ部8番地 生産組合 2 46 1,400

174020030 常楽池 じょうらくいけ 石川県 鹿島郡中能登町 大槻ヤ部11番地 生産組合 5 128 22,500 1

174020031 宮池 みやいけ 石川県 鹿島郡中能登町 春木ナ部86番甲地 集落 6 17 22,500 1

174020032 長谷池 はせいけ 石川県 鹿島郡中能登町 春木ヰ部59番地 集落 5 143 29,000

174020033 蛇池 じゃいけ 石川県 鹿島郡中能登町 春木サ部11番乙地 集落 4 70 7,100

174020034 佛面上池 ぶつめんがみいけ 石川県 鹿島郡中能登町 春木フ甲部73番地 集落 4 46 7,000

174020035 佛面下池 ぶつめんしもいけ 石川県 鹿島郡中能登町 春木フ甲部72番地 集落 4 63 8,300 1

174020036 行水池 ぎょうずいいけ 石川県 鹿島郡中能登町 春木ナ部85番甲地 集落 3 31 1,800

174020037 谷内池 やちいけ 石川県 鹿島郡中能登町 大槻マ部59番甲地 生産組合 2 34 1,100

174020038 貴比谷池 きびたにいけ 石川県 鹿島郡中能登町 春木エ部116番地 集落 2 21 700

174030001 上町堤 かんまちつつみ 石川県 七尾市 中島町上町リ73 町会 9 69 27,800 1

174030002 漆谷第二堤 うるしだにだいにつつみ 石川県 七尾市 中島町中島38-15-1 水利組合 10 47 80,000 1

174030003 漆谷第一堤 うるしだにだいいちつつみ 石川県 七尾市 中島町中島38-15-乙 水利組合 8 35 71,100

174030004 嫁ヶ池 よめがいけ 石川県 七尾市 中島町浜田イ1 個人 7 39 24,300

174030005 若狭堤 わかさつつみ 石川県 七尾市 中島町豊田町井24 生産組合 8 62 45,900

174030006 南谷堤 みなみだにつつみ 石川県 七尾市 中島町奥吉田ワ38 生産組合 6 37 20,000

174030007 三丈ヶ谷内堤 さんじょうがやちつつみ 石川県 七尾市 中島町河崎ル80 生産組合 6 30 17,300

174030008 海老ヶ谷 えびがたに 石川県 七尾市 中島町笠師サ１ 町会 9 66 34,200 1

174030009 牛ヶ谷第１ うしがたにだいいち 石川県 七尾市 中島町笠師 町会 9 43 34,300
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174030010 戸西堤 とにしつつみ 石川県 七尾市 中島町塩津り49 生産組合 7 55 45,300

