
青森県農業用ため池データベース【令和４年３月31日時点】

農業用ため池の名称 　　所　　在　　地 所有者の名称 管理者の名称
堤高
(m)

堤頂長
(m)

総貯水量
(千m3)

届出の有無
 ○：届出済み
 △：対 象 外
空欄：未  届

届出年月日

防災重点農業用
ため池選定状況
 ○ ：指定あり
空欄：指定なし

特定農業用ため池
の指定の有無
 ○ ：指定あり
空欄：指定なし

特定農業用ため池
の指定年月日

磯部２号 青森市 大字四戸橋字磯部245-1 自然人 自然人 1.3 50 3.8 ○ 令和1年11月12日
孫内第一溜池 青森市 大字孫内字山科160-37 自然人 自然人 3.5 30 4.0 ○ 令和4年1月22日
万十郎堤 青森市 四戸橋字磯部243-525地先 青森市 自然人 3.0 70 3.6 △
山城ため池 青森市 大字六牧橋字山越289 青森市 青森北部土地改良区 6.0 120 14.5 △
大堤 青森市 大字西田沢字山辺225-93地先 青森市 奥内土地改良区 6.0 177 174.1 △ ○
野木和湖 青森市 大字羽白字野木和58-9地先 青森市 自然人 6.0 200 93.1 △ ○
第一号下堤 青森市 大字岡町字天田内川 青森市 自然人 2.0 74 2.4 △
山下ため池 青森市 大字宮田字山下 青森市 宮田大堰水利組合 2.0 200 15.6 △ ○
新堤　（下堤） 青森市 大字三内字沢部353付近 青森市 不明またはその他 2.0 85 5.9 △ ○
中堤 青森市 大字三内字沢部 青森市 不明またはその他 1.5 50 3.6 △
上堤１号ため池 青森市 大字三内字沢部 青森市 不明またはその他 2.0 75 2.2 △
上堤２号ため池 青森市 大字新城字平岡 青森市 不明またはその他 2.0 0 87.1 △ ○
幸畑貯水池 青森市 大字幸畑字阿部野164 不明またはその他 不明またはその他 2.0 100 3.0 △ 令和1年12月6日 ○ ○
田代第２ため池 青森市 大字駒込字深沢990付近 自然人 自然人 4.2 150 177.8 ○ 令和1年11月21日
小館ため池 青森市 大字小館字桜苅3 青森市 小舘町会 4.0 66 2.9 △ ○
田代第３ため池 青森市 大字駒込字深沢 自然人 自然人 3.5 150 42.4 ○ 令和1年11月21日
磯部1号 青森市 大字四戸橋字磯部245-1 不明またはその他 自然人 1.4 44 1.2 ○ 令和1年12月2日
笹橋溜池 青森市 大字内真部字山下 国 自然人 3.0 32 1.8 △
田家堤２号 青森市 大字奥内字宮田305-1他 自然人 自然人 2.0 130 3.0 ○ 令和1年11月21日
丸山５号溜池 青森市 大字三内字丸山地内 不明またはその他 不明またはその他 3.0 60 3.6 ○ 令和1年12月6日
二股１号溜池 青森市 大字岩渡字熊沢 青森市 自然人 2.0 66 1.2 △
そでの堤 青森市 大字奥内字宮田 青森市 自然人 5.0 54 12.0 △
田家堤１号 青森市 大字奥内字宮田305-1他 自然人 自然人 2.0 140 6.6 ○ 令和1年11月21日
第１根ッ子堤 青森市 大字六枚橋字山越305-2付近 青森市 自然人 2.0 48 1.2 △
丸山第２溜池 青森市 大字三内字丸山413-284地先 国 不明またはその他 3.0 63 1.8 △
中村堤 青森市 大字新城字平岡250-380付近 青森市 不明またはその他 3.5 45 2.2 △
川重１号堤 青森市 大字沢山字平野地内 不明またはその他 自然人 2.5 27 1.2 ○ 令和1年12月23日
小金沢ダム 青森市 大字駒込字桐ノ沢 青森市 不明またはその他 11.7 100 72.6 △ ○
専次郎堤 青森市 大字西田沢字山辺 青森市 自然人 2.4 55 2.2 △
第１新堤 青森市 大字羽白字野木和 青森市 不明またはその他 2.8 80 6.7 △
小谷１号溜池 青森市 大字岩渡字熊沢 青森市 自然人 1.4 48 1.1 △
小谷２号溜池 青森市 大字岩渡字小谷29 青森市 自然人 1.6 51 1.0 △
干潟溜池 青森市 大字瀬戸子字神田274 青森市 自然人 1.6 36 1.1 △
又八堤 青森市 大字羽白字野木和58-244付近 不明またはその他 自然人 2.5 50 1.0 ○ 令和1年12月12日
第２新堤 青森市 大字西田沢字山辺207-1 青森市 自然人 1.6 23 1.0 △
左堰堤 青森市 大字左堰字野田 青森市 自然人 3.3 231 16.1 △
板野堤 青森市 大字羽白字沢田 青森市 自然人 6.2 165 53.6 △ ○
第三下堤 青森市 大字新城字天田内 青森市 自然人 2.5 40 6.7 △
矢田溜池 青森市 大字矢田字山野井44付近 不明またはその他 自然人 3.6 70 11.1 ○ 令和1年12月6日 ○ ○ 令和2年3月30日
蛍谷一号溜池 青森市 大字浅虫字蛍谷317,318 青森市 不明またはその他 4.2 46 6.6 △ ○
丸山３号溜池 青森市 大字三内字丸山413-296付近 青森市 不明またはその他 3.1 45 3.2 △
イカマリ3号溜池 青森市 大字岩渡字イカマリ4 青森市 自然人 3.3 38 3.1 △
イカマリ4号溜池 青森市 大字岩渡字熊沢124-4地先 青森市 自然人 3.5 30 1.4 △
勘七溜池 青森市 大字高田字朝日山 青森市 自然人 3.4 90 8.2 △
牛旁畑堤 青森市 大字諏訪沢字山辺6地先 青森市 牛蒡畑沼水利組合 3.9 110 35.6 △ ○
石河原堤 青森市 大字諏訪沢字山辺27 青森市 石河原堤水利組合 4.4 160 50.7 △ ○
磯部３号 青森市 大字四戸橋字磯部245-3 自然人 自然人 2.0 55 8.9 ○ 令和1年11月12日
第２根ツ子堤 青森市 大字六枚橋字山越305-2付近 青森市 自然人 2.0 40 2.2 △
孫堤 青森市 大字西田沢字沖津352 青森市 不明またはその他 4.2 84 21.0 △ ○
丸山１号溜池 青森市 大字細越字栄山75-118付近 不明またはその他 不明またはその他 3.1 22 2.5 ○ 令和1年12月6日
二股3号溜池 青森市 大字岩渡字熊沢6付近 青森市 自然人 2.0 34 0.9 △
伝助堤 青森市 大字駒込字月見野400 青森市 自然人 2.6 85 9.2 △ ○
金浜溜池 青森市 大字大別内字葛野196-1 自然人 自然人 2.0 50 6.8 ○ 令和1年11月12日 ○ ○ 令和2年3月30日
岩渡第１溜池 青森市 大字孫内字北原130-266 自然人 自然人 5.5 40 23.0 ○ 令和4年1月21日
久栗坂第１溜池 青森市 大字久栗坂字浜田532 青森市 不明またはその他 5.0 40 4.4 △
野内第１溜池 青森市 大字野内字野内鈴森147 青森市 不明またはその他 1.7 120 1.0 △
矢田第２溜池 青森市 大字矢田字牧野100-3,100-6 自然人 不明またはその他 0.9 50 0.1 ○ 令和4年1月25日
矢田第３溜池 青森市 大字矢田字菖蒲沢52付近 不明またはその他 不明またはその他 2.0 20 1.7 ○ 令和4年2月8日
篠ケ沢溜池　（２） 青森市 浪岡大字徳才子字山本173 青森市 自然人 3.6 49 12.0 △ ○
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篠ケ沢溜池　（１） 青森市 浪岡大字徳才子字山本174 青森市 自然人 5.8 80 16.9 △ ○
札沢溜池 青森市 浪岡大字長沼字北藤巻66 青森市 自然人 3.0 49 4.8 △ ○
すずめっこ溜池 青森市 浪岡大字吉野田字木戸口12-128地先 青森市 不明またはその他 3.7 33 3.6 △ ○
大沢溜池　（２） 青森市 浪岡大字長沼字南藤巻102 青森市 自然人 5.0 55 14.4 △
宇之助ため池 青森市 浪岡大字高屋敷字社本12 青森市 大堤ため池水利組合 3.5 116 40.8 △ ○
志根無堤（１） 青森市 浪岡大字杉沢字山下69 青森市 自然人 4.6 133 25.6 △ ○
山下溜池（１） 青森市 浪岡大字杉沢字山下70 青森市 自然人 2.0 55 4.8 △
大板橋溜池　（２） 青森市 浪岡大字五本松字板橋120-2 自然人 自然人 6.6 135 28.3 ○ 令和1年11月21日
惣エ門堤（１） 青森市 浪岡大字杉沢山元450 青森市 自然人 7.0 124 40.0 △ ○
惣エ門溜池（２） 青森市 浪岡大字杉沢山元65 青森市 自然人 4.5 37 5.5 △ ○
工藤池（１） 青森市 浪岡大字杉沢山元4 青森市 自然人 2.5 38 2.4 △ ○
小板橋溜池（３） 青森市 浪岡大字五本松字平野 青森市 自然人 1.6 55 2.2 △
小板橋溜池（１） 青森市 浪岡大字五本松字平野220-4地先 青森市 自然人 3.7 76 2.0 △
次郎兵衛溜池（３）（舘野堤） 青森市 浪岡大字杉沢山元453 青森市 自然人 6.3 97 52.8 △ ○
甚助溜池 青森市 浪岡大字楢沢字山元 青森市 自然人 2.8 119 3.3 △
対馬溜池 青森市 浪岡大字楢沢字山元 青森市 自然人 1.9 55 9.0 △
宝溜池 青森市 浪岡大字樽沢字村元 青森市 熊沢溜池水利組合 5.5 85 98.0 △ ○
ザル溜池 青森市 浪岡大字銀字杉田39 青森市 銀水利組合 3.5 490 56.0 △ ○
又坂溜池 青森市 浪岡大字本郷字田ノ沢95-52地先 青森市 自然人 5.0 55 6.2 △ ○
丸山堤 青森市 浪岡大字大釈迦字沢田34-1 自然人 自然人 4.0 50 1.3 ○ 令和1年11月12日
吉野田新溜池 青森市 浪岡大字吉野田字蛍沢48-1 青森市 浪岡川土地改良区 8.2 139 432.0 △ ○
大堤 青森市 浪岡大字高屋敷字元 青森市 大堤ため池水利組合 4.0 164 38.4 △ ○
大板橋溜池 青森市 浪岡大字五本松字板橋 青森市 自然人 4.0 68 8.0 △
宮田溜池（長池） 青森市 浪岡大字銀字杉田2 青森市 銀水利組合 3.6 120 14.9 △ ○
六郎溜池 青森市 浪岡大字銀字杉田3 青森市 銀水利組合 2.2 106 6.5 △ ○
後藤堤 青森市 浪岡大字大釈迦字山本46 青森市 自然人 2.8 34 2.8 △ ○
すずめ上堤 青森市 浪岡大字大杉字大板橋 青森市 自然人 3.0 42 2.8 △
豊治郎堤 青森市 浪岡大字五本松字大板橋1 自然人 自然人 5.0 30 1.2 ○ 令和1年12月17日
山田堤（１） 青森市 浪岡大字五本松字大板橋１ 自然人 自然人 3.0 34 1.2 ○ 令和1年12月17日
小板橋溜池 青森市 浪岡大字五本松字萩原20 自然人 自然人 4.0 86 7.1 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ 令和2年3月30日
浅沢堤 青森市 浪岡大字本郷字田ノ沢1 自然人 自然人 4.0 84 7.0 ○ 令和1年11月29日
姥溜池 青森市 浪岡大字下石川字平野116 青森市 浪岡川土地改良区 6.1 528 130.8 △ ○
三太溜池 青森市 浪岡大字吉野田字鎧沢12 青森市 浪岡川土地改良区 10.1 140 272.0 △ ○
熊沢溜池 青森市 浪岡大字吉野田字熊沢 青森市 浪岡川土地改良区 7.7 157 438.4 △ ○
六万溜池（中） 青森市 浪岡大字徳才子字山本172 青森市 自然人 3.0 26 1.4 △
六万溜池（下） 青森市 浪岡大字徳才子字山本172 青森市 自然人 3.7 44 4.9 △
小沢溜池（２） 青森市 浪岡大字長沼字南藤巻98 青森市 小沢水利組合 3.0 70 10.8 △ ○
小沢溜池（１） 青森市 浪岡大字長沼字南藤巻99 青森市 小沢水利組合 4.6 100 20.6 △ ○
大沢溜池（１） 青森市 浪岡大字長沼字南藤巻102 青森市 自然人 4.0 72 17.0 △
スネム堤 青森市 浪岡大字杉沢字板橋野山 青森市 自然人 2.6 44 3.1 △
大板橋溜池（３） 青森市 浪岡大字杉沢字小板橋 青森市 自然人 2.6 170 20.2 △ ○
次郎兵衛溜池（２） 青森市 浪岡大字杉沢字山元451 青森市 自然人 1.0 54 0.4 △ ○
新溜池 青森市 浪岡大字銀字杉田１ 青森市 銀水利組合 3.8 200 52.3 △ ○
長笠溜池（２） 青森市 浪岡大字女鹿沢字野尻 青森市 青森市 3.0 25 2.6 △ ○
長溜池（葦池） 青森市 浪岡大字銀字杉田7 青森市 銀水利組合 2.4 175 30.3 △ ○
小板橋堤（２） 青森市 浪岡大字五本松字平野220-4地先 青森市 不明またはその他 3.1 36 2.0 △
八見沢堤 青森市 浪岡大字大釈迦字沢田127 青森市 不明またはその他 4.0 50 9.0 △ ○
山田堤2 青森市 浪岡大字羽黒平 青森市 不明またはその他 2.4 24 1.4 △
吉内第１溜池 青森市 浪岡大字吉内字杉ノ沢5-1 不明またはその他 不明またはその他 4.0 46 8.2 ○ 令和4年1月26日 ○ ○ 令和4年3月31日
本郷第１溜池 青森市 浪岡大字本郷字牧ノ沢50-216 自然人 自然人 2.0 30 0.5 ○ 令和4年1月20日
篠ヶ沢溜池3 青森市 浪岡大字徳才子字山本170-17 自然人 自然人 20.0 50 11.6 △ ○
長内堤 弘前市 大字十腰内字猿沢 自然人 不明またはその他 2.8 43 3.8 △
仁田堤 弘前市 大字十面沢 弘前市 自然人 2.6 37 3.6 △
鍋川溜池 弘前市 大字十腰内字猿沢 弘前市 建石水利組合 7.9 118 94.0 △ ○
今堤（下） 弘前市 大字十腰内字猿沢 弘前市 自然人 5.2 48 4.4 △
砂沢溜池（上） 弘前市 大字三和字下池神 弘前市 砂沢溜池土地改良区 9.5 868 1,585.2 △ ○
中畑溜池 弘前市 大字三和字下恋塚 国 自然人 4.0 188 15.6 △
権左ェ門溜池 弘前市 大字三和字下恋塚 国 自然人 6.0 74 7.2 △
沢辺溜池 弘前市 大字鬼沢字山ノ越 弘前市 自然人 2.7 50 2.4 △ ○

2/29



青森県農業用ため池データベース【令和４年３月31日時点】

農業用ため池の名称 　　所　　在　　地 所有者の名称 管理者の名称
堤高
(m)

堤頂長
(m)

総貯水量
(千m3)