174030011 深田谷内堤 ふかだやちつつみ 石川県 七尾市 中島町塩津ホ1 町会 6 50 20,000

174030013 角知田堤 かくちたつつみ 石川県 七尾市 中島町横田ソ32～37 個人 5 38 1,100 1

174030014 宮の町堤 みやのまちつつみ 石川県 七尾市 中島町山戸田ヨ111 町会 6 28 5,500

174030015 式比多羅第１ しきひだらだいいち 石川県 七尾市 中島町中島 水利組合 12 28 27,000

174030016 式比多羅第２ しきひだらだいに 石川県 七尾市 中島町中島1-91 水利組合 9 34 16,000

174030018 荒谷谷内堤 あらだにやちつつみ 石川県 七尾市 中島町河崎ヲ40 町会 6 40 5,500

174030019 有田谷内堤 ありたやちつつみ 石川県 七尾市 中島町塩津へ30 町会 5 39 12,000

174030020 谷内堤 やちつつみ 石川県 七尾市 中島町長浦チ65 町会 6 41 11,200

174030022 苦竹堤 にがたけつつみ 石川県 七尾市 中島町長浦ロ67 町会 5 33 2,200

174030023 空谷堤 そらたにつつみ 石川県 七尾市 中島町深浦チ48 個人 6 38 4,300

174030024 穴谷堤 あなたにつつみ 石川県 七尾市 中島町塩津カ1 町会 4 57 5,100 1

174030025 柳谷内堤 やなぎやちつつみ 石川県 七尾市 中島町塩津レ98 町会 4 38 2,700 1

174030028 善光寺堤 ぜんこうじつつみ 石川県 七尾市 中島町谷内ト51甲 町会 5 22 1,300

174030033 ビシャグソ堤 びしゃぐそつつみ 石川県 七尾市 中島町土川27-1 生産組合 5 25 5,000

174030039 野木谷内堤 のぎやちつつみ 石川県 七尾市 中島町中島六88 水利組合 10 77 24,000 1

174030040 山田池 やまだいけ 石川県 七尾市 中島町浜田イ11 個人 8 61 31,000

174030044 大久保堤 おおくぼつつみ 石川県 七尾市 中島町奥吉田ワ38 生産組合 8 56 48,500

174030045 後堤 うしろつつみ 石川県 七尾市 中島町筆染二20-1,20-3 生産組合 6 37 13,700

174030046 荒木堤 あらきつつみ 石川県 七尾市 中島町笠師ナ224 個人 9 51 35,500

174030047 牛ヶ谷池 うしがたにつつみ 石川県 七尾市 中島町笠師 町会 5 43 6,800 1

174030048 深谷池 ふかだにいけ 石川県 七尾市 中島町瀬嵐 個人 9 32 5,300

174030049 鳥霜池 とりしもいけ 石川県 七尾市 中島町瀬嵐 個人 6 22 19,100 1

174030050 田屋堤 たやつつみ 石川県 七尾市 中島町土川31-50 生産組合 6 25 4,400

174030051 髙の堤 たかのつつみ 石川県 七尾市 中島町筆染イ-49 生産組合 7 23 5,100 1

174030054 小谷内堤 こやちつつみ 石川県 七尾市 中島町塩津井7 町会 5 36 3,100 1

174030055 トの部堤 とのべつつみ 石川県 七尾市 中島町古江ロ1089乙 生産組合 7 51 14,800

174030057 萩谷池 はぎやいけ 石川県 七尾市 中島町土川二1 生産組合 3 60 2,500
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174030059 寺谷谷内堤 てらややちつつみ 石川県 七尾市 中島町河崎カ158 町会 5 37 10,600

174030060 谷内堤２ やちつつみに 石川県 七尾市 中島町田岸ウ31 生産組合 11 36 17,100

174030064 不動田堤 ふどうだつつみ 石川県 七尾市 中島町長浦ハ69 町会 2 20 300

174030069 小谷内溜池 こやちためいけ 石川県 七尾市 中島町外ハ17 生産組合 9 34 4,200

174040001 山田池 やまだいけ 石川県 鹿島郡中能登町 武部ユ部21番地 生産組合 6 100 10,200 1

174040002 五郎左ヱ衛門池 ごろざえもんいけ 石川県 鹿島郡中能登町 久乃木に部51番地 生産組合 4 130 3,500

174040003 新池 しんいけ 石川県 鹿島郡中能登町 武部い部62番地 生産組合 5 205 1,600

174040004 歳上池 さいのかみいけ 石川県 鹿島郡中能登町 井田五郎31番地 生産組合 6 213 9,300 1

174040005 湯ノ谷池 ゆのたにいけ 石川県 鹿島郡中能登町 小竹戊部7番地 生産組合 12 37 81,000 1

174040006 山手池 やまていけ 石川県 鹿島郡中能登町 小田中コ部12番地 生産組合 8 75 8,200

174040007 裾池 すそいけ 石川県 鹿島郡中能登町 藤井イ部1番地 生産組合 7 41 13,000

174040008 釜地池 かまちいけ 石川県 鹿島郡中能登町 在江ユ部1番甲地 集落 3 85 9,000

174040009 古池 ふるいけ 石川県 鹿島郡中能登町 徳前い部１番地 生産組合 5 180 17,000 1

174040010 木入通池 きいれどおりいけ 石川県 鹿島郡中能登町 最勝講る部36番地 生産組合 3 229 2,800 1

174040011 蓮根池 れんこんいけ 石川県 鹿島郡中能登町 小竹メ部133番地 生産組合 6 186 12,400

174040012 本池 ほんいけ 石川県 鹿島郡中能登町 水白ヨ部33番地 生産組合 8 55 11,000

174040013 源作池 げんさくいけ 石川県 鹿島郡中能登町 曽祢イ部81番地1 生産組合 5 105 9,100 1

174040014 鳥野池 とんのいけ 石川県 鹿島郡中能登町 在江レ部3番地 集落 4 200 13,000 1

174040015 本名池 ほんないけ 石川県 鹿島郡中能登町 在江る部27番地 集落 3 96 2,800

174040016 堂田池 どうだいけ 石川県 鹿島郡中能登町 曽祢へ部1番地1 生産組合 4 212 5,200

174040017 多畑池 たばたいけ 石川県 鹿島郡中能登町 坪川南部9番地 生産組合 1 74 2,000

174040018 新池 しんいけ 石川県 鹿島郡中能登町 徳前壱四部68番地 生産組合 4 123 9,200

174040019 九助池 くすけいけ 石川県 鹿島郡中能登町 井田59部14番地 生産組合 3 120 2,000

174040020 鐘撞堂池 かねつきどういけ 石川県 鹿島郡中能登町 東馬場井部6番乙地 生産組合 4 33 3,800

174040021 高柳池 たかやなぎいけ 石川県 鹿島郡中能登町 東馬場ツ部3番地 生産組合 4 320 10,400

174040022 新池 しんいけ 石川県 鹿島郡中能登町 水白ワ部35番地 生産組合 8 55 6,700

174040023 宮池 みやいけ 石川県 鹿島郡中能登町 尾崎リ部41番地 生産組合 1 42 400

174040025 原山池 はらやまいけ 石川県 鹿島郡中能登町 福田巳部6番地 生産組合 9 95 9,000
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174040026 原山大池 はらやまおおいけ 石川県 鹿島郡中能登町 高畠原山分ケ部2番地 生産組合 7 165 102,000 1

174040027 腰前池 こしまえいけ 石川県 鹿島郡中能登町 小金森へ部42番地 生産組合 3 80 2,200

174040028 カラス谷池 からすだにいけ 石川県 鹿島郡中能登町 久乃木シ部10番地 生産組合 7 34 3,500

174040030 菱池 ひしいけ 石川県 鹿島郡中能登町 坪川南部25番地 生産組合 2 120 1,900

174040033 谷内田池 やちだいけ 石川県 鹿島郡中能登町 曽祢 生産組合 6 61 6,000

174040034 三条刈池 さんじょうがりいけ 石川県 鹿島郡中能登町 坪川沖部10番地 生産組合 3 157 5,000

174040035 馬場池 ばばいけ 石川県 鹿島郡中能登町 西ろ部27番地 生産組合 3 90 5,800

174040036 棚林池 たのんばやしいけ 石川県 鹿島郡中能登町 武部ヱ部34番甲地 生産組合 7 53 7,000

174040037 蛇ヶ池 じゃがいけ 石川県 鹿島郡中能登町 芹川七部1番地1 生産組合 12 31 106,000 1

174040038 新池 しんいけ 石川県 鹿島郡中能登町 小竹戊部5番地1 生産組合 11 144 28,000

174040040 菱池 ひしいけ 石川県 鹿島郡中能登町 西ち部19番地 生産組合 2 45 1,000

174040041 原山池 はらやまいけ 石川県 鹿島郡中能登町 久江原山分リ部11番地 生産組合 5 30 9,000

174040043 昭和池 しょうわいけ 石川県 鹿島郡中能登町 武部ヒ部77番地 生産組合 5 44 3,000

174040045 穴田池 あなだいけ 石川県 鹿島郡中能登町 芹川二部91・93合併 生産組合 3 44 400

174040046 新池 しんいけ 石川県 鹿島郡中能登町 井田二部107番地 生産組合 2 50 300

174050001 百万石 ひゃくまんごく 石川県 七尾市 能登島百万石町 個人 13 85 13,200 1

174050002 トガンタ とがんた 石川県 七尾市 能登島閨町69-14 生産組合 11 53 19,000

174050003 山城大溜 やまぎおおいけ 石川県 七尾市 能登島鰀目町1-9-1、9-2、10 生産組合 12 50 30,000

174050005 細田 ほそだ 石川県 七尾市 能登島小浦町三11 生産組合 6 35 12,500

174050008 小谷内 こやち 石川県 七尾市 能登島半浦町28丙20,21,22 土地改良区 6 70 18,000

174050009 平床 ひらとこ 石川県 七尾市 能登島久木町 生産組合 6 45 36,000 1

174050010 トモカケ上堤 ともかけうえつつみ 石川県 七尾市 能登島閨町 生産組合 11 63 20,000 1

174050011 寺ヶ谷内 てらがやち 石川県 七尾市 能登島向田町54-3 町会 10 60 107,000 1

174050013 親奈内 おやなうち 石川県 七尾市 能登島野崎町65-4-1 生産組合 7 36 8,000 1

174050016 岩屋第１ いわやだいいち 石川県 七尾市 能登島鰀目町69-21 生産組合 7 51 5,300

174050017 大谷内 おおやち 石川県 七尾市 能登島長崎町48-1 生産組合 7 44 13,500

174050021 浅瀬 あさせ 石川県 七尾市 能登島向田町91-37 町会 5 61 19,500

174050023 風ケ谷 かぜがたに 石川県 七尾市 能登島向田 町会 11 41 23,300
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174050024 ツボライチ つぼらいち 石川県 七尾市 能登島別所町51-1 町会 7 25 1,000 1