届出の有無
 ○：届出済み
 △：対 象 外
空欄：未  届

届出年月日

防災重点農業用
ため池選定状況
 ○ ：指定あり
空欄：指定なし

特定農業用ため池
の指定の有無
 ○ ：指定あり
空欄：指定なし

特定農業用ため池
の指定年月日

下溜池（大開３） 弘前市 大字貝沢字沢辺 国 自然人 2.8 66 1.8 △
背鍋溜池 弘前市 大字小友字神原 国 自然人 3.3 96 16.8 △
金山３号堤 弘前市 大字鬼沢字山ノ越 弘前市 自然人 3.5 57 6.0 △ ○
金山2号堤 弘前市 大字鬼沢字山の越 国 自然人 3.6 90 3.6 △
金山１号堤 弘前市 大字鬼沢字山ノ越 弘前市 自然人 3.0 75 6.0 △ ○
猿沢溜池 弘前市 大字鬼沢字山ノ越 国 不明またはその他 4.4 66 4.8 △
ラッパ溜池 弘前市 大字高杉字平山127番地 自然人 不明またはその他 3.0 91 9.6 ○ 令和1年12月5日
長兵衛堤 弘前市 大字中別所字平山 自然人 自然人 3.0 107 3.8 ○ 令和1年11月29日
七戸溜池 弘前市 大字中別所字向野 弘前市 自然人 6.5 150 10.8 △ ○
松の木溜池 弘前市 大字高杉字山下 弘前市 弘前北部土地改良区 7.0 124 16.8 △ ○
高野堤 弘前市 大字高野 国 自然人 5.7 96 90.0 △
まわたり溜池 弘前市 大字悪戸字中野 国 自然人 4.5 70 12.0 △ ○
中野堤 弘前市 大字悪戸字中野 国 自然人 3.0 58 9.6 △ ○
悪戸堤 弘前市 大字悪戸字中野 国 自然人 3.5 50 12.0 △ ○
芦野堤 弘前市 大字悪戸字芦野 国 自然人 3.0 63 7.2 △ ○
下茂兵衛堤 弘前市 大字小沢字大開 弘前市 自然人 4.2 77 10.8 △ ○
上茂兵衛堤 弘前市 大字小沢字大開 弘前市 自然人 2.1 73 3.6 △
後山溜池 弘前市 大字坂元字山元 自然人 自然人 8.0 105 36.0 ○ 令和1年11月24日 ○ ○ 令和2年3月30日
小館堤 弘前市 大字清水富田字根子尾沢 自然人 自然人 2.4 46 6.0 ○ 令和1年11月24日
から堤 弘前市 大字悪戸字後沢 自然人 水利組合 3.8 104 3.7 ○ 令和1年12月6日
寺ヶ沢１号 弘前市 大字大沢字外寺ヶ沢 自然人 自然人 5.2 39 1.3 ○ 令和1年11月29日
新堤 弘前市 大字大沢字新溜池 大字大沢 桂水利組合 5.6 168 16.9 △ ○
堤ヶ沢堤（下） 弘前市 大字大沢字寺ヶ沢 大字大沢 桂水利組合 5.5 50 5.8 △ ○
熊の沢溜池 弘前市 大字薬師堂字南熊沢 南津軽郡石川町大字薬師 熊の沢水利組合 8.0 23 9.6 △ ○
寺ヶ沢２号溜池 弘前市 大字大沢字外寺ヶ沢 自然人 自然人 2.7 44 2.4 ○ 令和1年11月29日
中村堤 弘前市 大字十腰内字猿沢 自然人 自然人 3.3 80 2.0 ○ 令和1年11月26日
丸岡堤 弘前市 大字十腰内字猿沢 自然人 不明またはその他 2.4 49 3.1 ○ 令和1年11月27日
和島堤 弘前市 大字十腰内字猿沢 自然人 不明またはその他 4.5 39 5.6 ○ 令和1年12月18日
佐藤堤 弘前市 大字鬼沢字猿沢 自然人 自然人 2.3 42 2.9 △
長内堤 弘前市 大字鬼沢字猿沢 自然人 不明またはその他 1.1 83 8.0 ○ 令和1年12月9日
砂沢溜池（上－２） 弘前市 大字三和字下池神 国 砂沢溜池土地改良区 3.7 100 6.0 △
砂沢溜池（上－1） 弘前市 大字三和字下池神 国 砂沢溜池土地改良区 2.2 32 3.0 △
藤田堤 弘前市 大字高杉字神原 国 自然人 2.5 55 2.4 △
赤道池 弘前市 大字高杉字神原 弘前市 弘前北部土地改良区 6.1 210 14.4 △ ○
石山堤 弘前市 大字悪戸字後山 国 自然人 6.5 78 3.4 △
よご沢堤 弘前市 大字小沢字山崎 弘前市 自然人 5.3 77 3.2 △ ○
新田堤（１） 弘前市 大字小沢字井沢 弘前市 自然人 3.6 60 1.6 △
新田堤（２） 弘前市 大字小沢字井沢 国 自然人 2.7 25 2.3 △
砂沢溜池（下） 弘前市 大字三和字下池神 弘前市 砂沢溜池土地改良区 5.5 336 180.0 △ ○
下堤 弘前市 大字大森字田浦 国 不明またはその他 2.1 71 1.8 △
稲刈沢の上 弘前市 大字小栗山字稲苅沢 国 自然人 5.4 50 8.0 △
啓助溜池 弘前市 大字高杉字尾上山 弘前市 弘前北部土地改良区 3.8 75 11.4 △
奈良寛溜池 弘前市 大字鬼沢字猿沢 鬼沢楢木土地改良区 鬼沢楢木土地改良区 18.6 218 1,150.2 ○ 令和1年11月29日 ○ ○ 令和2年3月30日
だんご石堤 弘前市 大字十面沢字轡 弘前市 自然人 6.2 77 31.8 △
新溜池（権左ェ門溜池） 弘前市 大字三和字下恋塚 国 自然人 4.0 116 31.2 △
弥八（大開２）溜池 弘前市 大字貝沢字沢辺 国 自然人 1.8 62 1.7 △
新溜池（大開１） 弘前市 大字貝沢字沢辺 国 自然人 2.1 82 3.9 △
手代森堤 弘前市 大字高杉字尾上山 弘前市 弘前北部土地改良区 9.0 150 54.0 △ ○
温水第1号溜池 弘前市 大字高杉字尾上山 国 弘前北部土地改良区 8.0 109 21.6 △ ○
楢ノ木溜池（１） 弘前市 大字楢木字牧野 弘前市 鬼沢楢木土地改良区 4.0 60 4.5 △
楢ノ木溜池（２） 弘前市 大字楢木字牧野 弘前市 鬼沢楢木土地改良区 4.0 60 14.6 △ ○
楢ノ木溜池（３） 弘前市 大字楢木字牧野 弘前市 鬼沢楢木土地改良区 4.8 177 95.6 △ ○
堰戸池 弘前市 大字高杉字尾上山 弘前市 弘前北部土地改良区 5.5 82 24.6 △
田沼溜池 弘前市 大字高杉字尾上山 弘前市 弘前北部土地改良区 4.3 85 12.0 △
神原堤 弘前市 大字高杉字神原 弘前市 弘前北部土地改良区 5.5 205 77.0 △ ○
中堤 弘前市 大字清水富田字寺田 大字富田 自然人 3.6 92 34.6 △ ○
大開堤 弘前市 大字悪戸字後沢 自然人 大開水利組合 7.9 171 108.0 ○ 令和1年11月19日 ○ ○ 令和2年3月30日
鶴ノ子沢堤 弘前市 大字小沢字鶴ノ子沢 国 自然人 6.7 170 135.2 △ ○
菖蒲沢堤 弘前市 大字大和沢字中岸田 弘前市 自然人 5.3 47 7.4 △ ○
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牛沢溜池 弘前市 大字松木平字鷲ノ巣 小栗山村大字松木平 牛沢溜池水利組合 7.5 50 77.2 △ ○
佐助堤 弘前市 大字小沢字井沢 弘前市 自然人 3.8 59 5.5 △
小松ヶ沢溜池 弘前市 大字小栗山字鷲ノ巣 弘前市 自然人 6.7 90 34.6 ○ 令和1年12月1日 ○
三日月池 弘前市 大字十腰内字野中 国 自然人 3.8 45 10.6 △
森堤 弘前市 大字十腰内字猿沢 自然人 自然人 3.8 35 8.0 ○ 令和1年11月27日
藤越堤 弘前市 大字十腰内字猿沢 国 自然人 4.2 71 11.9 △
平田森堤 弘前市 大字十面沢字轡 自然人 不明またはその他 2.4 44 2.1 ○ 令和1年11月27日
白狐沢堤 弘前市 大字十面沢字轡54-95 自然人 自然人 2.8 40 2.2 ○ 令和1年11月27日
木村堤 弘前市 大字十腰内字猿沢 自然人 自然人 1.6 34 0.7 ○ 令和1年11月27日
孫兵衛溜池 弘前市 大字三和町字下恋塚 国 自然人 3.7 65 5.5 △
三助溜池 弘前市 大字大森字田浦 国 自然人 3.7 130 5.3 △
あまぎ沢堤 弘前市 大字鬼沢字山ノ越 弘前市 自然人 4.1 58 15.6 △ ○
安衛門溜池 弘前市 大字中別所字向野 自然人 自然人 1.1 44 0.7 ○ 令和1年12月6日
下堤 弘前市 大字平山字赤沢 自然人 自然人 2.0 32 1.3 ○ 令和1年11月21日
大堤 弘前市 大字平山字赤沢 自然人 自然人 3.7 58 6.8 ○ 令和1年11月21日
山形堤（2） 弘前市 大字悪戸字中野 国 自然人 3.0 46 8.9 △ ○
井沢堤 弘前市 大字小沢字広野 自然人 不明またはその他 4.2 32 6.7 ○ 令和1年11月29日
焼山溜池 弘前市 大字十面沢字大面 自然人 自然人 3.0 30 6.5 ○ 令和1年11月29日
馬屋溜池 弘前市 大字十腰内字野中 国 自然人 4.5 44 7.0 △
新田子堤 弘前市 大字小沢字井沢 国 新田子水利組合 3.0 41 5.4 △
丸勝溜池 弘前市 大字十腰内字猿沢 国 自然人 3.0 56 1.8 △
十腰内第１溜池 弘前市 大字十腰内字猿沢 自然人 不明またはその他 1.5 50 4.8 ○ 令和1年11月28日
十腰内第２溜池 弘前市 大字十腰内字猿沢 自然人 自然人 2.0 30 1.6 ○ 令和1年11月28日
十腰内第３溜池 弘前市 大字十腰内字猿沢 自然人 不明またはその他 1.5 40 4.1 ○ 令和1年12月4日
十腰内第４溜池 弘前市 大字十腰内字猿沢 自然人 不明またはその他 2.4 40 2.3 ○ 令和1年12月4日
十腰内第５溜池 弘前市 大字十腰内字猿沢 自然人 自然人 3.0 50 3.1 ○ 令和1年12月3日
十腰内第６溜池 弘前市 大字十腰内字猿沢 自然人 不明またはその他 1.5 300 12.3 ○ 令和1年12月3日
十腰内第７溜池 弘前市 大字十腰内字猿沢 自然人 不明またはその他 1.2 50 1.8 ○ 令和1年12月17日
十面沢第１溜池 弘前市 大字十面沢 自然人 不明またはその他 0.6 150 17.5 ○ 令和1年12月4日
十面沢第２溜池 弘前市 大字十面沢 自然人 不明またはその他 4.7 60 28.4 ○ 令和1年12月5日
十面沢第３溜池 弘前市 大字十面沢 自然人 不明またはその他 0.0 50 3.5 ○ 令和1年11月29日
十面沢第４溜池 弘前市 大字十面沢 自然人 不明またはその他 3.2 20 1.7 ○ 令和1年12月4日
十面沢第５溜池 弘前市 大字十面沢 弘前市 不明またはその他 5.0 100 2.7 △
葛西堤 弘前市 大字百沢字東岩木山 自然人 不明またはその他 2.8 160 21.0 ○ 令和1年12月18日
中野堤 弘前市 大字常盤野字黒沢 自然人 自然人 1.5 41 2.6 ○ 令和1年11月28日
朝鮮溜池 弘前市 大字常盤野 自然人 自然人 2.5 120 9.6 ○ 令和1年11月28日
鍋倉堤 弘前市 大字百沢字東岩木山 国 自然人 9.1 100 12.0 △
長谷川堤 弘前市 大字東岩木山 自然人 不明またはその他 1.0 20 4.8 ○ 令和1年12月9日
杉山溜池 弘前市 大字百沢字東岩木山 自然人 自然人 5.3 160 23.8 ○ 令和1年12月23日 ○ ○ 令和2年3月30日
長坂貯水池 弘前市 大字五代字従弟沢 自然人 自然人 5.6 34 52.1 ○ 令和1年11月24日 ○ ○ 令和2年3月30日
小杉沢２号 弘前市 大字百沢字東岩木山 弘前北部土地改良区 弘前北部土地改良区 4.5 171 17.0 ○ 令和1年11月24日 ○ ○ 令和2年3月30日
小杉沢１号 弘前市 大字百沢字東岩木山 弘前北部土地改良区 弘前北部土地改良区 8.3 129 61.4 ○ 令和1年11月24日 ○ ○ 令和2年3月30日
細越堤 弘前市 大字百沢字東岩木山 自然人 不明またはその他 4.8 70 19.7 ○ 令和1年12月4日
高岡溜池 弘前市 大字高岡字獅子沢 弘前市 自然人 4.3 150 14.6 △ ○
上堤 弘前市 大字如来瀬字堤沢 弘前市 自然人 5.4 52 17.6 △ ○
植田堰堤 弘前市 大字新岡字外ヶ沢 水利組合 水利組合 4.6 55 19.8 ○ 令和1年12月4日
新法寺温水溜池 弘前市 大字百沢字東岩木山 弘前市 弘前市 9.0 215 50.4 △ ○
よね溜池 弘前市 大字常盤野 自然人 自然人 2.3 46 1.0 ○ 令和1年11月28日
越善谷堤 弘前市 大字常盤野 自然人 不明またはその他 1.0 75 1.8 ○ 令和1年12月17日
下堤 弘前市 大字葛原 自然人 不明またはその他 2.4 107 9.6 ○ 令和1年12月18日
第一小森山 弘前市 大字百沢字東岩木山 自然人 自然人 1.6 0 1.9 △ ○ ○ 令和2年3月30日
第2小森山 弘前市 大字百沢字東岩木山 自然人 自然人 1.1 0 0.7 △ ○ ○ 令和2年3月30日
第三小森山 弘前市 大字百沢字東岩木山 自然人 自然人 0.8 0 0.4 △ ○ ○ 令和2年3月30日
坂市沢溜池 弘前市 大字坂市字坂市沢 国 自然人 6.0 53 24.0 △ ○
石田ノ溜池 弘前市 大字坂市 国 自然人 3.1 52 6.0 △
篦九枚堤 弘前市 大字相馬 国 自然人 2.4 31 3.4 △
太平森堤 弘前市 大字紙漉沢 国 自然人 3.1 52 6.5 △
黒滝堤 弘前市 大字湯口字二ノ下り山 弘前市 自然人 3.6 54 21.8 △ ○
田中堤 弘前市 大字水木在家 国 自然人 3.0 25 4.7 △
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大森堤 弘前市 大字水木在家字桜井 弘前市 自然人 2.8 25 5.1 △ ○
岩波堤 弘前市 大字水木在家 国 自然人 2.7 23 1.1 △
大畑溜池 弘前市 大字坂市沢 国 自然人 2.8 30 4.8 △
中ノ沢溜池 八戸市 大字市川町字長者久保 八戸市 自然人 2.2 40 1.9 △
高館溜池 八戸市 大字河原木字舘合堤下 八戸市 下長土地改良区 2.4 183 1.2 △
売場溜池 八戸市 大字河原木字舘合堤下24-3､字簀子渡15-2､19-1 八戸市 下長土地改良区 2.5 25 13.2 △ ○
洞溜池 八戸市 大字豊崎町字境沢頭27-2.27-19.27-20 自然人 自然人 5.0 57 3.0 ○ 令和1年12月18日
大仏溜池 八戸市 尻内町字沢合 八戸市 自然人 3.1 120 1.4 △
坂牛溜池 八戸市 大字八幡字堤下5-1 八戸市 舘土地改良区 3.1 150 25.9 △ ○
板橋溜池 八戸市 大字糠塚字板橋 八戸市 八戸市 1.5 55 4.4 △
寺地溜池 八戸市 大字松館字寺地平5-1 八戸市 八戸市 4.3 39 3.4 △ ○
河原木小田溜池 八戸市 大字河原木字小田56-17 自然人 自然人 5.0 67 4.4 ○ 令和1年12月18日 ○ ○ 令和2年3月30日
滝谷沢溜池 八戸市 大字尻内字泉沢26.29-1 自然人 自然人 2.3 53 3.6 ○ 令和1年12月18日
駒洗沢溜池 八戸市 大字是川字駒洗沢 八戸市 自然人 5.0 35 10.8 △
土橋溜池 八戸市 大字是川字土橋2-18 自然人 自然人 4.5 40 1.7 ○ 令和1年12月18日
鴨平溜池 八戸市 大字是川字鴨平34-1.35-3.37-8 自然人 自然人 1.0 52 1.0 ○ 令和1年12月9日
長者久保溜池 八戸市 大字市川町字尻引堤沢 八戸市 八戸市 2.4 79 3.2 △
林ノ前溜池 八戸市 大字尻内町字熊ノ沢 八戸市 自然人 2.7 120 5.0 △
白銀溜池 八戸市 大字大久保字野馬小屋 八戸市 自然人 1.2 29 0.1 △
田面木溜池 八戸市 大字田面木字神明沢 八戸市 八戸市 2.3 30 1.0 △
天狗沢溜池 八戸市 大字是川字ウトウ5-63 自然人 自然人 3.7 25 0.9 ○ 令和1年12月19日
金浜溜池 八戸市 大字金浜字上平山15-37 自然人 自然人 2.8 45 2.2 ○ 令和1年12月11日
鶏溜池 八戸市 南郷大字中野字石渡16-3 自然人 自然人 5.2 40 4.8 ○ 令和1年12月8日
市野沢溜池 八戸市 南郷大字市野沢字堤向13-1 自然人 自然人 4.0 58 8.4 ○ 令和1年12月16日 ○ ○ 令和2年3月30日
土折堤 八戸市 南郷大字島守字二タ又19-12 自然人 自然人 3.4 35 2.9 ○ 令和1年12月1日
高館新溜池 黒石市 大字高舘字甲里見 高舘財産区 田山堰土地改良区 8.5 113 60.0 △ ○
赤堤 黒石市 大字上十川字大野7番41の1 自然人 不明またはその他 3.6 54 3.6 ○ 令和1年12月10日
一郎堤 黒石市 大字高館字甲高原 自然人 自然人 5.0 120 13.4 ○ 令和1年11月27日 ○ ○ 令和2年3月30日
みき堤 黒石市 大字高館字甲高原 自然人 自然人 4.0 57 7.8 ○ 令和1年11月27日 ○ ○ 令和2年3月30日