174050027 宮ノ本 みやのもと 石川県 七尾市 能登島田尻町ヨ35 生産組合 6 56 15,000

174050030 岩屋第２ いわやだいに 石川県 七尾市 能登島鰀目町69-39 生産組合 5 31 8,000

174050034 鮒谷内 ふなやち 石川県 七尾市 能登島長崎町13-1 生産組合 4 27 7,900

174050040 コゴ こご 石川県 七尾市 能登島無関町ヨ24 生産組合 4 33 2,300

174050041 コゴ奥 こごおく 石川県 七尾市 能登島無関町ヨ25 生産組合 6 53 9,000

174050044 新堤 しんつつみ 石川県 七尾市 能登島閨町79 生産組合 9 44 36,000 1

174050045 大谷内 おおやち 石川県 七尾市 能登島半浦町32-17 土地改良区 5 62 8,400

174050047 宮谷内池 みやのやちいけ 石川県 七尾市 能登島鰀目町25-33 生産組合 5 32 3,500

174050051 ソワジ池 そわじいけ 石川県 七尾市 能登島向田町8-3 町会 5 41 3,000

174050053 ミヨ崎 みよざき 石川県 七尾市 能登島向田町71 町会 2 32 500

174050057 大浦 おおうら 石川県 七尾市 能登島半浦町 土地改良区 7 40 8,600 1

174050060 サンダ さんだ 石川県 七尾市 能登島通町ヲ1 生産組合 4 78 8,400

174050061 ホソビヤチ ほそびやち 石川県 七尾市 能登島百万石町 生産組合 6 32 3,300

174050062 ハカド はかど 石川県 七尾市 能登島半浦町5-19-1,19-2 土地改良区 2 30 300 1

174050063 はざま池 はざまいけ 石川県 七尾市 能登島鰀目町76-1 生産組合 4 37 2,000

174060001 横手の池 よこてのいけ 石川県 鹿島郡中能登町 西馬場マ部30番地 集落 3 258 18,300 1

174060002 谷内堤 やちいけてい 石川県 鹿島郡中能登町 能登部上ハ部62番地 集落 4 37 2,100

174060004 大谷内池 おおやちいけ 石川県 鹿島郡中能登町 能登部下リ部13番地 集落 9 37 17,900 1

174060005 小谷内池 こやちいけ 石川県 鹿島郡中能登町 能登部下壱弐五甲部29番地 集落 6 37 8,200 1

174060006 棚谷内池 たなやちいけ 石川県 鹿島郡中能登町 能登部下ホ部1番乙地 集落 8 56 24,800

174060007 杉谷池 すぎたにいけ 石川県 鹿島郡中能登町 金丸イ部1番乙地 生産組合 14 35 16,600

174060008 沢池 さわいけ 石川県 鹿島郡中能登町 金丸壱参部20番地2 生産組合 14 27 14,200 1

174060009 大谷内池 おおやちいけ 石川県 鹿島郡中能登町 上後山リ部66番地3 生産組合 6 62 17,000

174060015 神谷内池 かみやちいけ 石川県 鹿島郡中能登町 上後山ヌ部39番地 生産組合 4 42 1,500

174060016 五郎平池 ごろうべいいけ 石川県 鹿島郡中能登町 上後山マ部6番地2 生産組合 4 28 300

174060017 つめた水 つめたみず 石川県 鹿島郡中能登町 能登部上ヱ乙部1番地 集落 6 47 17,800 1

174060018 谷内の池 やちのいけ 石川県 鹿島郡中能登町 西馬場チ部5番地1 集落 4 155 5,500 1
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174060020 谷内池 やちいけ 石川県 鹿島郡中能登町 金丸ヤ部57番地乙 生産組合 8 84 7,000 1