堤沢溜池 黒石市 大字牡丹平字堤沢 黒石市 自然人 9.0 77 21.0 △
長坂溜池 黒石市 大字牡丹平字浅沢 自然人 自然人 3.5 78 1.8 ○ 令和1年12月5日
高場温水溜池 黒石市 大字沖浦字青荷沢 自然人 自然人 2.0 98 2.2 ○ 令和1年12月2日
南開拓温水溜池 黒石市 大字沖浦字青荷沢 自然人 自然人 4.5 124 12.0 ○ 令和1年11月27日
一本松堤 黒石市 大字牡丹平字田山平 自然人 自然人 3.0 33 1.0 ○ 令和1年11月25日
木立溜池 黒石市 大字高舘字乙高原10 自然人 自然人 3.0 30 1.1 ○ 令和1年11月25日
新堤 黒石市 大字高舘字乙高原 財産区 土地改良区 7.0 68 7.4 △
下堤 黒石市 大字竹鼻山平 自然人 自然人 2.2 108 4.8 ○ 令和1年11月23日 ○ ○ 令和2年3月30日
マッカ堤 黒石市 大字竹鼻字山平 自然人 自然人 4.3 97 14.9 ○ 令和1年11月29日
大東ヶ丘第十三溜池 五所川原市 金木町喜良市坂本 自然人 自然人 0.0 0 0.0 ○ 令和1年11月6日
荒溜池 五所川原市 大字毘沙門字上熊石 五所川原市 自然人 4.5 68 30.6 △
大泊溜池 五所川原市 大字毘沙門字中熊石 五所川原市 小田川土地改良区 4.8 1097 480.0 △ ○
中崎溜池 五所川原市 大字中崎 五所川原市 小田川土地改良区 2.0 170 84.0 △ ○
深沢溜池 五所川原市 大字飯詰 五所川原市 自然人 6.5 66 32.3 △
万四郎溜池 五所川原市 大字飯詰字川代田 五所川原市 自然人 4.6 188 66.2 △ ○
第１笛吹流溜池 五所川原市 大字飯詰字石田 五所川原市 自然人 3.4 124 26.5 △ ○
馬尻溜池 五所川原市 大字戸沢字玉清水172-1 白山溜池土地改良区 白山溜池土地改良区 5.6 154 76.1 ○ 令和1年10月31日 ○ ○ 令和2年3月30日
下溜池 五所川原市 大字福山字広富177 五所川原市 大開組合 3.0 165 40.3 △ ○
上溜池 五所川原市 大字金山字千代鶴 五所川原市 大開組合 4.4 214 55.4 △ ○
前溜池（若山） 五所川原市 大字松野木字堤ケ沢 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 7.0 192 96.0 △ ○
長橋溜池 五所川原市 大字神山字境山75-1 五所川原市南部土地改良区 五所川原市南部土地改良区 8.0 280 934.4 ○ 令和1年11月15日 ○ ○ 令和2年3月30日
持ノ沢溜池 五所川原市 大字福山字広富 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 3.5 150 45.6 △ ○
中溜池 五所川原市 大字福山字広富176-1 五所川原市南部土地改良区 五所川原市南部土地改良区 5.8 204 168.0 ○ 令和1年11月15日 ○ ○ 令和2年3月30日
街道溜池 五所川原市 大字福山字広富175-1 五所川原市南部土地改良区 五所川原市南部土地改良区 5.5 115 25.2 ○ 令和1年11月15日 ○ ○ 令和2年3月30日
じっけ溜池 五所川原市 大字原子字紅葉 五所川原市 不明またはその他 5.8 65 45.2 △
鳥ノ子沢溜池 五所川原市 大字前田野目字二ツ谷 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 7.4 89 38.1 △ ○
下ウリウ沢溜池 五所川原市 大字前田野目字二ツ谷 五所川原市 自然人 5.4 98 48.6 △ ○
上ウリウ沢溜池 五所川原市 大字前田野目字二ツ谷 五所川原市 自然人 5.0 88 63.0 △ ○
浮島溜池 五所川原市 大字持子沢字隠川 五所川原市 自然人 4.0 129 31.2 △ ○
持子沢中溜池 五所川原市 大字持子沢字隠川 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 4.6 80 66.2 △ ○
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持子沢溜池 五所川原市 大字持子沢字隠川 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 3.7 290 30.4 △ ○
高野下溜池 五所川原市 大字高野字広野 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 4.7 200 79.0 △ ○
金左衛門溜池 五所川原市 大字前田野目字桜ケ峰 国 自然人 6.5 300 100.5 △ ○
二ノ沢溜池 五所川原市 大字長富字鎧石 五所川原市 小田川土地改良区 3.5 505 620.0 △ ○
十兵衛溜池 五所川原市 大字羽野木沢字実吉 五所川原市 自然人 4.0 103 60.5 △ ○
影日沢第一溜池 五所川原市 大字飯詰 五所川原市 自然人 2.8 37 4.8 △
ヒンジャ溜池 五所川原市 大字飯詰字影日沢 五所川原市 自然人 2.6 47 5.0 △
下今野溜池 五所川原市 大字飯詰字影日沢 五所川原市 自然人 3.0 42 6.8 △
田の沢溜池 五所川原市 大字飯詰字影日沢 五所川原市 自然人 2.5 35 5.2 △
ずぼ山溜池 五所川原市 大字飯詰字石川 五所川原市 自然人 3.0 26 1.4 △
上万四郎溜池 五所川原市 大字飯詰字朝日田崎 五所川原市 小田川土地改良区 4.0 47 7.2 △ ○
五農溜池 五所川原市 大字飯詰字狐野 県 五所川原農林高等学校 3.5 85 12.6 △ ○
川代田新溜池 五所川原市 大字金山字梅ヶ枝 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 3.0 61 9.0 △ ○
上野崎溜池 五所川原市 大字金山字盛山 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 2.0 127 21.6 △ ○
じゅんさい溜池 五所川原市 大字金山字盛山 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 1.8 73 6.4 △
第２笛吹流溜池 五所川原市 大字飯詰字石田 五所川原市 自然人 2.5 99 7.4 △ ○
姥溜池 五所川原市 大字金山字千代鶴 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 6.0 170 75.6 △ ○
影沢溜池 五所川原市 大字松野木字堤ヶ沢 自然人 自然人 3.0 40 3.6 ○ 令和1年12月19日
松野木溜池 五所川原市 大字松野木字花笠 五所川原市 自然人 5.0 85 18.0 △ ○
又十郎溜池 五所川原市 大字原子字紅葉 五所川原市 自然人 3.6 42 13.6 △ ○
下マス沢溜池 五所川原市 大字前田野目字二ツ谷 五所川原市 自然人 3.9 80 22.6 △ ○
上マス沢溜池 五所川原市 大字前田野目字前田野目山 五所川原市 自然人 4.2 84 11.3 △ ○
こわれ溜池 五所川原市 大字持子沢字隠川 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 2.8 71 16.4 △
後溜池 五所川原市 大字前田野目 五所川原市 自然人 1.8 90 8.6 △ ○
六助溜池 五所川原市 大字羽野木沢字隈無 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 7.0 414 135.6 △ ○
潟湖溜池 五所川原市 大字長富 五所川原市 小田川土地改良区 1.0 230 21.6 △
松本溜池 五所川原市 大字共栄町字共栄 五所川原市 自然人 3.0 65 16.2 △ ○
上熊石２号溜池 五所川原市 大字毘沙門字上熊石 五所川原市 自然人 2.5 64 10.4 △
川溜池 五所川原市 大字戸沢字玉清水 国 自然人 5.3 61 19.1 △ ○
金山大溜池 五所川原市 大字金山字千代鶴 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 5.0 941 562.0 △ ○
伊田子溜池 五所川原市 大字神山字簾沢 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 10.4 86 34.0 △ ○
先蔵溜池 五所川原市 大字持子沢字隠川 五所川原市 不明またはその他 3.6 41 17.3 △
伊帽子沢溜池 五所川原市 大字神山字簾沢 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 3.2 42 7.7 △
白山溜池 五所川原市 大字戸沢字玉清水170 白山溜池土地改良区 白山溜池土地改良区 8.4 120 211.3 ○ 令和1年10月31日 ○ ○ 令和2年3月30日
萢ヶ沢溜池 五所川原市 大字飯詰字影日沢 五所川原市 小田川土地改良区 11.5 125 506.9 △ ○
作左エ門溜池 五所川原市 大字飯詰字影日沢 五所川原市 小田川土地改良区 11.5 86 325.1 △ ○
大毛沢溜池 五所川原市 大字飯詰字朝日沢田 五所川原市 小田川土地改良区 7.0 100 114.5 △ ○
堺野沢溜池 五所川原市 大字松野木字福泉 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 10.2 317 1,028.2 △ ○
下溜池 五所川原市 大字福山字広富 国 五所川原市南部土地改良区 3.0 165 72.0 ○ 令和1年11月15日 ○
原子溜池 五所川原市 大字原子字山元279-1 五所川原市南部土地改良区 五所川原市南部土地改良区 7.3 186 289.5 ○ 令和1年11月15日 ○ ○ 令和2年3月30日
山道溜池 五所川原市 大字原子字山元278 五所川原市南部土地改良区 五所川原市南部土地改良区 10.0 185 638.4 ○ 令和1年11月15日 ○ ○ 令和2年3月30日
高野大溜池 五所川原市 大字高野字広野 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 10.0 380 1,197.0 △ ○
よごしない溜池 五所川原市 大字毘沙門字上熊石 五所川原市 自然人 3.0 49 4.7 △
下岩崎１号 五所川原市 大字下岩崎字尾花原 五所川原市 自然人 2.4 77 25.6 △
成戸の沼 五所川原市 大字藻川字間手川 五所川原市 水利組合 3.0 50 9.0 △
五ッ沼 五所川原市 大字藻川字千年 五所川原市 水利組合 3.3 48 3.9 △
千年沼 五所川原市 大字藻川字千年 五所川原市 水利組合 2.5 50 5.4 △
五ツ沼 五所川原市 大字藻川字千年 五所川原市 水利組合 2.5 47 5.1 △
五ツ沼 五所川原市 大字藻川字千年 五所川原市 水利組合 3.5 47 7.6 △
長浜沼 五所川原市 大字藻川字千年 五所川原市 水利組合 2.8 24 2.6 △
桑田沼 五所川原市 大字藻川字千年 五所川原市 水利組合 3.3 82 9.6 △
千年溜池 五所川原市 大字藻川字千年 五所川原市 水利組合 2.5 100 10.8 △
千年溜池 五所川原市 大字藻川字千年 五所川原市 水利組合 3.0 65 7.8 △
十和田沼 五所川原市 大字藻川字千年 国 水利組合 3.5 125 22.5 △
長沼 五所川原市 大字高瀬字一本柳 国 水利組合 3.8 48 25.9 △
丸沼 五所川原市 大字高瀬字一本柳 五所川原市 水利組合 3.5 60 14.4 △
牧野沢溜池 五所川原市 大字飯詰字影日沢 五所川原市 小田川土地改良区 6.0 74 53.3 △ ○
ジュンサイ溜池 五所川原市 大字松野木字影日 五所川原市 自然人 2.6 71 5.5 △ ○
前溜池補助 五所川原市 大字松野木字堤ヶ沢 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 6.4 76 21.6 △ ○
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館ノ沢溜池 五所川原市 大字原子字紅葉 五所川原市南部土地改良区 五所川原市南部土地改良区 7.5 205 72.0 ○ 令和1年11月15日 ○ ○ 令和2年3月30日
下岩崎3号 五所川原市 大字下岩崎字尾花原 五所川原市 自然人 4.2 62 9.0 △
五ツ沼 五所川原市 大字藻川字千年 五所川原市 水利組合 4.0 80 33.6 △
朝日沢田1号（上の溜池） 五所川原市 大字飯詰字沢田 五所川原市 自然人 2.2 27 2.9 △
六助上溜池 五所川原市 大字羽野木沢 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 4.0 55 7.5 △ ○
野崎下溜池 五所川原市 大字米田字八重田 五所川原市 五所川原市南部土地改良区 4.0 80 23.4 △
飯詰石田溜池 五所川原市 大字飯詰字石田 五所川原市 不明またはその他 1.1 100 2.7 △
飯詰沢田第１溜池 五所川原市 大字飯詰字沢田 五所川原市 飯詰沢田集落事務局 0.0 60 5.0 △ ○
飯詰沢田第２溜池 五所川原市 大字飯詰字沢田85-460 自然人 不明またはその他 2.0 20 0.7 ○ 令和4年1月25日
飯詰沢田第３溜池 五所川原市 大字飯詰字石田85-80 自然人 自然人 0.6 50 0.4 ○ 令和1年10月26日
飯詰沢田第４溜池 五所川原市 大字飯詰字沢田 自然人 自然人 5.0 38 0.1 ○ 令和1年12月18日
踏切溜池 五所川原市 金木町 五所川原市 不明またはその他 3.2 59 5.3 △ ○
神明溜池 五所川原市 金木町 五所川原市 自然人 1.4 39 3.6 △
第一弥次郎溜池 五所川原市 金木町中柏木鎧石 五所川原市 自然人 4.5 131 38.4 △
第二弥次郎溜池 五所川原市 金木町中柏木鎧石 五所川原市 自然人 3.2 107 28.8 △
三左エ門溜池 五所川原市 金木町嘉瀬 五所川原市 小田川土地改良区 7.2 106 90.7 △ ○
栄作溜池 五所川原市 金木町川倉 五所川原市 小田川土地改良区 3.6 96 13.2 △ ○
十三溜池 五所川原市 金木町町湯の川 国 小田川土地改良区 3.0 46 9.0 △ ○
湯ノ川溜池 五所川原市 金木町湯の川 五所川原市 小田川土地改良区 2.0 35 2.8 △ ○
薬師溜池 五所川原市 金木町 五所川原市 不明またはその他 3.4 116 24.5 △ ○
沢田溜池 五所川原市 金木町大東ヶ丘 国 自然人 3.1 35 7.4 △
大東ヶ丘第一溜池 五所川原市 金木町中柏木不動野 水利組合 水利組合 2.0 73 3.6 ○ 令和1年12月18日
弘大第２溜池 五所川原市 金木町岩見 五所川原市 弘前大学金木農場 2.6 84 6.2 △ ○
なしろ沢溜池 五所川原市 金木町中柏木字不動野 五所川原市 自然人 3.2 70 7.7 △ ○
中柏木第２溜池 五所川原市 金木町中柏木字不動野 五所川原市 自然人 1.8 32 3.2 △
中ノ溜池 五所川原市 金木町中柏木字不動野 五所川原市 自然人 5.0 31 2.9 △
せいび溜池 五所川原市 金木町中柏木字不動野 五所川原市 自然人 2.5 34 1.8 △
中ノ沢溜池 五所川原市 金木町中柏木字不動野 五所川原市 自然人 6.0 49 15.5 △ ○
南沢溜池 五所川原市 金木町中柏木字不動野 自然人 自然人 3.4 42 9.0 ○ 令和1年12月16日
下野田溜池 五所川原市 金木町中柏木字不動野 五所川原市 自然人 3.4 64 12.4 △
釜萢溜池 五所川原市 金木町中柏木鎧石 小田川土地改良区 小田川土地改良区 2.8 31 5.0 ○ 令和1年12月19日
川倉第一溜池 五所川原市 金木町川倉 国 自然人 3.0 33 3.6 △ ○
川倉開拓第二溜池 五所川原市 金木町川倉字女坂58-10 自然人 自然人 2.6 26 2.5 ○ 令和1年12月18日 ○ ○ 令和2年3月30日
一番溜池 五所川原市 金木町喜良市芦ヶ沢 五所川原市 不明またはその他 2.8 72 11.8 △ ○
上ノ沢溜池 五所川原市 金木町中柏木字不動野 国 自然人 3.6 28 6.5 △
第二一ノ沢溜池 五所川原市 金木町中柏木字不動野 五所川原市 自然人 4.6 38 5.5 △
第１一ノ沢溜池 五所川原市 金木町中柏木字不動野 五所川原市 自然人 3.0 28 3.6 △
上野田ノ溜池 五所川原市 金木町中柏木 五所川原市 自然人 4.2 55 10.1 △
中柏木温水溜池 五所川原市 金木町中柏木鎧石 自然人 自然人 3.2 43 7.7 ○ 令和1年12月18日
金山溜池 五所川原市 金木町喜良市 五所川原市 自然人 4.0 23 4.1 △
金造溜池 五所川原市 金木町中柏木鎧石 五所川原市 自然人 0.0 0 0.0 △
羽野木沢溜池 五所川原市 金木町川倉字宇田野 五所川原市 小田川土地改良区 5.6 236 191.5 △ ○
女坂溜池 五所川原市 金木町川倉字女坂 国 小田川土地改良区 10.2 35 114.0 △ ○
藤枝溜池 五所川原市 金木町藤枝 国 小田川土地改良区 4.5 512 1,818.9 △ ○
清久溜池 五所川原市 金木町嘉瀬雲雀野 五所川原市 小田川土地改良区 4.9 310 453.1 △ ○
三ノ沢溜池 五所川原市 金木町中柏木鎧石 五所川原市 小田川土地改良区 7.2 201 311.0 △ ○
鹿ノ子溜池 五所川原市 金木町喜良市字小田川山 県 小田川土地改良区 11.6 123 288.0 △ ○
外ヶ沢下溜池 五所川原市 金木町川倉 国 小田川土地改良区 4.7 50 15.0 △ ○
外ヶ沢上溜池 五所川原市 金木町川倉 国 小田川土地改良区 5.4 48 51.1 △ ○
大東ヶ丘第四溜池 五所川原市 金木町字芦野 国 自然人 3.2 96 12.2 △ ○
角田溜池 五所川原市 金木町喜良市字坂本 五所川原市 自然人 2.9 180 111.4 △ ○
清溜池 五所川原市 金木町中柏木 五所川原市 自然人 3.0 33 5.3 △
根五郎沢溜池 五所川原市 金木町中柏木 国 小田川土地改良区 3.6 59 21.6 △ ○
大東ヶ丘第３溜池 五所川原市 金木町字芦野363-107 自然人 自然人 2.0 32 1.5 ○ 令和1年12月4日
弘大第１溜池 五所川原市 金木町 五所川原市 不明またはその他 0.0 0 0.0 △
中村溜池 五所川原市 金木町嘉瀬端山崎 五所川原市 自然人 1.8 28 1.9 △ ○
川倉開拓第１溜池 五所川原市 金木町川倉女坂58-217 自然人 自然人 1.5 10 0.1 ○ 令和4年1月26日
川倉開拓第２溜池 五所川原市 金木町川倉女坂58-10 自然人 自然人 1.4 15 0.2 ○ 令和1年12月18日
女坂第１溜池 五所川原市 金木町川倉 五所川原市 不明またはその他 0.0 25 0.7 △
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芦野第１溜池 五所川原市 金木町芦野 五所川原市 自然人 0.0 120 2.1 △ ○
芦野第２溜池 五所川原市 金木町芦野 五所川原市 自然人 0.0 70 1.2 △
大東ヶ丘第５溜池 五所川原市 金木町芦野363-1 水利組合 水利組合 1.6 150 4.6 ○ 令和1年10月29日
大東ヶ丘第６溜池 五所川原市 金木町喜良市56-361 自然人 不明またはその他 0.6 10 0.5 △
大東ヶ丘第７溜池 五所川原市 金木町喜良市坂本56-323､56-324 自然人 自然人 1.0 10 0.5 ○ 令和1年10月28日
大東ヶ丘第８溜池 五所川原市 金木町喜良市56-320、56-321 自然人 自然人 1.5 20 0.5 ○ 令和1年11月7日
大東ヶ丘第９溜池 五所川原市 金木町喜良市坂本56-327 自然人 自然人 1.0 20 0.4 ○ 令和1年11月7日
大東ヶ丘第１０溜池 五所川原市 金木町喜良市 自然人 自然人 0.6 35 0.8 ○ 令和1年10月29日
大東ヶ丘第１１溜池 五所川原市 金木町喜良市相野山筆界未定地内 不明またはその他 不明またはその他 1.0 30 1.1 ○ 令和4年1月25日
大東ヶ丘第１２溜池 五所川原市 金木町喜良市 自然人 自然人 0.3 70 0.6 ○ 令和1年12月16日
第２荒溜池 五所川原市 大字毘沙門字上熊石 国 自然人 0.8 30 0.5 △
女坂第２溜池 五所川原市 金木町川倉女坂 自然人 自然人 10.0 25 0.3 ○ 令和1年12月13日
三浦福蔵溜池 五所川原市 相内実取 財産区 自然人 1.8 61 25.2 △
柏谷利美溜池 五所川原市 相内 五所川原市 自然人 3.5 51 52.8 △
鷺坂溜池 五所川原市 磯松唐川 五所川原市 自然人 2.6 47 2.3 △
四窯溜池 五所川原市 磯松唐川 五所川原市 自然人 4.0 82 16.8 △
松太郎溜池 五所川原市 磯松唐川 五所川原市 不明またはその他 3.1 47 1.9 △
桂川溜池 五所川原市 相内桂川 五所川原市 市浦土地改良区 2.4 80 0.0 △
唐皮溜池 五所川原市 磯松唐川 五所川原市 唐皮水利組合 3.1 76 39.6 △
大沼溜池 五所川原市 相内岩井 財産区 大沼水利組合 6.4 180 518.5 △ ○
すり鉢沼 五所川原市 相内岩井 五所川原市 自然人 2.5 21 6.0 △
湯ノ沢溜池 五所川原市 相内岩井 五所川原市 自然人 3.0 50 13.3 △
山王坊溜池 五所川原市 相内桂川 国 市浦土地改良区 8.2 36 29.8 △
露草溜池 五所川原市 相内 五所川原市 市浦土地改良区 3.2 170 74.4 △
山田政次郎溜池 五所川原市 磯松唐川 自然人 自然人 2.5 36 7.2 ○ 令和1年12月17日
ニッ沼1号 五所川原市 相内岩井 五所川原市 五所川原市 2.5 77 7.7 △
ニッ沼2号 五所川原市 相内岩井 五所川原市 五所川原市 0.8 75 1.6 △
磯野溜池 五所川原市 磯松磯野2、2-2 自然人 自然人 2.3 46 5.8 ○ 令和1年10月31日
唐川第２溜池 五所川原市 磯松唐皮13-56 農事組合法人唐皮組合 不明またはその他 0.0 10 5.6 ○ 令和4年1月25日
大沼第２溜池 五所川原市 相内岩井 財産区 自然人 0.0 250 8.2 △ ○
実取溜池 五所川原市 相内実取筆界未定地内 不明またはその他 不明またはその他 2.5 30 1.1 ○ 令和4年1月25日
有信第2溜池 十和田市 大字大沢田字有信山32-5 自然人 自然人 7.1 47 2.8 ○ 令和1年11月28日
立崎部落溜池 十和田市 大字立崎字立崎 財産区 自然人 6.0 70 14.4 △
第1双狩堤 十和田市 大字大沢田字池ノ平1-233 自然人 荒屋平土地改良区 5.5 74 14.4 ○ 令和1年11月28日
樋口溜池 十和田市 大字洞内字樋口235-1 自然人 自然人 5.0 126 27.0 ○ 令和1年11月21日
高清水ため池 十和田市 大字相坂字高清水19-4 稲生川土地改良区 稲生川土地改良区 6.0 100 30.0 ○ 令和1年11月22日 ○ ○ 令和2年3月30日
第2沖山溜池 十和田市 大字八斗沢字家の下774-2 自然人 自然人 8.0 26 21.6 ○ 令和1年11月27日
平林溜池 十和田市 大字切田字平林 自然人 自然人 4.0 22 2.4 △
大沼溜池 十和田市 大字沢田字種井沢 十和田市 自然人 2.0 45 12.0 △
杉ノ木溜池 十和田市 大字大不動字堤頭4 自然人 自然人 3.9 24 2.4 ○ 令和1年11月22日
万内溜池 十和田市 大字米田字万内 自然人 自然人 2.4 62 1.4 △
野月溜池 十和田市 大字米田字雨沼 国 自然人 2.7 70 14.6 △
斗沢（直）溜池 十和田市 大字切田字八ノ木久保12-2 自然人 自然人 1.8 37 1.4 △
第１斗沢（義）溜池 十和田市 大字切田字八ノ木久保10-4 自然人 自然人 1.6 66 1.5 △
小笠原（誠）溜池 十和田市 大字切田字見世103-3 自然人 自然人 0.9 30 1.3 △
小笠原（倉）溜池 十和田市 大字切田字見世119の33 自然人 不明またはその他 2.0 20 2.2 △
第２小笠原（政）溜池 十和田市 大字切田字見世45の2 自然人 自然人 3.0 48 2.8 △
長沼溜池 十和田市 大字大不動字柏木 国 自然人 3.0 152 7.2 △
松谷沢溜池 十和田市 大字大不動字柏木171 自然人 自然人 7.6 71 8.4 ○ 令和1年11月30日
第一長谷地溜池 十和田市 大字切田字堀熊 自然人 自然人 3.0 39 8.3 △
第2堀熊溜池 十和田市 大字切田字堀熊9-69 自然人 自然人 3.8 45 6.8 ○ 令和1年12月23日
豊ヶ岡溜池 十和田市 大字豊ヶ岡字豊ヶ岡219-1 自然人 自然人 5.1 27 3.1 ○ 令和1年12月4日
第2双狩堤 十和田市 大字大沢田字北ノ平7-292 自然人 荒屋平土地改良区 2.6 23 1.6 ○ 令和1年11月28日
中の沢溜池 十和田市 大字相坂字高清水966 自然人 自然人 3.5 21 2.5 ○ 令和1年12月6日
第2横道溜池 十和田市 大字切田字前谷地28-2 自然人 自然人 3.5 22 2.2 ○ 令和1年12月6日
第1堀熊溜池 十和田市 大字切田字堀熊9-14 自然人 自然人 4.0 64 2.8 ○ 令和1年11月22日
泥ノ木溜池 十和田市 大字切田字長沢11-2 自然人 自然人 4.0 32 2.4 ○ 令和1年11月27日
森ノ越溜池 十和田市 大字米田字森ノ越86 自然人 自然人 2.3 33 1.4 ○ 令和1年12月5日
石倉溜池 十和田市 大字米田字向久保60 自然人 自然人 3.0 20 1.8 ○ 令和1年11月25日
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川尻第１溜池 十和田市 大字米田字川尻 自然人 自然人 3.0 73 1.8 △
小林溜池 十和田市 大字米田字中平 自然人 自然人 5.0 57 1.8 △
蒼前平溜池 十和田市 大字米田字蒼前平29 自然人 自然人 3.0 27 2.2 ○ 令和1年11月29日
堤頭溜池 十和田市 大字滝沢字上大沢176-1 自然人 自然人 3.0 81 3.6 ○ 令和1年11月26日
下明戸溜池 十和田市 大字大不動字上明戸 自然人 自然人 2.1 23 1.3 △
高清水溜池 十和田市 大字相坂字高清水972 自然人 自然人 5.0 31 6.0 ○ 令和1年11月22日
第1和田山溜池 十和田市 大字伝法寺字和田山1-35 自然人 不明またはその他 3.6 26 0.8 ○ 令和1年11月26日
畑山（勝）溜池 十和田市 大字切田字大谷地76-1 自然人 自然人 2.5 35 2.1 ○ 令和1年11月22日
加賀沢（吉）溜池 十和田市 大字切田字小森山87 自然人 自然人 4.0 58 3.7 ○ 令和1年11月27日
第２笹森（敏）溜池 十和田市 大字切田字見世1-1 自然人 自然人 1.7 26 1.4 ○ 令和1年12月23日
第１小笠原（定）溜池 十和田市 大字切田字見世 自然人 自然人 2.5 30 1.5 △
第2長谷地溜池 十和田市 大字切田字堀熊 自然人 自然人 2.0 0 2.4 △
北野第1溜池 十和田市 大字大沢田字北野352 自然人 自然人 3.5 23 2.8 ○ 令和1年11月27日
有信溜池 十和田市 大字大沢田字有信山32-6 不明またはその他 自然人 1.5 45 1.8 ○ 令和1年12月3日
有信第一溜池 十和田市 大字大沢田字有信山32-1 不明またはその他 自然人 2.0 24 1.4 ○ 令和1年12月3日
蒼前溜池 十和田市 大字大沢田蒼前19-50 自然人 自然人 1.7 16 1.7 ○ 令和1年11月27日
第一沖山溜池 十和田市 大字八斗沢字家ノ下787 自然人 自然人 3.0 20 2.2 ○ 令和1年11月26日
第二横道溜池 十和田市 大字切田字横道 自然人 自然人 2.1 50 1.8 ○ 令和1年12月6日
柏木溜池 十和田市 大字大不動字柏木 自然人 自然人 1.7 23 2.2 △
第2和田山溜池 十和田市 大字伝法寺字和田山1-34 自然人 不明またはその他 3.5 22 1.2 ○ 令和1年11月26日
板橋溜池 十和田市 大字切田字印 自然人 不明またはその他 2.4 44 1.6 △
第二夏間木溜池 十和田市 大字切田字折紙 自然人 自然人 2.0 37 1.3 △
漆畑溜池 十和田市 大字滝沢字漆畑85 自然人 自然人 1.0 16 1.5 △
第一斗沢（勝）溜池 十和田市 大字切田字横道173 自然人 自然人 2.3 19 3.4 ○ 令和1年12月23日
豊川（孫）溜池 十和田市 大字切田字大谷地74-4 自然人 自然人 1.5 100 6.3 ○ 令和1年11月22日
二ツ森（良）溜池 十和田市 大字切田字岩舟 自然人 自然人 2.0 46 2.7 △
第一加賀沢（栄）溜池 十和田市 大字切田字小森山 自然人 自然人 2.9 23 7.2 △
第三加賀沢(亀)溜池 十和田市 大字切田字小森山85-3 自然人 自然人 1.2 21 7.7 ○ 令和1年12月5日
第三加賀沢（兼）溜池 十和田市 大字切田字治生沢 自然人 自然人 3.0 30 3.3 △
第七加賀沢（賢）溜池 十和田市 大字切田字生沢99-3 自然人 自然人 1.0 81 1.6 ○ 令和1年12月4日
第八加賀沢（賢）溜池 十和田市 大字切田字生沢99-3 自然人 自然人 1.7 9 1.3 ○ 令和1年12月4日
第一加賀沢（兼）溜池 十和田市 大字切田字小森山41 自然人 自然人 1.7 15 1.6 ○ 令和1年11月27日
第一加賀沢（亀）溜池 十和田市 大字切田字小森山54-2 自然人 自然人 1.3 31 4.5 ○ 令和1年12月1日
第一見世（勝）溜池 十和田市 大字切田字掘熊 自然人 自然人 4.3 26 2.8 △
中屋敷溜池 十和田市 大字切田字小森山88 自然人 自然人 3.5 14 1.0 ○ 令和1年11月27日
第1夏間木溜池 十和田市 大字切田字大谷地 自然人 自然人 1.6 43 1.1 △
第２斗沢（勝）溜池 十和田市 大字横道 自然人 自然人 3.0 15 1.0 △
北野第２号溜池 十和田市 大字大沢田北野 自然人 自然人 0.9 42 1.1 △
細工屋敷第２溜池 十和田市 大字米田字細工屋敷24-7 自然人 自然人 0.8 29 1.0 ○ 令和1年12月6日
十美岡溜池 十和田市 大字八斗沢字家ノ下809 自然人 自然人 2.2 13 1.2 ○ 令和1年11月26日
外山開田溜池 十和田市 大字米田字万内 自然人 自然人 4.0 22 2.5 △
八藩前溜池 十和田市 大字滝沢字八藩前 自然人 自然人 3.6 68 1.4 △
芋久保溜池 十和田市 大字大沢田字堤沢153-8 自然人 自然人 5.0 21 1.8 ○ 令和1年12月4日
上町溜池 十和田市 大字馬洗場字上町121-1 自然人 自然人 1.6 4 0.1 ○ 令和1年12月3日
第一横道溜池 十和田市 大字切田字平林14-1 自然人 自然人 2.1 50 2.3 △
清瀬溜池 十和田市 大字米田字清瀬564 自然人 自然人 3.8 36 2.6 ○ 令和1年11月25日
細工屋敷第一溜池 十和田市 大字米田字細工屋敷 自然人 自然人 4.0 15 0.7 △
高田（正）溜池 十和田市 大字切田字横道175 自然人 自然人 1.5 17 0.9 ○ 令和1年11月27日
第一斗沢（菊）溜池 十和田市 大字切田字横道 自然人 自然人 1.3 40 0.7 △
第二斗沢（菊）溜池 十和田市 大字切田字横道 自然人 自然人 1.8 21 0.3 △
第二斗沢（義）溜池 十和田市 大字切田字八ノ木久保 自然人 自然人 2.5 30 0.9 △
畑山（重）溜池 十和田市 大字切田字夏間木152の2 自然人 自然人 2.0 47 1.2 △
楢山溜池 十和田市 大字切田字夏間木 自然人 自然人 2.0 13 0.1 △
畑山（吉）溜池 十和田市 大字切田字夏間木 自然人 自然人 3.2 13 0.2 △
第五加賀沢（賢）溜池 十和田市 大字切田字小森山77-2 自然人 自然人 3.7 18 0.0 ○ 令和1年12月4日
第二加賀沢（栄）溜池 十和田市 大字切田字生沢 自然人 自然人 2.0 30 0.2 △
第四加賀沢（賢）溜池 十和田市 大字切田字生沢 自然人 自然人 1.5 13 0.2 △
加賀沢（政）溜池 十和田市 大字切田字小森山 自然人 自然人 2.0 48 0.6 △
第五加賀沢（亀）溜池 十和田市 大字切田字小森山 自然人 自然人 1.6 40 0.3 △
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青森県農業用ため池データベース【令和４年３月31日時点】