174060021 沢の池 さわのいけ 石川県 鹿島郡中能登町 西馬場イ部91番地 集落 4 19 700

174060023 高柳の池 たかやなぎのいけ 石川県 鹿島郡中能登町 能登部下壱０参部77番地 集落 2 74 1,200

174060024 しいやまの池 しいやまのいけ 石川県 鹿島郡中能登町 能登部下壱壱九部50番地 集落 2 27 1,000 1

174060025 成宗池 じょうじゅういけ 石川県 鹿島郡中能登町 能登部上イ部120番地 集落 2 7 100

174210001 馬飛池 まんとびいけ 石川県 鳳珠郡穴水町 字沖波参3番 集落 11 147 256,000 1

174210005 金ヶ谷 かねがたに 石川県 鳳珠郡穴水町 字甲ホ88番 集落 5 41 1,900

174210019 中ヶ谷内池 ちゅうがやちいけ 石川県 鳳珠郡穴水町 字明千寺ヌ108番 集落 9 51 30,200 1

174210020 天の谷内池 てんのやちいけ 石川県 鳳珠郡穴水町 字明千寺ル6番 集落 7 31 8,000

174210021 風呂谷内池 ふろやちいけ 石川県 鳳珠郡穴水町 字明千寺ル67番 集落 7 31 8,000

174210022 谷の谷内池 やのやちいけ 石川県 鳳珠郡穴水町 字明千寺ソ18番1、19番 集落 11 32 6,900

174210023 シヤギナ池 しやぎないけ 石川県 鳳珠郡穴水町 字古君二88番 集落 3 112 2,800

174210024 滝ヶ谷内池 たきがやちいけ 石川県 鳳珠郡穴水町 字前波タ70番、71番 集落 6 63 28,400

174210025 ボンダ ぼんだ 石川県 鳳珠郡穴水町 字山中五弐24-甲 集落 2 40 8,000

174210034 大溜 おおとめ 石川県 鳳珠郡穴水町 字曽良ハ23番辛 集落 8 54 25,000

174210037 海老尾 えびお 石川県 鳳珠郡穴水町 字岩車ワ27番 集落 4 32 5,900

174210052 庄平 しょうへい 石川県 鳳珠郡穴水町 字前波レ11番、12番 集落 5 37 16,500

174210058 弥平の堤 やへいのつつみ 石川県 鳳珠郡穴水町 字甲ナ159番、160番1 集落 3 29 1,000

174210064 大蓮寺 だいれんじ 石川県 鳳珠郡穴水町 字甲レ238番 集落 4 33 2,100

174210068 又六 またろく 石川県 鳳珠郡穴水町 字甲ト271番 集落 5 28 1,800

174210069 宮ノ谷内 みやのやち 石川県 鳳珠郡穴水町 字甲ト189番 集落 6 34 3,200

174210071 フセゴロウ ふせごろう 石川県 鳳珠郡穴水町 字山中六13番 集落 6 35 18,800

174210089 平地替 ひらちかえ 石川県 鳳珠郡穴水町 字曽良ヌ39番1.39番乙1 集落 6 31 1,800

174210154 二又 ふたまた 石川県 鳳珠郡穴水町 字中居弐弐5番 集落 6 27 16,200

174210157 バヤチ小池 ばやちこいけ 石川県 鳳珠郡穴水町 字志ヶ浦五字 集落 7 38 5,200

174210160 大堤 おおつつみ 石川県 鳳珠郡穴水町 字鹿島弐2番2 集落 8 43 12,000 1

174210161 エビのヤチ えびのやち 石川県 鳳珠郡穴水町 字曽福ニの43番地 集落 8 30 11,900

174210184 カイダン かいだん 石川県 鳳珠郡穴水町 字明千寺二118番2 集落 3 30 1,000
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174210193 木原池 きはらいけ 石川県 鳳珠郡穴水町 字木原い13番～25番、38番～40-1番集落 14 109 35,100