農業用ため池の名称 　　所　　在　　地 所有者の名称 管理者の名称
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空欄：指定なし

特定農業用ため池
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特定農業用ため池
の指定年月日

第二加賀沢（兼）溜池 十和田市 大字切田字小森山 自然人 自然人 1.3 5 0.2 △
第二加賀沢（亀）溜池 十和田市 大字切田字小森山74-1 自然人 自然人 2.0 13 0.4 ○ 令和1年12月5日
第三見世(勝)溜池 十和田市 大字切田字糠森 自然人 自然人 3.3 22 0.6 △
第一小笠原（浅）溜池 十和田市 大字切田字見世146 自然人 自然人 1.5 14 0.3 △
第二見世（勝）溜池 十和田市 大字切田字見世99 自然人 自然人 1.5 13 0.2 △
第一小笠原（政）溜池 十和田市 大字切田字見世100 自然人 自然人 2.3 8 0.4 △
第ニ小笠原（定）溜池 十和田市 大字切田字見世101-2 自然人 自然人 2.3 27 1.1 △
第二小笠原（浅）溜池 十和田市 大字切田字見世104 自然人 自然人 3.0 13 0.3 △
小笠原（善）溜池 十和田市 大字切田字見世 自然人 自然人 2.0 27 0.5 △
第三小笠原（浅）溜池 十和田市 大字切田字見世116-1 自然人 自然人 4.0 30 1.0 △
米沼（政）溜池 十和田市 大字米田字上大沢 自然人 不明またはその他 1.5 14 0.1 △
西石倉溜池 十和田市 大字米田字向久保25-1 自然人 自然人 3.0 14 2.4 ○ 令和1年11月25日
下川口溜池 十和田市 大字大不動字柏木 自然人 自然人 2.6 40 0.6 △
第１二沢頭溜池 十和田市 大字米田字二沢頭5-1 自然人 自然人 3.6 14 0.9 ○ 令和1年11月22日
北野第３号溜池 十和田市 大字大沢田字北野354 自然人 自然人 4.0 50 1.3 △
北野第４号溜池 十和田市 大字大沢田字北野237 自然人 自然人 8.0 30 1.0 △
北野第５号溜池 十和田市 大字大沢田309-2 自然人 自然人 3.6 30 0.5 △
北野第６号溜池 十和田市 大字大沢田字北野314-2 自然人 自然人 0.8 15 0.8 △
笹舘溜池 十和田市 大字大沢田字笹舘213-1 自然人 自然人 1.2 25 0.6 △
高清水第３号溜池 十和田市 大字相坂字高清水74-51 自然人 自然人 0.0 80 3.7 △
高清水第４号溜池 十和田市 大字相坂字高清水74-52 自然人 自然人 0.0 30 0.7 △
高清水第５号溜池 十和田市 大字相坂字高清水74-41 自然人 自然人 1.0 20 0.7 △
柏木第２号溜池 十和田市 大字大不動字柏木584 自然人 自然人 0.2 40 0.5 △
柏木第３号溜池 十和田市 大字大不動字柏木602 自然人 自然人 7.0 50 0.2 △
生内溜池 十和田市 大字奧瀬字生内420-2 自然人 自然人 2.1 51 2.2 ○ 令和1年12月4日
中川原溜池 十和田市 大字奥瀬字北向133-1 自然人 自然人 1.9 32 1.3 ○ 令和1年12月24日
宇樽部溜池 十和田市 大字宇樽部 県 県 4.0 60 7.2 △
柳木沼溜池 十和田市 大字沢田字篠沢山 自然人 自然人 1.0 8 0.1 △
大沼第２号溜池 十和田市 大字沢田字高森2 十和田市 十和田市 0.0 20 2.7 △
山中溜池 三沢市 大字三沢字早稲田 自然人 不明またはその他 2.5 110 15.0 ○ 令和1年12月5日
根井沼 三沢市 大字三沢字早稲田 自然人 自然人 3.5 205 222.6 ○ 令和1年8月26日
小田内沼溜池 三沢市 大字三沢字早稲田 三沢市 三沢市 2.0 210 333.0 △
猫又溜池 三沢市 大字三沢字猫又 自然人 自然人 4.0 66 30.0 ○ 令和1年12月6日 ○ ○ 令和2年3月30日
駒沢溜池 三沢市 大字三沢字猫又 自然人 自然人 3.7 40 8.4 ○ 令和1年12月5日 ○ ○ 令和2年3月30日
五川目堤 三沢市 大字三沢字淋代平 三沢市 三沢市 7.5 198 279.0 △ ○
滝の沢溜池 三沢市 大字三沢字猫又筆界未定地内 不明またはその他 不明またはその他 5.5 75 46.6 ○ 令和1年12月5日
高の沢溜池 三沢市 大字三沢字早稲田 自然人 自然人 3.0 35 1.8 ○ 令和1年8月27日
小山田溜池 三沢市 大字三沢字小山田 自然人 自然人 3.5 47 12.0 ○ 令和1年12月1日
駒澤第一 三沢市 大字犬落瀬字古間木 自然人 自然人 3.0 40 1.8 ○ 令和1年12月5日
駒澤第二 三沢市 大字犬落瀬字古間木 自然人 自然人 5.0 50 6.0 ○ 令和1年8月23日
北野沢溜池 三沢市 山中 不明またはその他 自然人 3.0 40 0.3 △
天狗森溜池 三沢市 大字三沢字小山田 自然人 自然人 4.0 62 31.2 ○ 令和1年10月3日
南関根溜池 むつ市 大字関根字南関根 自然人 南関根水利組合 9.5 128 127.2 ○ 令和1年12月12日 ○ ○ 令和2年3月30日
樺山ため池 むつ市 大字田名部字宮ノ後 自然人 自然人 3.4 39 1.2 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ 令和2年3月30日
山辺沢ため池 むつ市 大字田名部字内田 むつ市 むつ山辺沢土地改良区 5.0 115 32.4 △
カッタイため池 むつ市 大字田名部字内田 むつ市 自然人 8.0 84 25.2 △
一里小屋ため池 むつ市 東通村大字田屋字舘古横道 むつ市 自然人 8.0 160 234.0 △ ○
上近川ため池 むつ市 大字奥内字近川 国 近川農業改良組合 7.0 75 69.6 △ ○
浅沢ため池 むつ市 大字奥内字今泉196 自然人 自然人 4.5 60 16.2 ○ 令和1年12月24日
下の溜池 むつ市 大字中野沢字近川 国 水利組合 3.5 115 17.3 △
中野沢溜池 むつ市 大字中野沢字申畑 むつ市 中野沢農事実行組合 7.5 80 122.4 △ ○
四谷溜池 むつ市 大字関根字北関根 自然人 自然人 3.1 26 1.9 ○ 令和1年12月12日
亀蔵溜池 むつ市 大字関根字北関根555-1 自然人 自然人 2.0 50 4.3 ○ 令和1年12月27日
杉山溜池 むつ市 大字関根字水川目 自然人 自然人 4.1 33 2.4 ○ 令和1年12月27日
山崎溜池 むつ市 大字関根字水川目 自然人 自然人 2.8 50 5.2 ○ 令和1年12月27日
駄賃場溜池 むつ市 大字関根字水川目 自然人 自然人 2.0 50 4.0 ○ 令和1年12月27日
尻釜溜池 むつ市 大字田名部字寺崎ノ内北女舘11-63他 自然人 不明またはその他 3.0 40 1.7 ○ 令和1年12月27日
松橋 むつ市 大字関根字北関根 自然人 自然人 1.1 27 1.0 ○ 令和1年12月27日
早掛沼 むつ市（東通村） 大字田名部字小平館ノ内尻釜ほか 自然人 早掛沼水利組合 11.4 194 2,462.4 ○ 令和1年12月19日 ○ ○ 令和2年3月30日

10/29



青森県農業用ため池データベース【令和４年３月31日時点】

農業用ため池の名称 　　所　　在　　地 所有者の名称 管理者の名称
堤高
(m)

堤頂長
(m)

総貯水量
(千m3)

届出の有無
 ○：届出済み
 △：対 象 外
空欄：未  届

届出年月日

防災重点農業用
ため池選定状況
 ○ ：指定あり
空欄：指定なし

特定農業用ため池
の指定の有無
 ○ ：指定あり
空欄：指定なし

特定農業用ため池
の指定年月日

二枚橋溜池 むつ市（東通村） 大字田屋字舘古横道 自然人 二枚橋水利組合 12.0 150 1,478.4 ○ 令和1年12月20日 ○ ○ 令和2年3月30日
大間沢溜池 むつ市 大字奥内字大室平 国 不明またはその他 9.0 49 108.0 △ ○
近川溜池 むつ市 大字奥内字近川 国 近川農業改良組合 5.0 150 77.7 △ ○
水川目溜池 むつ市 大字関根字水川目 自然人 水川目水利組合 3.6 130 34.3 ○ 令和1年12月19日
土手内溜池 むつ市 大字田名部字斗南岡 むつ市 土手内揚水機組合 6.6 58 69.4 △ ○
八忠溜池 むつ市 大字田名部字内田 むつ市 自然人 3.2 150 111.9 △ ○
葛西溜池 むつ市 大字田名部字内田 むつ市 自然人 8.0 120 295.4 △ ○
大曲 むつ市 南赤川町 自然人 自然人 1.2 34 3.9 ○ 令和1年12月23日
第１竹内 むつ市 南赤川町24-1 自然人 自然人 1.4 38 0.4 ○ 令和1年12月27日
第２竹内 むつ市 南赤川町24-1 自然人 自然人 0.9 22 0.6 ○ 令和1年12月27日
初見 むつ市 川内町八右エ門沢 むつ市 川内町土地改良区 3.9 43 3.6 △
八右ェ門溜池 むつ市 川内町八右ェ門沢 むつ市 川内町土地改良区 5.0 46 7.0 △
水木沢溜池 むつ市 大畑町水木沢 むつ市 むつ市 7.0 60 24.0 △ ○
大平沢溜池 むつ市 大畑町田名部大平沢 むつ市 自然人 5.0 30 6.0 △
鳥谷場溜池 むつ市 大畑町正津川鳥谷場 むつ市 不明またはその他 4.5 67 0.0 △
堂近溜池 むつ市 大畑町大畑一掘 むつ市 不明またはその他 5.0 40 0.0 △
黒岩溜池 むつ市 脇野沢 国 むつ市 4.4 44 1.9 △
ツブ沼 つがる市 木造平滝 つがる市 町内会 3.0 136 30.0 △ ○
アクド沼 つがる市 木造筒木坂 つがる市 自然人 2.0 60 16.6 △
治右ェ門沼 つがる市 木造筒木坂 つがる市 自然人 6.5 70 57.6 △
勘助沼 つがる市 木造筒木坂 つがる市 自然人 5.5 211 278.4 △ ○
上沢辺沼 つがる市 木造館岡 つがる市 自然人 3.3 122 134.4 △
新堤 つがる市 木造館岡 つがる市 自然人 4.0 75 8.9 △ ○
近江の沢溜池 つがる市 木造館岡 つがる市 自然人 4.0 125 204.0 △ ○
野崎溜池 つがる市 木造館岡 つがる市 自然人 4.5 105 67.0 △
館岡大溜池 つがる市 木造館岡 つがる市 西津軽土地改良区 5.0 282 1,566.0 △ ○
ベンゼ沼 つがる市 木造館岡 つがる市 自然人 2.5 370 201.6 △
才野神上溜池 つがる市 木造菰槌 つがる市 自然人 4.0 71 24.6 △ ○
才野神下溜池 つがる市 木造菰槌 つがる市 自然人 4.4 101 37.0 △ ○
小三郎溜池 つがる市 木造菰槌 つがる市 自然人 2.3 72 24.0 △ ○
大谷津上沼 つがる市 木造出来島 つがる市 自然人 2.5 124 70.8 △
出来島第１号溜池 つがる市 木造出来島 つがる市 自然人 2.3 168 153.6 △ ○
堀切溜池 つがる市 木造出来島 つがる市 自然人 3.0 100 502.8 △
新堤（上溜池） つがる市 木造菰槌 つがる市 自然人 3.5 175 170.0 △ ○
新堤（下溜池） つがる市 木造菰槌 つがる市 自然人 3.5 115 33.5 △ ○
桑の沢下溜池 つがる市 木造菰槌 つがる市 自然人 3.0 105 16.2 △
桑の沢上溜池 つがる市 木造菰槌 つがる市 自然人 3.5 74 15.1 △
大堤 つがる市 木造出来島 つがる市 自然人 2.0 180 278.4 △ ○
小堤 つがる市 木造出来島 つがる市 自然人 2.0 102 40.8 △
丸山溜池 つがる市 木造丸山 つがる市 自然人 3.0 145 321.6 △ ○
小堤 つがる市 木造吹原 つがる市 西津軽土地改良区 3.5 102 120.0 △
緩沢下溜池 つがる市 木造越水 つがる市 西津軽土地改良区 5.9 200 403.0 △ ○
緩沢上溜池 つがる市 木造越水 つがる市 西津軽土地改良区 3.0 80 104.4 △ ○
上長作溜池 つがる市 木造越水 つがる市 西津軽土地改良区 3.0 85 27.7 △
広岡溜池 つがる市 木造越水 つがる市 自然人 4.5 198 92.4 △ ○
前沢溜池 つがる市 木造越水 つがる市 自然人 3.0 109 34.9 △ ○
越水第１号溜池 つがる市 木造越水 つがる市 西津軽土地改良区 4.7 105 36.0 △ ○
四ツ小溜池 つがる市 木造三ツ館 つがる市 不明またはその他 0.0 0 0.0 △
筒木坂第３号溜池 つがる市 木造筒木坂 つがる市 自然人 3.0 50 2.2 △
苗代溜池 つがる市 木造菰槌 つがる市 自然人 5.0 71 6.6 △
相ノ沢上溜池 つがる市 木造菰槌 つがる市 自然人 4.0 75 16.3 △
相ノ沢下溜池 つがる市 木造菰槌 つがる市 自然人 4.0 135 21.8 △
鬼沼 つがる市 木造出来島 つがる市 自然人 2.5 79 118.8 △
陰ノ沢上溜池 つがる市 木造越水 つがる市 西津軽土地改良区 2.0 78 10.2 △
陰ノ沢下溜池 つがる市 木造越水 つがる市 西津軽土地改良区 4.0 109 2.8 △
赤沼 つがる市 木造筒木坂 つがる市 自然人 2.5 33 57.6 △ ○
出来島第４号溜池 つがる市 木造出来島 自然人 自然人 2.5 76 1.4 △
タテコ沼 つがる市 木造吹原 つがる市 自然人 0.0 0 174.6 △
筒木坂第５号溜池 つがる市 木造筒木坂 つがる市 自然人 0.0 124 19.8 △
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出来島第3号溜池 つがる市 木造出来島 つがる市 自然人 0.0 0 0.0 △
出来島第２号溜池 つがる市 木造出来島 つがる市 自然人 0.0 0 32.3 △
大谷津下沼 つがる市 木造出来島 つがる市 自然人 2.5 168 50.4 △
テンポ沼 つがる市 木造出来島 つがる市 自然人 0.0 325 34.8 △
応次溜池 つがる市 木造菰槌三好野125-176 つがる市 自然人 2.0 25 1.3 △
イツヅカ沼 つがる市 木造吹原 つがる市 自然人 0.0 0 12.0 △
長沼 つがる市 木造吹原 つがる市 自然人 0.0 0 136.2 △
ソリ沼 つがる市 木造吹原 つがる市 自然人 4.3 11 51.6 △
越水第2号溜池 つがる市 木造越水神山 つがる市 不明またはその他 0.0 0 105.6 △
作沼 つがる市 木造越水 つがる市 不明またはその他 0.0 0 160.8 △
下長作溜池 つがる市 木造越水 つがる市 土地改良区 4.2 190 25.3 △
三ツ館第１号溜池 つがる市 木造三ツ館 つがる市 自然人 1.4 120 7.2 △ ○
館岡第7号溜池 つがる市 木造館岡 つがる市 自然人 3.5 119 16.0 △
白沼 つがる市 木造筒木坂 つがる市 自然人 0.0 0 8.0 △
平滝沼 つがる市 木造館岡 つがる市 自然人 0.0 0 1,513.2 △
大滝沼 つがる市 木造出来島 つがる市 自然人 0.0 0 0.0 △
大滝沼 つがる市 木造出来島 つがる市 自然人 0.0 340 538.1 △
雁沼 つがる市 木造吹原 つがる市 自然人 0.0 0 374.4 △
冷水沼 つがる市 木造越水 つがる市 不明またはその他 0.0 0 639.6 △
唸沼 つがる市 木造越水神山290番地 つがる市 自然人 4.4 50 114.0 △
館岡第５号溜池 つがる市 木造館岡 自然人 自然人 2.0 29 3.8 △
館岡第４号溜池 つがる市 木造館岡 自然人 自然人 2.5 52 3.4 △
館岡第３号溜池 つがる市 木造館岡 自然人 自然人 2.0 38 2.7 △
館岡第１号溜池 つがる市 木造館岡 つがる市 不明またはその他 3.5 200 41.4 △
三ツ館第２号溜池 つがる市 木造三ツ館 つがる市 つがる市 2.0 110 1.1 △
大沢溜池 つがる市 木造吹原 自然人 自然人 0.0 0 1.0 △
出来島第8号溜池 つがる市 木造出来島雉子森大沼33-11 自然人 不明またはその他 2.5 40 1.7 ○ 令和1年12月19日
出来島第7号溜池 つがる市 木造出来島雉子森大沼33-24 自然人 不明またはその他 2.0 40 2.4 ○ 令和1年12月19日
出来島第6号溜池 つがる市 木造菰槌三好野125-33 自然人 不明またはその他 2.0 50 2.2 ○ 令和1年12月19日
出来島第5号溜池 つがる市 木造菰槌三好野125-38 自然人 不明またはその他 2.0 29 1.7 ○ 令和1年11月7日
館岡第２号溜池 つがる市 木造館岡 国 県 0.0 0 0.0 △
館の沢下溜池 つがる市 森田町森田 つがる市 自然人 3.5 85 11.7 △
館の沢溜池 つがる市 森田町森田 つがる市 自然人 5.0 120 45.0 △ ○
玄東沢溜池 つがる市 森田町大館 つがる市 自然人 3.0 77 25.2 △ ○
上溜池 つがる市 森田町山田 つがる市 水利組合 6.0 75 4.6 △
六沢溜池 つがる市 森田町山田 つがる市 西津軽土地改良区 6.5 232 109.8 △ ○
茂内谷地溜池 つがる市 森田町大館 つがる市 西津軽土地改良区 3.0 137 12.0 △
小三郎溜池 つがる市 森田町大館 つがる市 自然人 2.5 200 10.8 △
キン堤溜池 つがる市 森田町床舞 つがる市 西津軽土地改良区 3.5 120 13.8 △
狄ケ館溜池 つがる市 森田町大館 つがる市 西津軽土地改良区 5.0 415 1,298.0 △ ○
小戸六溜池 つがる市 森田町床舞 つがる市 西津軽土地改良区 7.0 274 385.0 △ ○
杉ノ沢溜池 つがる市 森田町山田 つがる市 西津軽土地改良区 4.4 251 237.6 △ ○
伊長溜池 つがる市 森田町床舞 つがる市 自然人 2.2 40 4.8 △
前田溜池 つがる市 森田町床舞鶴喰144-1 自然人 不明またはその他 3.5 75 9.6 ○ 令和1年12月19日
中溜池 つがる市 森田町 つがる市 西津軽土地改良区 4.3 180 31.7 △
杉ノ沢中溜池 つがる市 森田町猫淵 つがる市 西津軽土地改良区 3.0 50 38.4 △
辰雄溜池 つがる市 森田町床舞鶴喰200-38 自然人 不明またはその他 3.1 65 4.3 ○ 令和1年12月19日
佐栄溜池 つがる市 森田町床舞 つがる市 自然人 2.6 65 8.4 △ ○
米谷溜池 つがる市 森田町床舞鶴喰186-2 自然人 自然人 2.9 70 7.2 ○ 令和1年11月14日
杉野森溜池 つがる市 森田町床舞 つがる市 自然人 2.5 33 7.2 △
大山溜池 つがる市 森田町大館 自然人 自然人 1.4 20 1.2 △
屏風山１２号溜池 つがる市 車力町老森 つがる市 車力区長 4.0 45 24.0 △ ○
枯木沼 つがる市 富萢町 つがる市 西津軽土地改良区 2.5 9 12.0 △
サビシロ沼 つがる市 車力町 つがる市 西津軽土地改良区 3.5 116 88.8 △ ○
牛潟大溜池 つがる市 牛潟町鷲野沢 つがる市 西津軽土地改良区 4.0 440 1,760.0 △ ○
長沼溜池 つがる市 牛潟町 つがる市 西津軽土地改良区 4.7 10 44.0 △
砂山溜池 つがる市 牛潟町大田光 つがる市 自然人 3.0 246 240.0 △ ○
雨溜池 つがる市 富萢町荘野103-1 自然人 つがる市 2.3 130 25.2 ○ 令和1年12月19日 ○ ○ 令和2年3月30日
権現沼 つがる市 富萢町 つがる市 自然人 3.9 503 87.6 △ ○
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袴形池 つがる市 車力町左桜 つがる市 西津軽土地改良区 5.3 487 877.2 △ ○
カスベ沼 つがる市 牛潟町鷲野沢 つがる市 自然人 3.9 256 72.0 △ ○
あかはげ沼 つがる市 富萢町 つがる市 自然人 4.0 107 7.2 △
屏風山２８号溜池 つがる市 屏風山 つがる市 自然人 0.9 57 1.4 △
屏風山３０号溜池 つがる市 車力町屏風山1-263 自然人 不明またはその他 0.7 190 11.3 ○ 令和1年12月19日
屏風山35号溜池 つがる市 富萢町屏風山1-816 自然人 自然人 3.6 330 17.4 ○ 令和1年11月7日
屏風山溜池 つがる市 富萢町屏風山　筆界未定地内 不明またはその他 不明またはその他 4.5 60 3.8 ○ 令和1年12月19日
屏風山4号溜池 つがる市 屏風山 つがる市 つがる市 0.0 60 28.8 △
屏風山7号溜池 つがる市 富萢町屏風山1-806 自然人 不明またはその他 1.2 40 1.6 ○ 令和1年12月19日
屏風山10号溜池 つがる市 屏風山 自然人 自然人 1.5 100 2.2 ○ 令和1年11月2日
屏風山16号溜池 つがる市 富萢町屏風山1-827 自然人 不明またはその他 3.5 170 1.8 ○ 令和1年12月19日
屏風山22号溜池 つがる市 屏風山 つがる市 自然人 2.5 0 12.0 △
屏風山23号溜池 つがる市 豊富町屏風山1-77 自然人 自然人 2.9 0 1.7 ○ 令和1年12月20日
屏風山24号溜池 つがる市 豊富町屏風山1-760 屏風山土地改良区 屏風山土地改良区 3.9 0 18.0 ○ 令和1年11月6日
十和田沼 つがる市 車力町 つがる市 自然人 2.5 87 28.8 △
屏風山31号溜池 つがる市 車力町屏風山1-277 自然人 不明またはその他 1.5 20 3.0 ○ 令和1年12月19日
鷲野沢9号溜池 つがる市 牛潟町鷲野沢 つがる市 つがる市 1.9 0 36.0 △
鷲野沢5号溜池 つがる市 牛潟町鷲野沢 国 つがる市 1.0 0 28.8 △
桃太郎沼 つがる市 牛潟町鷲野沢73-74 自然人 不明またはその他 1.5 20 3.0 ○ 令和1年12月19日
屏風山1号溜池 つがる市 富萢町屏風山1-371 自然人 不明またはその他 3.0 60 1.6 ○ 令和1年12月19日
屏風山3号溜池 つがる市 屏風山 つがる市 つがる市 2.0 0 2.4 △
屏風山6号溜池 つがる市 屏風山 つがる市 つがる市 1.3 90 4.8 △
屏風山8号溜池 つがる市 屏風山 つがる市 つがる市 0.0 0 9.6 △
屏風山34号溜池 つがる市 屏風山 つがる市 つがる市 0.0 0 1.2 △
鷲野沢11号溜池 つがる市 牛潟町鷲野沢 つがる市 つがる市 0.0 0 4.2 △
鷲野沢10号溜池 つがる市 牛潟町鷲野沢 つがる市 つがる市 0.0 0 4.8 △
鷲野沢8号溜池 つがる市 牛潟町鷲野沢 つがる市 つがる市 0.0 0 7.0 △
鷲野沢7号溜池 つがる市 牛潟町鷲野沢115-2 自然人 自然人 3.7 490 1.6 ○ 令和1年11月2日
鷲野沢2号溜池 つがる市 牛潟町鷲野沢 つがる市 つがる市 3.2 20 6.0 △
甚助沼 つがる市 豊富町屏風山1-159 自然人 自然人 2.0 20 0.7 ○ 令和1年11月19日
マツタ沼 つがる市 豊富町屏風山1-739 自然人 自然人 2.0 40 0.5 ○ 令和1年11月30日
富萢溜池 つがる市 富萢町 国 国 0.0 0 0.0 △
屏風山５号溜池 つがる市 屏風山 つがる市 つがる市 0.0 0 0.0 △
屏風山１１号溜池 つがる市 屏風山 つがる市 つがる市 2.0 0 1.4 △
鷲ノ沢4号溜池 つがる市 車力町鷲ノ沢 国 つがる市 0.0 0 0.0 △
鷲ノ沢1号溜池 つがる市 車力町鷲ノ沢 国 不明またはその他 0.0 0 0.0 △
下牛潟溜池 つがる市 下牛潟町 国 不明またはその他 3.0 150 48.0 △
白戸堤（三） 平川市 町居 国 自然人 2.3 35 1.0 △
白戸堤４ 平川市 町居 国 自然人 1.6 31 1.2 △
嘉瀬沢（１）溜池 平川市 広船 内務省 広船水利組合 5.2 35 7.7 △ ○
嘉瀬沢（２）溜池 平川市 広船 広船財産区 広船水利組合 4.4 35 5.4 △ ○
柳沢堤 平川市 広船 財産区 水利組合 3.6 69 1.8 △
滝沢堤（下） 平川市 尾崎滝沢 国 尾崎町会長 7.0 70 84.0 △ ○
滝沢堤（上） 平川市 尾崎滝沢 内務省 尾崎町会長 7.0 105 33.6 △ ○
遠手沢堤 平川市 新屋遠手沢 財産区 自然人 0.0 0 2.4 △
中島堤 平川市 尾崎 内務省 尾崎町会長 1.0 43 1.1 △
石橋ノ堤 平川市 広船福田 内務省 広船水利組合 2.7 37 5.3 △ ○
あしげ堤 平川市 新館駒泊 内務省 町居堰水利組合 6.0 120 18.0 △ ○
嘉瀬沢3 平川市 広船嘉瀬沢 広船財産区 広船水利組合 2.7 37 6.7 △ ○
嘉瀬沢4 平川市 広船嘉瀬沢 広船財産区 広船水利組合 3.8 44 7.5 △ ○
桃太郎堤（上） 平川市 広船 国 自然人 0.0 0 0.6 △
沢田堤（ホコマン平堤） 平川市 沖館 国 自然人 3.6 35 2.1 △
第1奥山溜池 東津軽郡平内町 大字藤沢字二股山64 自然人 自然人 5.0 80 17.0 ○ 令和1年12月25日
菖蒲沢溜池 東津軽郡平内町 大字松野木字大栗山59-311 自然人 自然人 4.0 27 2.3 ○ 令和1年12月25日
盛田溜池 東津軽郡平内町 大字盛田字石神1-7 自然人 自然人 2.0 38 3.0 ○ 令和1年12月4日
勇次溜池 東津軽郡平内町 大字狩場沢字檜沢　筆界未定地内 自然人 自然人 1.3 21 202.0 ○ 令和1年12月25日
清志溜池 東津軽郡平内町 大字口広左エ門次郎134-7 自然人 自然人 1.3 21 202.0 ○ 令和1年12月12日
江戸溜池 東津軽郡平内町 大字口広字田野沢57-28 自然人 自然人 1.0 25 192.0 ○ 令和1年11月29日
渡武溜池 東津軽郡平内町 大字狩場沢字堀差161-40 自然人 自然人 2.0 13 1.0 ○ 令和1年12月10日
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葛派平溜池 東津軽郡平内町 大字松野木カド山1-17 平内町 自然人 1.8 33 1.7 △
第一為五郎溜池 東津軽郡平内町 大字外童子字葛派平 平内町 自然人 1.0 33 478.0 △
畑康溜池 東津軽郡平内町 大字沼小湊字雷電際15 自然人 自然人 2.0 95 15.4 ○ 令和1年12月16日
奥山溜池 東津軽郡平内町 大字藤沢字二股山64 自然人 自然人 6.7 78 17.0 ○ 令和1年12月2日 ○ ○ 令和2年3月30日
鍋森溜池 東津軽郡平内町 大字小湊字新道 自然人 水利組合 5.5 45 7.4 ○ 令和1年12月4日 ○ ○ 令和2年3月30日
鳴久1溜池 東津軽郡平内町 大字松野木字館38-2 自然人 自然人 4.6 53 3.2 ○ 令和1年12月13日 ○ ○ 令和2年3月30日
鳴久溜池 東津軽郡平内町 大字松野木字館 自然人 自然人 3.2 80 1.9 ○ 令和1年12月13日 ○ ○ 令和2年3月30日
口広溜池 東津軽郡平内町 大字松野木字田野沢 国 自然人 1.6 44 2.3 △
小豆沢溜池 東津軽郡平内町 大字小豆沢字水ケ沢 国 自然人 12.5 57 14.4 △ ○
浜子溜池 東津軽郡平内町 大字浜子字堀替 国 水利組合 2.5 160 15.4 △
中村溜池 東津軽郡平内町 大字松野木字小湊越 平内町 一本松水利組合 3.7 590 185.0 △ ○
堤ヶ沢溜池 東津軽郡平内町 大字山口字堤ヶ沢 自然人 自然人 5.5 65 30.0 ○ 令和2年1月22日 ○ ○ 令和2年3月30日
第２新道溜池 東津軽郡平内町 大字小湊字新道 自然人 水利組合 9.9 135 77.8 ○ 令和1年12月4日 ○ ○ 令和2年3月30日
田ノ沢溜池 東津軽郡平内町 大字松野木 平内町 一本松水利組合 21.0 205 1,173.6 △ ○
宏溜池 東津軽郡平内町 大字土井館 自然人 自然人 1.8 63 2.2 ○ 令和1年11月26日
正春溜池 東津軽郡平内町 大字口広字左エ門次郎134-1 自然人 自然人 1.5 41 1.7 ○ 令和1年12月4日
長三郎溜池 東津軽郡平内町 大字左エ門次郎 自然人 自然人 2.5 38 3.2 ○ 令和1年11月26日
直治溜池 東津軽郡平内町 大字内童子字乗平63 自然人 自然人 4.3 42 4.1 ○ 令和1年11月27日
青療溜池 東津軽郡平内町 大字小豆沢字茂浦沢 平内町 自然人 3.5 41 2.8 △
八辰溜池 東津軽郡平内町 大字松野木字館22-1 自然人 自然人 2.3 55 1.7 ○ 令和1年12月12日
仁四郎溜池 東津軽郡平内町 大字盛田字石神225 自然人 自然人 3.3 68 4.2 ○ 令和1年11月28日
前長溜池 東津軽郡平内町 字堤ヶ沢 平内町 自然人 1.6 65 1.6 △
樹久也溜池 東津軽郡平内町 字二股山 平内町 自然人 1.8 40 1.0 △
倉清溜池 東津軽郡平内町 大字小豆沢字水ヶ沢 自然人 自然人 6.0 68 14.4 ○ 令和1年11月25日 ○ ○ 令和2年3月30日
第七茂浦沢溜池 東津軽郡平内町 大字小豆沢字茂浦沢 平内町 自然人 3.0 54 8.1 △
和二溜池 東津軽郡平内町 大字小湊字山舘31 自然人 自然人 2.8 47 0.7 ○ 令和1年12月2日
蝦初溜池 東津軽郡平内町 大字内童子字飛民坂 平内町 自然人 1.7 34 1.5 △
第一清志溜池 東津軽郡平内町 大字口広字左ェ門次郎135-5 自然人 自然人 1.3 24 0.6 ○ 令和1年12月12日
藤雄溜池 東津軽郡平内町 大字狩場沢字関口筆界未定地内 不明またはその他 不明またはその他 1.5 41 0.5 ○ 令和2年1月18日
東前萢ため池 東津軽郡平内町 大字東田沢字前萢 平内町 不明またはその他 1.0 60 1.5 △
畑洋溜池 東津軽郡平内町 大字東田沢字小湊越16 不明またはその他 不明またはその他 2.0 20 0.2 ○ 令和1年12月3日
畑俊溜池 東津軽郡平内町 大字東田沢字小湊越10-1 不明またはその他 不明またはその他 1.5 20 0.1 ○ 令和1年11月27日
武光溜池 東津軽郡平内町 大字小豆沢字茂浦沢85 不明またはその他 不明またはその他 0.7 50 0.3 ○ 令和1年12月10日
元治溜池 東津軽郡平内町 大字中野字長坂20 不明またはその他 不明またはその他 2.0 50 0.1 ○ 令和1年12月25日
和子溜池 東津軽郡平内町 大字小豆沢字茂浦沢47-2 不明またはその他 不明またはその他 1.8 25 0.1 ○ 令和1年12月10日
逢一溜池 東津軽郡平内町 大字小豆沢字茂浦沢39-1 不明またはその他 不明またはその他 1.0 30 0.4 ○ 令和1年12月24日
三久溜池 東津軽郡平内町 大字山口字小沢82-1 不明またはその他 不明またはその他 1.0 100 0.5 ○ 令和1年12月17日
第１千代誠溜池 東津軽郡平内町 大字山口字堤ヶ沢111 不明またはその他 不明またはその他 2.0 100 0.3 ○ 令和1年12月24日
悟部溜池 東津軽郡平内町 大字山口字陰沢7-3 不明またはその他 不明またはその他 2.3 80 0.3 ○ 令和1年12月2日
第１藤長溜池 東津軽郡平内町 大字藤沢字長橋 平内町 自然人 2.5 80 1.6 △ ○
第２藤長溜池 東津軽郡平内町 大字藤沢字長橋 国 不明またはその他 1.0 100 1.8 △
山明溜池 東津軽郡平内町 大字小湊字外ノ沢24-2及び25 不明またはその他 不明またはその他 2.0 80 0.7 ○ 令和1年12月9日
伊登溜池 東津軽郡平内町 大字藤沢字外ノ沢12 不明またはその他 不明またはその他 2.0 80 0.3 ○ 令和1年11月28日
清信溜池 東津軽郡平内町 大字田茂木字壁沢32-1 不明またはその他 不明またはその他 2.5 100 1.2 ○ 令和1年10月1日
子助八溜池 東津軽郡平内町 大字田茂木字助八27-3 不明またはその他 不明またはその他 1.5 30 0.1 ○ 令和1年11月27日
親助八溜池 東津軽郡平内町 大字田茂木字助八27-3 不明またはその他 不明またはその他 1.8 30 0.2 ○ 令和1年11月27日
第１幸雄溜池 東津軽郡平内町 大字外童子字与手巻8-6 不明またはその他 不明またはその他 2.0 40 0.4 ○ 令和1年12月25日
第２幸雄溜池 東津軽郡平内町 大字松野木字カド山3-3 不明またはその他 不明またはその他 0.6 15 0.2 ○ 令和1年12月25日
倉洋溜池 東津軽郡平内町 大字外童子字与手巻18 不明またはその他 不明またはその他 2.5 80 0.6 ○ 令和1年12月25日
八範溜池 東津軽郡平内町 大字松野木字小湊越20-81 不明またはその他 不明またはその他 0.0 50 1.7 ○ 令和1年12月25日
田誠溜池 東津軽郡平内町 大字松野木字小湊越20-320 不明またはその他 不明またはその他 1.3 50 1.6 ○ 令和1年12月17日
第１工博溜池 東津軽郡平内町 大字浜子字堀替51-5 不明またはその他 不明またはその他 1.3 20 0.7 ○ 令和1年12月26日
金隆溜池 東津軽郡平内町 大字狩場沢字関口108-270 不明またはその他 不明またはその他 1.8 100 0.6 ○ 令和1年12月13日
第２工博溜池 東津軽郡平内町 大字浜子字堀替51-5 不明またはその他 不明またはその他 0.0 80 1.2 ○ 令和1年12月26日
大開沢溜池 東津軽郡今別町 大字大川平 青森森林管理署 今別町 6.0 95 40.8 △ ○
二ッ石溜池 東津軽郡今別町 大字浜名字二ツ石154 自然人 自然人 4.0 19 3.4 ○ 令和1年12月4日
関口溜池 東津軽郡今別町 大字大川平字関口 不明またはその他 今別町 1.3 30 0.6 ○ 令和1年12月4日
山田溜池 東津軽郡蓬田村 大字瀬辺地 蓬田村 自然人 1.8 75 7.8 △
久慈溜池 東津軽郡蓬田村 大字瀬辺地 蓬田村 不明またはその他 1.8 52 4.9 △
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上溜池 東津軽郡蓬田村 大字蓬田字宮本40-164 蓬田自治会 自然人 2.2 29 10.8 ○ 令和1年11月11日
開田４号溜池 東津軽郡蓬田村 大字阿弥陀川 蓬田村 蓬田村土地改良区 2.0 223 6.0 △
長科上溜池 東津軽郡蓬田村 大字長科字鶴蝮130-116 蓬田村 蓬田村土地改良区 2.0 448 82.8 △ ○
開田溜池 東津軽郡蓬田村 大字中沢 水利組合 蓬田村土地改良区 2.0 507 22.8 △
股松溜池 東津軽郡蓬田村 大字蓬田字宮本156 自然人 自然人 3.6 18 10.8 ○ 令和1年11月15日
木村溜池 東津軽郡蓬田村 大字瀬辺地字427-1 自然人 自然人 2.0 50 8.6 ○ 令和1年11月5日
久慈溜池 東津軽郡蓬田村 大字瀬辺地字山田403付近 蓬田村 不明またはその他 2.1 35 3.6 △ ○
開田１号溜池 東津軽郡蓬田村 大字阿弥陀川 蓬田村 蓬田村土地改良区 2.1 171 5.8 △
中沢溜池 東津軽郡蓬田村 大字中沢 蓬田村 蓬田村土地改良区 3.3 140 10.8 △
太田溜池 東津軽郡蓬田村 大字瀬辺地 蓬田村 自然人 2.2 31 1.4 △
郷沢溜池 東津軽郡蓬田村 大字郷沢字浜田137-245 郷沢自治会 蓬田村土地改良区 2.7 127 21.6 ○ 令和1年11月8日 ○ ○ 令和2年3月30日
開田２号溜池 東津軽郡蓬田村 大字阿弥陀川 蓬田村 蓬田村土地改良区 2.0 165 4.8 △
長科下溜池 東津軽郡蓬田村 大字長科字鶴蝮130-280付近 蓬田村 蓬田村土地改良区 3.8 277 67.8 △ ○
田浦溜池 東津軽郡蓬田村 大字瀬辺地 蓬田村 自然人 3.0 76 6.0 △
板木沢溜池 東津軽郡蓬田村 大字瀬辺地字山田671 大蔵省 自然人 3.6 190 61.6 △ ○
下溜池 東津軽郡蓬田村 大字蓬田字宮本40-210 蓬田自治会 自然人 3.5 100 9.4 ○ 令和1年10月31日 ○ ○ 令和2年3月30日
阿弥陀川溜池 東津軽郡蓬田村 大字阿弥陀川字汐干291-1 阿弥陀川自治会 蓬田村土地改良区 2.7 247 17.6 ○ 令和1年11月8日 ○ ○ 令和2年3月30日
開田3号溜池 東津軽郡蓬田村 大字阿弥陀川 蓬田村 蓬田村土地改良区 1.3 105 1.2 △
中溜池 東津軽郡蓬田村 大字中沢字浪返656 蓬田村 蓬田村土地改良区 3.6 291 43.1 △ ○
下溜池 東津軽郡蓬田村 大字中沢字池田852 蓬田村 蓬田村土地改良区 4.2 435 48.0 ○ 令和1年11月8日 ○
金七沢溜池 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田小国三枚橋 国 自然人 10.4 100 129.6 △ ○
たかのこ溜池 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田小国三枚橋 国 自然人 0.0 0 37.6 △ ○
第２火箱沢溜池 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田中師火箱沢 国 自然人 3.6 57 10.2 △ ○
中岡溜池 東津軽郡外ヶ浜町 蟹田中師苗代沢 国 自然人 3.6 32 24.5 △ ○
桂淵溜池 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田中師火箱沢 国 不明またはその他 1.4 136 4.4 △
上ノ沢溜池 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田外黒山 国 自然人 3.5 86 15.4 △
冷水溜池 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田内黒山 国 自然人 6.5 107 96.0 △ ○
第１帳富溜池 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田大平山元筆界未定地内 財産区 自然人 2.5 25 1.6 ○ 令和1年12月26日
第２帳富溜池 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田大平山元筆界未定地内 財産区 自然人 2.0 79 1.7 ○ 令和1年12月26日
飯田溜池 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田高銅屋 外ヶ浜町 自然人 2.7 23 1.8 △ ○
第１火箱沢溜池 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田中師火箱沢 国 自然人 3.0 64 12.8 △ ○
舘ノ沢溜池 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田中師舘ノ沢 官民共有 自然人 2.8 70 5.4 △ ○
黒山溜池 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田外黒山 国 自然人 5.1 72 78.0 △ ○
金六沢溜池 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田小国三枚橋 官民共有 自然人 8.5 87 232.6 △ ○
内黒山溜池 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田内黒山 外ヶ浜町 自然人 1.8 46 3.9 △
秋田谷溜池 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田大平沢辺 国 自然人 4.6 59 6.8 △
丸尾溜池 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田高銅屋 外ヶ浜町 自然人 2.3 49 3.2 △ ○
大平溜池 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田大平山元筆界未定地内 財産区 不明またはその他 3.5 27 1.9 ○ 令和1年12月26日
田ノ沢溜池 東津軽郡外ヶ浜町 字平舘門の沢 国 水利組合 4.3 26 19.8 △ ○
建石第７５号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 建石町字大曲 自然人 不明またはその他 0.0 0 0.0 ○ 令和2年2月25日
建石第７６号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 建石町字成沢 自然人 不明またはその他 0.0 0 0.0 ○ 令和2年2月25日
建石第７７号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 建石町字大平 自然人 自然人 0.0 0 0.0 ○ 令和2年2月25日
建石第７８号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 建石町字大平 自然人 自然人 0.0 0 0.0 ○ 令和2年2月25日
大堤 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字舞戸町字南禿29 鰺ヶ沢町 自然人 3.0 123 36.0 △ ○