174220001 大池 おおいけ 石川県 輪島市 門前町入山30字117甲 集落 5 62 31,300

174220002 大池 おいけ 石川県 輪島市 門前町黒岩子字42乙 集落 5 37 31,300

174220005 谷内古池 やちごいけ 石川県 輪島市 門前町池田2字25 集落 5 95 8,000

174220007 岩子の下池 いわこのしたいけ 石川県 輪島市 門前町池田へ字35 集落 7 50 3,300

174220008 なかせの堤 なかせのつつみ 石川県 輪島市 門前町千代27字1 集落 4 56 1,700 1

174220009 大堤 おおづつみ 石川県 輪島市 門前町千代27-22 集落 6 125 23,100 1

174220019 道下 とうげ 石川県 輪島市 門前町道下2字 集落 6 35 2,000

174220024 天地原 あまんじゃら 石川県 輪島市 門前町椎木22字2 集落 7 62 2,500

174220033 岡山池 おかやまいけ 石川県 輪島市 門前町浦上47字10 個人 5 22 1,600

174220034 堀山池 ほりやまいけ 石川県 輪島市 門前町浦上217字 個人 7 34 2,000

174220035 花立池 はなたていけ 石川県 輪島市 門前町浦上98字71 集落 7 34 5,700

174220036 江田池 えだいけ 石川県 輪島市 門前町浦上10-51 集落 9 31 13,400

174220037 古池 ふるいけ 石川県 輪島市 門前町舘カ字1 集落 4 66 1,900

174220040 部落前池 ぶらくまえいけ 石川県 輪島市 門前町六郎木10字5 集落 7 63 12,600

174220042 熊の谷池 くまんやち 石川県 輪島市 門前町道下21字1番地 個人 6 39 7,800

174220043 芳木大池 ほうきおおいけ 石川県 輪島市 門前町道下31字1番地 個人 3 127 7,800 1

174220045 がいの木谷池 がいのきたにいけ 石川県 輪島市 門前町飯川谷49字1甲 集落 7 16 2,700

174220046 わるだの池 わるだのいけ 石川県 輪島市 門前町飯川谷53字38 集落 5 21 2,900

174220050 能納屋池 のうのやいけ 石川県 輪島市 門前町能納谷４字100 集落 5 75 4,500 1

174220051 武平池 ぶへいいけ 石川県 輪島市 門前町二又川3-95-2 集落 6 24 1,600

174220052 堀腰池 ほりこしのつつみ 石川県 輪島市 門前町堀腰ロ字42 集落 10 50 17,300

174220054 上出池 かみでいけ 石川県 輪島市 門前町広岡10字30甲 集落 4 35 4,000

174220055 宮田池 みやでんいけ 石川県 輪島市 門前町広岡14字48 集落 7 40 12,600

174220056 前の池 まえのいけ 石川県 輪島市 門前町高根尾ソ字28 集落 3 70 2,000

174220060 じゃらしき池 じゃらしきいけ 石川県 輪島市 門前町馬渡6字5 集落 4 24 1,500

174220061 おぼった池 おぼったいけ 石川県 輪島市 門前町馬渡6字9 集落 8 31 2,400

174220067 五本原 ごほんじゃら 石川県 輪島市 門前町鵜山ハ字8 集落 4 59 5,500 1
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174220077 尾井の木 おいのき 石川県 輪島市 門前町深田10字9 集落 7 49 12,000

174220084 新堤下 しんつつみした 石川県 輪島市 門前町本内13字62戊 集落 6 28 2,800

174220086 新堤上 しんつつみうえ 石川県 輪島市 門前町本内13字62丁 集落 6 30 2,600

174220091 長沢池 ながさわいけ 石川県 輪島市 門前町道下ち字１番地 個人 5 46 2,100

174220092 山本池 やまもといけ（さんたろう） 石川県 輪島市 門前町道下2字 個人 5 58 1,500

174220093 田谷池 たやいけ（ひょうすけいけ） 石川県 輪島市 門前町道下2字144番地 個人 4 55 1,500

174220094 松浦池 まつうらいけ（へいよもいけ） 石川県 輪島市 門前町道下2字 個人 5 51 1,700

174220106 引地 ひきじ 石川県 輪島市 門前町浦上238-7-2 個人 7 38 18,200

174220113 宮本の池 みやもとのいけ 石川県 輪島市 門前町浦上55-79 個人 4 27 3,000

174220129 横地池 よこじいけ 石川県 輪島市 門前町東大町1字26 集落 5 38 2,600

174220136 向橋 むかいはし 石川県 輪島市 門前町池田 集落 6 17 1,800

174220143 正田池 しょうだいち 石川県 輪島市 門前町猿橋15字60甲 集落 4 39 2,300

174220144 亀の蛇原 かまんじゃら 石川県 輪島市 門前町猿橋17字62 集落 7 36 11,000

174220166 上野釜口山 うわのかまぐちやま 石川県 輪島市 門前町千代23字87 個人 4 40 900

174220175 大島池 おおしまいけ 石川県 輪島市 門前町広岡10字9番地 個人 4 42 1,000

174220177 林池 はやしいけ 石川県 輪島市 門前町広岡10字28番地 個人 3 21 300 1

174220180 デカドベ池 でかどべいけ 石川県 輪島市 門前町西中尾8字40 集落 7 77 5,200

174220182 水尻№１ みずしり１ 石川県 輪島市 門前町西中尾6字50-1 個人 3 50 800

174220183 水尻№２ みずしり２ 石川県 輪島市 門前町西中尾6字17乙 個人 3 34 800

174220195 泉－１ いずみ１ 石川県 輪島市 門前町浦上10字21乙 個人 4 23 700

174220209 横地の高の堤 よこぢのたかのつつみ 石川県 輪島市 門前町鑓川6字56 個人 4 15 100 1

174220218 石田溜池 いしだためいけ 石川県 輪島市 門前町安代原5字121 個人 2 31 200

174220230 千代36字堤 せんだい36あざつつみ 石川県 輪島市 門前町千代36-126 集落 5 30 1,500 1

174220231 山本堤 やまもとづつみ 石川県 輪島市 門前町千代24-5 集落 5 67 3,000

174230001 小浦 おうら 石川県 鳳珠郡能登町 字小浦28字3番地 管理組合 9 79 43,100

174230005 宮下 みやした 石川県 鳳珠郡能登町 字七見 集落 1 29 1,000 1

174230011 桜木第５ さくらぎだい５ 石川県 鳳珠郡能登町 字七見 集落 1 25 300 1

174230018 波並第２ はなみだいに 石川県 鳳珠郡能登町 字波並 集落 3 17 3,000 1
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174230020 水谷内 みずやち 石川県 鳳珠郡能登町 字波並 集落 4 30 800 1