小夜溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字舞戸町字清滝9-14 自然人 自然人 3.0 36 2.5 ○ 令和1年12月18日
桜庭溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字舞戸町字清滝4 鰺ヶ沢町 自然人 5.0 23 2.6 △
北藤溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町平野35 鰺ヶ沢町 自然人 3.5 80 21.6 △ ○
茂平溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町外馬屋74 鰺ヶ沢町 自然人 2.0 350 50.4 △ ○
長谷溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋81 鰺ヶ沢町 自然人 2.4 57 9.0 △ ○
万次郎溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字南浮田町字東田大堤ノ沢1 鰺ヶ沢町 自然人 3.5 40 36.0 △ ○
神安溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字姥袋18 鰺ヶ沢町 自然人 4.0 60 57.6 △ ○
角一溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字石神18 鰺ヶ沢町 自然人 2.5 67 3.2 △
餅ノ沢溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字餅ノ沢86 鰺ヶ沢町 建石水利組合 3.0 175 18.0 △ ○
中村開田溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字中村町字下山ノ井57-1 水利組合 水利組合 6.5 100 30.0 ○ 令和1年10月9日
大平大溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町石神1 鰺ヶ沢町 建石水利組合 6.0 167 297.6 △ ○
種次郎溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平103-1,224-6 自然人 自然人 6.0 74 24.0 ○ 令和1年12月27日 ○ ○ 令和2年3月30日
文吉溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山391-3,403-3,415-5,480-2,485-4 自然人 自然人 5.0 70 24.0 ○ 令和1年12月26日
長平溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字乙音羽山29-1 鰺ヶ沢町 自然人 2.0 50 57.6 △ ○
美ノ捨溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字南浮田町字金沢街道ノ沢21 鰺ヶ沢町 自然人 8.0 53 3.6 △
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今栄溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字舞戸町字鷲見162-1 鰺ヶ沢町 自然人 1.5 40 3.6 △ ○
長寅溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須368 自然人 自然人 3.3 80 2.2 ○ 令和1年12月17日
第1川正 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字平野174-3 自然人 不明またはその他 0.7 60 5.9 ○ 令和2年1月29日
平野溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字平野46-4 自然人 自然人 3.9 45 8.0 ○ 令和1年12月6日
神蔵溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字南浮田町字東田臼ケ久保56 鰺ヶ沢町 自然人 2.0 48 2.2 △ ○
神溜池(１号) 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字南浮田町字東田臼ケ久保8 鰺ヶ沢町 不明またはその他 1.5 30 2.2 △
神溜池(２号) 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字中村町字下清水崎226-2 鰺ヶ沢町 不明またはその他 2.0 70 3.0 △
第１小屋敷溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字雲雀野138 鰺ヶ沢町 自然人 2.8 42 5.0 △ ○
角一溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲188-2、189-2 自然人 自然人 5.0 60 9.0 ○ 令和2年2月12日
利之助溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲226-3 自然人 自然人 6.0 60 2.4 ○ 令和1年12月10日
源次郎溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲町328 鰺ヶ沢町 自然人 5.0 60 6.0 △
森山溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲200-4,202-3 自然人 不明またはその他 2.0 80 6.0 ○ 令和1年12月26日
山田野溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲203-2他 自然人 自然人 3.0 150 21.6 ○ 令和1年12月16日
三郎溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢168-2,172-2 自然人 自然人 6.0 90 30.0 ○ 令和1年12月5日 ○ ○ 令和2年3月30日
木光溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平212-1､212-2 自然人 不明またはその他 8.0 56 24.0 ○ 令和1年12月5日
三次郎溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平203-3 自然人 自然人 3.0 152 24.0 ○ 令和1年12月11日 ○ ○ 令和2年3月30日
葛西溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平276-5 自然人 自然人 4.0 107 10.8 ○ 令和1年12月11日
大平溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平202-2 自然人 不明またはその他 6.0 93 2.4 ○ 令和1年12月11日
第１今須 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須193-1 自然人 自然人 0.7 110 10.8 ○ 令和1年12月19日
神安溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字姥袋17 鰺ヶ沢町 不明またはその他 3.0 40 8.6 △
若山溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山214 鰺ヶ沢町 自然人 3.5 90 18.0 △
雲雀野溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町雲雀野2 鰺ヶ沢町 建石水利組合 4.0 127 70.0 △ ○
第2神昭溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町 自然人 自然人 3.0 64 9.6 ○ 令和2年2月21日
一信溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢188-2 自然人 自然人 2.0 44 8.4 ○ 令和1年12月9日
島田溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山581-1 鰺ヶ沢町 自然人 8.0 49 14.4 △
清造溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山420 自然人 自然人 4.5 38 3.6 △
田一溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山579 鰺ヶ沢町 自然人 2.5 58 18.0 △
平内溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山173-101 自然人 自然人 4.0 40 4.8 ○ 令和1年12月16日
谷口溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町谷口48 鰺ヶ沢町 不明またはその他 2.0 45 4.2 △
神開溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山186-1 自然人 自然人 4.0 40 2.4 △
滝沢溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字谷口43,78-44 自然人 自然人 4.5 40 3.0 ○ 令和1年12月10日
第１谷口溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字谷口69 鰺ヶ沢町 不明またはその他 2.0 59 12.6 △
武四溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字谷口78-38 自然人 自然人 3.5 60 4.3 ○ 令和1年12月13日
花光溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山48 鰺ヶ沢町 自然人 2.0 40 2.9 △
中孝溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字谷口70-2 自然人 自然人 2.5 50 10.2 ○ 令和1年12月23日
森一溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山257 自然人 自然人 4.6 102 36.0 ○ 令和1年12月17日 ○ ○ 令和2年3月30日
湯舟第５１号溜池（３） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲254-8 自然人 不明またはその他 3.0 15 0.0 ○ 令和1年12月5日
正一溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山599 鰺ヶ沢町 自然人 4.8 51 9.6 △
大平溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平218-4 自然人 自然人 2.0 70 2.4 ○ 令和1年12月27日
工永溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山64-55 自然人 自然人 2.4 65 5.8 ○ 令和2年2月12日
湯舟第２４号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山195-217 自然人 自然人 3.5 90 3.2 ○ 令和2年2月12日
湯舟第５号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲329 鰺ヶ沢町 自然人 2.4 25 3.1 △
湯舟第7号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲218-4 自然人 自然人 2.5 45 1.7 ○ 令和2年2月12日
小屋敷第2号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾316-11 自然人 自然人 5.0 92 1.4 ○ 令和1年12月10日
小屋敷第１号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾316-3 自然人 自然人 1.5 53 5.0 ○ 令和2年2月12日
一本松溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字中村町上清水崎120-134 自然人 自然人 2.0 70 10.2 ○ 令和1年12月23日
神吉溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾171-12 自然人 自然人 1.6 25 3.6 △
健造溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢195-1、大平199-13,199-278 自然人 自然人 6.0 57 4.8 ○ 令和2年2月12日
三郎溜池第１号 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢181-2 自然人 自然人 2.0 80 5.8 ○ 令和1年12月8日
湯舟第10号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾169-85 自然人 自然人 3.0 75 1.7 △
長平第９号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山64-254 自然人 自然人 1.7 44 2.9 ○ 令和1年12月15日
長平第22号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山64-275 自然人 自然人 2.5 64 1.6 ○ 令和1年12月11日
建石第66号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石字大平4-3 鰺ヶ沢町 自然人 4.0 47 3.0 △
湯舟第33号溜池（３） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山209-2 自然人 自然人 4.0 48 5.5 ○ 令和1年12月10日
第二小屋敷 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋79 鰺ヶ沢町 不明またはその他 2.0 54 5.8 △
鶴栄溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲195-2 自然人 自然人 4.3 45 1.8 ○ 令和1年12月24日
米太郎溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山356-1　他（筆界未定地） 自然人 自然人 3.0 44 12.0 ○ 令和1年12月23日
遠来溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲207-4 自然人 自然人 1.2 42 3.6 ○ 令和1年12月13日
神昭溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平41-3、277-4 自然人 自然人 0.7 25 1.4 △
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建石第39号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平276-6 自然人 自然人 5.0 45 12.6 ○ 令和1年12月11日
境溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平199-315 自然人 自然人 1.6 21 3.6 ○ 令和1年12月9日
工貞 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山64-320 自然人 自然人 2.7 38 7.2 △
湯舟第６８号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山195-40,195-224 自然人 自然人 4.0 45 10.3 ○ 令和1年12月19日
中村第６号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字中村町字上清水崎190-2 自然人 自然人 5.0 42 6.7 ○ 令和1年12月20日
間木開田溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字中村町字上清水崎236-1 水利組合 自然人 1.2 40 5.8 ○ 令和2年2月12日
中浜 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山64-273 自然人 自然人 2.3 50 4.3 ○ 令和2年2月12日
湯舟第１４号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾223-3 自然人 自然人 6.0 100 16.2 ○ 令和2年2月12日
第三小屋敷 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋120-2 自然人 自然人 1.8 40 1.1 ○ 令和1年12月27日
太川 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須151 鰺ヶ沢町 不明またはその他 2.3 93 18.4 △
北浮田第５号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須241-1 自然人 自然人 3.1 33 2.2 ○ 令和1年12月25日
北浮田第２３号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須186-2 自然人 自然人 3.8 81 10.9 ○ 令和1年12月18日
北浮田２８号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須171-4 自然人 自然人 5.0 46 9.5 ○ 令和1年12月18日
北浮田４５号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋90-2 自然人 自然人 2.7 44 3.3 ○ 令和2年1月29日 ○ ○ 令和2年3月30日
建石第３号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字雲雀野13-2 自然人 自然人 3.7 34 7.9 ○ 令和1年12月4日 ○ ○ 令和2年3月30日
建石第１３号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢56 自然人 自然人 3.2 28 3.6 ○ 令和2年2月12日
建石第１４号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢64-2 自然人 自然人 5.4 170 49.4 ○ 令和2年1月8日 ○ ○ 令和2年3月30日
湯舟第２号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山194-26 自然人 自然人 4.6 141 17.1 ○ 令和1年12月19日
湯舟第１２号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲158-1,204-1 自然人 自然人 5.2 41 9.9 ○ 令和1年12月25日
湯舟第17号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山198-2 自然人 自然人 2.4 60 10.2 ○ 令和1年12月18日
湯舟第１８号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山195-62 自然人 自然人 3.0 18 9.5 ○ 令和1年12月19日
湯舟第１９号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山201-3 自然人 自然人 4.0 50 9.0 ○ 令和1年12月25日
湯舟第20号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山195-215 自然人 自然人 4.5 35 3.8 ○ 令和1年12月18日
湯舟第２６号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字苦蕨2 自然人 自然人 4.0 64 5.4 ○ 令和1年12月13日
正樹溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山601 鰺ヶ沢町 自然人 5.7 27 13.1 △
湯舟第31号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山176-6、215 自然人 自然人 6.0 82 24.6 △
湯舟第５８号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢175-3,178-2 自然人 自然人 4.2 45 6.0 ○ 令和1年12月24日
湯舟第６１号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢182-1 自然人 自然人 4.6 65 18.7 ○ 令和1年12月8日
建石第４２号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平223-2 自然人 不明またはその他 6.0 42 15.4 ○ 令和1年12月5日
建石第６７号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石字大平183､184-3 自然人 自然人 3.0 16 19.3 ○ 令和1年11月21日
建石第６０号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平128-2 自然人 自然人 3.3 48 7.3 ○ 令和2年2月21日
建石第６１号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平165-2 自然人 自然人 3.2 40 7.8 ○ 令和1年12月20日
湯舟第６９号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平199-284,199-290 自然人 自然人 4.0 55 7.9 ○ 令和1年12月26日
湯舟第６７号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平199-22 自然人 自然人 3.2 60 10.9 ○ 令和1年12月22日
湯舟第７９号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山351 自然人 自然人 3.6 25 3.5 ○ 令和2年2月12日
湯舟第８０号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾314-1 自然人 自然人 2.7 13 0.7 ○ 令和2年2月12日
建石第６２号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平189-2 自然人 自然人 3.8 90 10.6 △
湯舟第７２号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾306-4 自然人 自然人 3.0 55 11.0 ○ 令和1年12月18日
湯舟第７３号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾311-4 自然人 自然人 5.3 68 47.4 ○ 令和2年1月9日 ○ ○ 令和2年3月30日
湯舟第７６号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾314-1 自然人 自然人 2.7 32 0.8 ○ 令和2年2月12日
湯舟第７８号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾313-4 自然人 自然人 2.2 86 1.6 ○ 令和2年2月12日
長平第７号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山64-337 鰺ヶ沢町 自然人 4.6 38 7.4 △
長平第12号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山65-386 自然人 自然人 2.0 41 0.0 ○ 令和1年12月18日
中村第１号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字中村町字下清水崎321-19 水利組合 水利組合 2.5 48 6.0 ○ 令和1年10月9日
湯舟第７５号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山195-116 自然人 自然人 5.0 28 7.0 ○ 令和1年12月18日
湯舟第６５号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山195-117 自然人 自然人 4.7 56 8.2 ○ 令和1年12月18日
湯舟第６７号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山195-222,195-40 自然人 不明またはその他 5.2 50 16.4 ○ 令和2年1月29日
湯舟第７３号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山195-137 自然人 自然人 2.9 38 5.0 △
湯舟第60号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 鰺ヶ沢町 自然人 5.2 44 12.6 △
湯舟第５３号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山334-2 自然人 自然人 5.4 30 15.0 ○ 令和1年12月26日
中村第４号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字中村町字上清水崎255 自然人 自然人 3.5 57 6.3 ○ 令和1年12月19日
中村第５号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字中村町字上清水崎261-2 自然人 自然人 2.6 43 4.5 ○ 令和1年12月21日
湯舟第５１号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山267-2 自然人 自然人 5.9 88 98.3 ○ 令和2年1月27日 ○ ○ 令和2年3月30日
湯舟第５０号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山195-32 自然人 自然人 5.0 28 2.4 ○ 令和1年12月18日
湯舟第４８号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山260-1 自然人 自然人 5.2 127 74.2 ○ 令和1年12月18日 ○ ○ 令和2年3月30日
湯舟第４７号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山581-1 鰺ヶ沢町 自然人 5.0 49 21.9 △
湯舟第４１号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町若山356-1他(筆界未定地) 自然人 自然人 3.0 12 1.4 ○ 令和2年2月21日
湯舟第４０号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町甲音羽山195-2,195-3 自然人 自然人 2.8 80 4.6 ○ 令和1年12月19日
長平第５０号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山201-5 自然人 自然人 2.8 40 3.8 ○ 令和1年12月18日
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長平第４９号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山198-3 自然人 自然人 2.5 30 3.2 ○ 令和1年12月24日
長平第４４号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山227-1 鰺ヶ沢町 自然人 2.8 39 1.8 △
長平第４３号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山159-2 自然人 自然人 2.0 52 2.2 ○ 令和1年12月18日
長平第２号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字谷口82-53 自然人 自然人 2.7 76 1.7 ○ 令和1年12月20日
中村第７号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字谷口76-6 自然人 不明またはその他 2.2 46 6.2 ○ 令和1年12月30日
神徳溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町 鰺ヶ沢町 不明またはその他 2.5 130 6.3 △
第２今須 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町 鰺ヶ沢町 不明またはその他 3.0 22 0.9 △
第３今須 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須194-2 自然人 自然人 2.8 23 0.5 ○ 令和2年2月14日
北浮田第11号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町今須271-3 自然人 自然人 3.4 50 4.6 △
北浮田第12号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須434-2 自然人 自然人 2.8 38 2.3 △
北浮田第6号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須248-2 自然人 自然人 2.4 20 1.7 △
北浮田第7号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須250-1 自然人 自然人 4.6 30 2.7 ○ 令和1年12月19日
北浮田第9号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須120 鰺ヶ沢町 不明またはその他 5.2 58 18.9 △
北浮田第14号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須285-3 自然人 自然人 4.0 58 5.2 ○ 令和1年12月17日
北浮田第17号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須377-2 自然人 自然人 2.0 36 1.8 ○ 令和1年12月18日
北浮田第22号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須184-2 自然人 自然人 3.0 37 0.9 ○ 令和1年12月26日
北浮田第24号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須185-2 自然人 自然人 2.4 31 0.6 △
北浮田第18号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字平野185-1 自然人 自然人 4.2 20 1.5 △
北浮田第19号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字平野182 自然人 自然人 4.4 31 1.3 ○ 令和2年1月29日
北浮田第25号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須178-2 自然人 自然人 3.3 35 1.6 ○ 令和1年12月18日
北浮田第27号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須170-3 自然人 自然人 3.0 23 1.9 △
北浮田第26号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須176-3 自然人 自然人 2.5 26 0.6 ○ 令和2年2月14日