174230022 防ヶ谷内 ぼうがやち 石川県 鳳珠郡能登町 字藤ノ瀬 個人 4 25 3,200

174230025 元内地 もとないち 石川県 鳳珠郡能登町 字宇加塚 個人 4 21 600

174230026 宇加塚 うかづか 石川県 鳳珠郡能登町 字宇加塚 個人 3 26 600

174230027 上野 うえの 石川県 鳳珠郡能登町 字宇加塚 個人 3 20 700

174230028 東崎 とうざき 石川県 鳳珠郡能登町 字宇加塚 個人 4 40 7,400

174230031 赤坂 あかさか 石川県 鳳珠郡能登町 字宇加塚 個人 3 25 700

174230033 東谷内 ひがしやち 石川県 鳳珠郡能登町 字藤ノ瀬 個人 6 44 4,500

174230034 矢波 やなみ 石川県 鳳珠郡能登町 字矢波 集落 16 54 41,600 1

174230037 町中第２ まちなかだい２ 石川県 鳳珠郡能登町 字矢波 個人 5 29 1,500 1

174230038 浜崎第１ はまさきだい１ 石川県 鳳珠郡能登町 字矢波 個人 5 20 2,100 1

174230040 堀田 ほった 石川県 鳳珠郡能登町 字矢波 個人 5 82 14,800 1

174230043 間島第１ ましまだいいち 石川県 鳳珠郡能登町 字藤波 集落 12 37 10,400 1

174230048 武連２ むれ２ 石川県 鳳珠郡能登町 字武連 集落 2 27 800

174230052 大野第１ おおのだいいち 石川県 鳳珠郡能登町 字宮地 集落 4 27 2,100

174230055 三田 さんでん 石川県 鳳珠郡能登町 字山田 集落 4 25 1,200

174230056 浦窪 うらくぼ 石川県 鳳珠郡能登町 字山田 集落 4 24 3,200 1

174230057 大峰第１ おおみねだいいち 石川県 鳳珠郡能登町 字瑞穂 集落 6 33 5,400 1

174230058 大峰第２ おおみねだいに 石川県 鳳珠郡能登町 字瑞穂 集落 5 15 1,000 1

174230060 シメンジャラ しめんじゃら 石川県 鳳珠郡能登町 字瑞穂 集落 4 19 1,400

174230061 境谷 さかいたに 石川県 鳳珠郡能登町 字柿生 個人 5 20 1,900

174230062 仕明 しあけ 石川県 鳳珠郡能登町 字鵜川 集落 2 51 5,100

174230071 スゲソ すげそ 石川県 鳳珠郡能登町 字七見 集落 8 44 20,000

174230073 山岸 やまぎし 石川県 鳳珠郡能登町 字本木27字118 個人 3 19 1,900 1

174230077 柳倉 やなぐら 石川県 鳳珠郡能登町 字藤波 集落 5 28 1,500 1

174230084 大畠 おおはた 石川県 鳳珠郡能登町 字吉尾 個人 2 13 100

174230092 安田 やすだ 石川県 鳳珠郡能登町 字鶴町 集落 1 14 100

174230116 滝ヶ谷内 たきがやち 石川県 鳳珠郡能登町 字波並 集落 2 21 300
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174230117 西の上 にしのうえ 石川県 鳳珠郡能登町 字波並 集落 4 46 700 1

174240001 鶴ヶ谷堤 つるがたにてい 石川県 鳳珠郡能登町 字国光 集落 7 52 38,300

174240005 重見堤 しげみてい 石川県 鳳珠郡能登町 字五十里 個人 4 28 1,100 1

174240006 ふくら平池 ふくらだいらいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字五十里 個人 4 42 5,200 1

174240008 谷内堤 やちつつみ 石川県 鳳珠郡能登町 字五十里 集落 3 15 300

174240016 大堤 おおつつみ 石川県 鳳珠郡能登町 字上長尾 集落 7 60 8,100

174240020 山田池 やまだいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字上町 集落 2 31 1,000

174240021 あらけ池 あらけいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字鴨川 集落 8 60 8,500

174240023 小杉谷池 こすぎたにいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字上長尾 集落 11 30 11,100

174240025 正南池 しょうなんいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字上長尾 集落 6 40 3,700 1

174240026 寺谷内池 てらやちいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字上長尾 集落 4 56 4,500

174240028 家中池 いえなかいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字上長尾 集落 3 25 1,200

174240030 浦堤 うらてい 石川県 鳳珠郡能登町 字国光 集落 3 48 1,300

174240038 羽根木 はねき 石川県 鳳珠郡能登町 字笹川 集落 10 34 3,700

174240040 大笹池 おおささいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字笹川 集落 11 49 21,200

174240054 上平池 かみひらいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字桐畑ヶ字池内 集落 3 28 1,700

174240056 新開池 しんかいいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字十郎原 集落 7 35 2,200

174240058 家中 いえなか 石川県 鳳珠郡能登町 字黒川 個人 6 63 8,400 1

174240060 石原池 いしはらいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字笹川 集落 5 31 1,200

174240065 長福寺池 ちょうふくじいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字柳田2-21,2-14 寺 5 39 900

174240067 墓の谷内堤 はかのやちつつみ 石川県 鳳珠郡能登町 字国光 集落 5 51 4,000

174240068 細谷内堤 ほそやちつつみ 石川県 鳳珠郡能登町 字国光 集落 4 37 600

174240072 藤蔵堤 とうぞうてい 石川県 鳳珠郡能登町 字当目 個人 2 40 900

174240090 南谷内池 みなみやちいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字鈴ヶ嶺 集落 9 30 3,300

174410002 せん堤 せんつつみ 石川県 鳳珠郡能登町 字松波 集落 11 55 35,000

174410003 かせだんの池 かせだんのいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字松波 集落 9 70 60,000

174410004 神宮寺の池１ じんぐうじのいけいち 石川県 鳳珠郡能登町 字松波 集落 8 33 7,000

174410005 志賀浦の池１ しがうらのいけいち 石川県 鳳珠郡能登町 字九里川尻 管理組合 4 28 2,100 1
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174410007 二堤 ふたづつみ 石川県 鳳珠郡能登町 字立壁 集落 2 58 1,000

174410008 宮の谷内の池１ みやのやちのいけいち 石川県 鳳珠郡能登町 字秋吉 集落 6 40 3,600

174410009 宮の谷内の池２ みやのやちのいけに 石川県 鳳珠郡能登町 字秋吉 集落 4 37 7,500

174410010 寺の堤 てらのつつみ 石川県 鳳珠郡能登町 字不動寺 水利組合 9 26 2,400

174410011 立壁の池 たてかべのいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字立壁 集落、水利組合 11 63 4,900

174410012 かさね堤 かさねつつみ 石川県 鳳珠郡能登町 字新保 集落 5 50 3,000

174410013 杉山池 すぎやまいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字山中 生産組合 6 25 8,000

174410015 高後尻の池 こうごしりのいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字秋吉 集落 3 38 3,500

174410016 明野ダム あけのだむ 石川県 鳳珠郡能登町 字明野 集落 4 55 14,300 1

174410017 四方山の下堤 よもやまのしもつつみ 石川県 鳳珠郡能登町 字四方山 個人 2 69 1,800 1

174410020 四方山の中堤 よもやまのなかつつみ 石川県 鳳珠郡能登町 字四方山 個人 2 31 1,000

174410021 立壁の下堤 たてかべのしもつつみ 石川県 鳳珠郡能登町 字立壁 集落 1 88 1,100

174410023 ツブラナ谷内の池つぶらなやちのいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字秋吉 集落 3 28 800

174410024 立壁の中堤 たてかべのなかつつみ 石川県 鳳珠郡能登町 字立壁 集落 3 96 1,900

174410025 坂本の池 さかもとのいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字秋吉 集落 3 22 1,000

174410030 山野谷の池 やまのたにのいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字羽生 集落 8 30 9,700 1

174410034 飛家の池 とびいえのいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字秋吉 集落 4 26 1,500

174410058 古堤 ふるつつみ 石川県 鳳珠郡能登町 字内浦長尾 集落 2 27 600

174410059 粟政堤 あわまさつつみ 石川県 鳳珠郡能登町 字内浦長尾 集落 3 65 2,100

174410081 堂ヶ谷内の池１ どうがやちのいけいち 石川県 鳳珠郡能登町 字白丸 集落 4 25 1,000

174410082 堂ヶ谷内の池２ どうがやちのいけに 石川県 鳳珠郡能登町 字白丸 集落 3 24 2,000

174410093 新保新池 しんぼしんいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字新保 集落 3 22 1,200

174410094 じろう畠の池 じろうはたのいけ 石川県 鳳珠郡能登町 字布浦 集落 2 28 5,400

注）　記載内容は、令和３年３月末時点の確定値である。

※1　【防災工事等の対象と実施時期】：対象となる防災工事等について、法の有効期間の前期（Ｒ３～Ｒ７）に着手する又は実施中の場合は「1」、後期（Ｒ８～Ｒ１２）に着手する場合は「2」を記入する。

※2　【経過観察】について、経過観察が必要な場合は「1」を記入する。