北浮田第30号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須81-1 自然人 自然人 3.0 40 1.8 ○ 令和1年12月19日
北浮田第32号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町平野20 自然人 自然人 2.0 35 0.5 ○ 令和1年12月24日
北浮田第35号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字平野1他（筆界未定地） 自然人 自然人 4.2 30 3.3 ○ 令和1年12月27日
北浮田第36号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字新沢106 自然人 自然人 0.5 21 1.4 ○ 令和2年2月14日
北浮田第37号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字新沢105-2 自然人 自然人 2.5 35 1.4 △
北浮田第33号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町 自然人 不明またはその他 3.0 35 1.2 ○ 令和2年2月28日
北浮田第39号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字新沢82 自然人 自然人 2.5 30 4.2 ○ 令和1年11月27日
北浮田第40号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字新沢23-1 自然人 自然人 2.5 50 2.2 ○ 令和1年12月21日
北浮田第41号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋136 自然人 自然人 2.5 32 2.2 ○ 令和1年12月21日
北浮田第43号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋121-2 自然人 自然人 3.0 25 2.9 ○ 令和1年12月18日
北浮田第48号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋93-4 自然人 自然人 2.5 60 2.0 ○ 令和2年1月29日
北浮田第44号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋91-2 自然人 自然人 3.0 25 2.6 △
北浮田第47号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋97-2 自然人 自然人 3.5 13 1.9 ○ 令和2年2月14日
北浮田第46号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋95-2 自然人 自然人 1.8 45 2.5 ○ 令和1年12月27日
北浮田第50号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋149-2 自然人 自然人 3.0 20 1.6 ○ 令和1年12月24日
北浮田第51号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋179-1 自然人 自然人 2.5 20 2.0 △
北浮田第52号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋152-2 自然人 自然人 2.5 20 2.2 ○ 令和2年1月29日
北浮田第53号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 つがる市森田町大舘勝山31-269 自然人 自然人 2.0 30 1.6 ○ 令和2年2月17日
北浮田第62号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋117-1 自然人 自然人 3.0 45 1.8 ○ 令和2年2月14日
北浮田第61号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋116-1 自然人 自然人 5.0 20 1.4 ○ 令和1年12月21日
北浮田第60号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋町68-2 自然人 自然人 1.7 24 2.0 △
北浮田第59号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋164-4 自然人 自然人 2.0 30 1.8 ○ 令和1年12月23日
北浮田第34号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町 自然人 自然人 3.0 40 3.0 △
北浮田第58号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋163､167-19 自然人 自然人 3.0 70 2.9 ○ 令和1年12月20日
北浮田第56号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋168-1 自然人 自然人 3.0 80 5.3 △
北浮田第55号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋168-3 自然人 自然人 3.0 50 5.0 ○ 令和1年12月19日
北浮田第54号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字外馬屋168-4 自然人 自然人 4.5 30 4.2 ○ 令和1年12月20日
建石第2号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字雲雀野87-3 国 自然人 3.3 70 6.5 △ ○
建石第6号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町 自然人 不明またはその他 1.7 55 3.4 ○ 令和2年1月29日
建石第7号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲154-5 自然人 自然人 4.0 80 2.9 ○ 令和2年2月14日
建石第8号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲161-2 自然人 自然人 3.0 60 5.4 ○ 令和1年12月20日
建石第9号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲158-5 自然人 自然人 3.0 30 2.6 △
建石第10号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲167-3 自然人 自然人 4.0 20 3.8 ○ 令和2年1月24日
建石第11号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲167-12 自然人 自然人 2.5 10 2.4 △
建石第15号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢69 自然人 自然人 3.6 30 3.6 ○ 令和2年2月14日
建石第16号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢73 自然人 自然人 1.0 75 3.0 ○ 令和2年2月14日
建石第19号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢104-4 自然人 自然人 2.8 100 5.5 ○ 令和1年12月24日
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建石第21号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢135-2 自然人 不明またはその他 3.0 60 1.4 ○ 令和2年1月29日
建石第22号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢14､118-4 鰺ヶ沢町 自然人 3.1 61 1.4 △
建石第23号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢13,15-3 官民共有 自然人 2.8 40 1.7 ○ 令和1年12月18日
建石第25号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字餅ノ沢65-3 自然人 自然人 2.3 70 4.3 ○ 令和1年12月19日
湯舟第1号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山194-7 自然人 自然人 5.5 30 5.2 △
小屋敷第3号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾208-1 鰺ヶ沢町 自然人 2.5 20 1.9 △
小屋敷第4号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾209-1 鰺ヶ沢町 自然人 2.7 40 4.6 △
湯舟第9号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲202-2 自然人 自然人 2.5 38 3.4 ○ 令和1年12月5日
湯舟第28号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲213-4,213-5 自然人 自然人 3.5 60 7.0 ○ 令和2年1月9日
湯舟第16号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山195-218 自然人 自然人 3.5 53 6.5 ○ 令和1年12月18日
湯舟第22号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山205-3 自然人 自然人 5.0 44 3.4 ○ 令和1年12月18日
湯舟第25号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字苦蕨1 鰺ヶ沢町 自然人 2.0 50 1.7 △
湯舟第28号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾249-2 自然人 自然人 3.0 45 1.7 △
湯舟第1号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字中村町字下清水崎173-186 鰺ヶ沢町 自然人 4.0 25 3.8 △
湯舟第3号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字中村町字下清水崎336 自然人 水利組合 4.0 20 2.6 △
湯舟第4号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾317 自然人 自然人 3.0 52 0.0 ○ 令和1年12月21日
湯舟第５号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 自然人 4.5 45 2.2 ○ 令和2年2月3日
湯舟第6号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町若山503-2 自然人 自然人 3.0 60 8.2 △
湯舟第11号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山509-3,520-3 自然人 自然人 3.0 38 2.6 ○ 令和2年2月14日
湯舟第7号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山168-41,499-2,516 自然人 自然人 3.0 154 10.6 ○ 令和1年12月19日
木村溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢166-1 自然人 自然人 2.5 35 6.0 △
大平溜池（18号） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町 自然人 自然人 6.0 50 12.0 ○ 令和2年1月17日
湯舟第32号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山218-4 自然人 自然人 3.0 100 4.0 ○ 令和2年2月21日
湯舟第34号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山218-3 自然人 自然人 4.0 18 1.2 ○ 令和2年2月21日
湯舟第39号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾279-4 自然人 自然人 2.5 40 2.4 ○ 令和2年1月24日
湯舟第40号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾278-2 自然人 自然人 2.5 30 1.3 ○ 令和2年1月24日
湯舟第35号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町七尾176-9､290､334 自然人 自然人 3.0 35 8.9 ○ 令和2年2月21日
湯舟第53号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢158-8 自然人 自然人 3.0 30 3.0 ○ 令和1年12月25日
湯舟第54号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲205-3 自然人 自然人 4.2 40 4.1 ○ 令和1年12月20日
湯舟第42号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字小屋敷町字クゴ谷地3 鰺ヶ沢町 自然人 1.7 30 5.4 △
湯舟第43号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾285-3 鰺ヶ沢町 自然人 5.0 95 3.2 △
湯舟第44号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字小屋敷町字クゴ谷地1 鰺ヶ沢町 不明またはその他 4.4 50 4.6 △
湯舟第45号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲250-4 自然人 自然人 4.5 65 6.7 ○ 令和1年12月23日
湯舟第46号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲250-9 自然人 自然人 3.5 10 4.2 ○ 令和1年12月23日
湯舟第47号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾299 自然人 自然人 3.0 39 4.0 ○ 令和1年12月21日
湯舟第49号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲89-1､252-1､330 自然人 自然人 3.5 20 1.4 △
湯舟第50号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲252-3 自然人 自然人 2.4 50 5.3 ○ 令和1年12月21日
湯舟第52号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲253-6 自然人 自然人 3.8 30 6.8 ○ 令和1年12月5日
建石第29号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町大平15-7 自然人 自然人 1.4 20 3.2 ○ 令和1年12月23日
建石第33号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平284-4 自然人 自然人 1.8 65 3.5 ○ 令和1年12月27日
建石第32号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平65-3､66-5 自然人 自然人 2.8 25 3.4 △
建石第34号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平281-3 自然人 自然人 3.6 55 12.4 ○ 令和1年12月26日
建石第36号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平256-4 自然人 自然人 2.5 44 5.8 ○ 令和1年12月19日
建石第35号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平268-1 自然人 自然人 2.0 90 7.4 ○ 令和2年1月17日
建石第38号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平202-3 鰺ヶ沢町 不明またはその他 0.0 0 0.0 △
湯舟第59号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢177-3 自然人 自然人 3.5 40 1.6 ○ 令和2年1月31日
湯舟第60号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町建石町字成沢181-1 自然人 自然人 2.7 69 3.4 △
建石第44号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平222-4 自然人 自然人 3.3 55 9.0 ○ 令和2年2月14日
建石第46号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平225-2 鰺ヶ沢町 自然人 2.4 55 6.6 △
建石第47号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平261-1 自然人 自然人 0.0 0 0.0 ○ 令和1年12月23日
建石第48号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平252-2 自然人 自然人 3.0 80 4.1 △
建石第49号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平252-3 自然人 自然人 4.0 45 2.6 △
建石第50号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平238-3 自然人 自然人 5.5 60 8.0 ○ 令和2年1月24日
建石第51号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平90 自然人 自然人 3.8 145 1.7 ○ 令和1年12月26日
建石第54号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平125-2 自然人 自然人 3.0 55 2.2 ○ 令和1年12月23日
建石第53号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平91-2 自然人 自然人 2.8 75 4.3 ○ 令和1年12月26日
建石第56号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平130-3 自然人 自然人 1.7 45 4.8 ○ 令和2年2月14日
建石第55号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平195-3 自然人 自然人 1.6 50 3.5 ○ 令和2年2月14日
建石第57号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平127-3 自然人 自然人 2.9 40 2.4 ○ 令和2年2月14日
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建石第69号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平199-2、199-7 自然人 自然人 2.8 128 5.0 △
建石第58号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平 自然人 自然人 2.7 110 7.0 ○ 令和2年2月21日
湯舟第63号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢194-6 自然人 自然人 3.0 60 11.5 ○ 令和1年12月24日
湯舟第64号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字成沢194-5 自然人 自然人 2.0 30 4.3 △
湯舟第66号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平199-279 自然人 自然人 4.0 71 2.4 △
湯舟第65号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平199-281 自然人 自然人 2.0 45 5.2 ○ 令和2年2月14日
湯舟第70号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平199-292 自然人 自然人 7.5 100 3.2 ○ 令和1年12月25日
建石第70号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平175、176-3 自然人 自然人 3.6 100 3.1 △
湯舟第74号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾311-4 自然人 自然人 3.0 24 4.6 △
建石第72号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平199-227 自然人 自然人 3.5 36 2.0 △
建石第73号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平199-316 自然人 自然人 1.5 25 4.6 △
湯舟第75号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾307-1,309 自然人 自然人 3.5 30 3.8 ○ 令和2年1月9日
湯舟第89号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平199-277 自然人 不明またはその他 1.5 45 1.6 ○ 令和2年1月29日
長平第2号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山64-295 自然人 自然人 3.0 60 1.6 ○ 令和1年12月25日
長平第4号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山64-276 自然人 自然人 2.4 64 3.6 ○ 令和2年1月20日
長平第6号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山64-6 自然人 自然人 1.0 15 3.1 △
長平第12号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山50 鰺ヶ沢町 不明またはその他 1.5 30 1.8 △
長平第15号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山91-3 自然人 自然人 1.5 20 1.7 ○ 令和1年12月23日
長平第13号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山103 自然人 自然人 3.0 60 1.3 ○ 令和1年12月25日
長平第24号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山112-10 自然人 不明またはその他 2.0 65 2.9 ○ 令和1年12月21日
長平第23号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山64-167 自然人 不明またはその他 4.0 30 2.0 ○ 令和1年12月25日
長平第17号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町 自然人 自然人 1.5 60 6.6 ○ 令和2年2月14日
長平第18号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町 自然人 自然人 1.5 35 7.6 △
建石第63号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町 自然人 自然人 2.5 60 4.2 △
湯舟第56号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 自然人 2.5 45 7.0 ○ 令和2年12月5日
湯舟第57号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 不明またはその他 6.5 25 7.8 △
長平第4号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町 自然人 自然人 2.8 49 5.0 ○ 令和2年12月24日
長平第5号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町 自然人 自然人 3.0 20 1.4 ○ 令和1年12月24日
長平第8号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 自然人 1.5 55 8.2 ○ 令和1年12月15日
長平第10号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町 自然人 自然人 4.0 34 12.6 △
中村第2号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字中村町 自然人 自然人 2.3 66 24.5 ○ 令和2年2月14日
湯舟第15号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 自然人 2.8 34 3.8 ○ 令和1年12月18日
湯舟第16号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 自然人 2.0 59 5.8 ○ 令和1年10月1日
湯舟第19号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 自然人 4.6 37 11.5 ○ 令和1年12月23日
湯舟第21号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 自然人 2.5 55 5.0 ○ 令和1年11月28日
湯舟第63号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 自然人 3.0 63 7.9 △
湯舟第80号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 自然人 3.5 37 2.2 ○ 令和1年12月27日
湯舟第76号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山195-123 自然人 自然人 2.3 18 3.8 ○ 令和1年12月26日
湯舟第64号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 自然人 3.7 30 7.7 △
湯舟第74号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 自然人 0.0 0 4.6 ○ 令和2年2月14日
湯舟第72号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 自然人 3.2 31 10.3 △
湯舟第23号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山483-2 自然人 自然人 4.2 50 7.7 △
湯舟第24号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山483-3 自然人 自然人 3.0 50 16.3 △
湯舟第27号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 自然人 3.6 48 6.5 △
湯舟第32号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山152-2 自然人 自然人 2.4 43 2.6 ○ 令和1年12月25日
湯舟第33号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 不明またはその他 3.0 49 2.9 ○ 令和2年2月14日
建石第１２号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町 鰺ヶ沢町 自然人 1.5 26 0.7 △
今伝溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字保木原 鰺ヶ沢町 不明またはその他 2.5 36 0.7 △
湯舟第７７号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 自然人 2.0 68 0.9 ○ 令和2年2月12日
湯舟第６８号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平199-283 自然人 自然人 2.5 40 2.0 ○ 令和1年12月22日
北浮田第8号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町 自然人 自然人 5.0 32 2.7 ○ 令和2年2月12日
北浮田第38号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町 鰺ヶ沢町 不明またはその他 1.7 15 0.1 △
建石第26号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字餅ノ沢63-10 自然人 自然人 1.5 37 0.2 ○ 令和1年12月21日
湯舟第3号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 自然人 1.0 50 0.2 ○ 令和2年2月12日
湯舟第15号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大曲227-1 自然人 自然人 3.0 36 0.7 ○ 令和1年12月10日
北浮田第16号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町 自然人 自然人 2.0 30 0.7 ○ 令和2年2月14日
黒森溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字深谷町字黒森175 自然人 自然人 2.5 37 1.0 ○ 令和1年12月25日
花勝溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山64-229 自然人 自然人 2.0 47 1.6 ○ 令和1年12月15日
一戸堤（1） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字松代町 自然人 自然人 2.0 30 0.7 ○ 令和2年2月14日
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湯舟第36号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 鰺ヶ沢町 自然人 2.2 30 0.6 △
湯舟第38号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾282-1 自然人 自然人 3.5 96 0.0 ○ 令和1年12月23日
湯舟第41号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字小屋敷町字クゴ谷地6-1 自然人 自然人 2.5 32 0.8 ○ 令和1年12月26日
建石第30号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平86-2 自然人 自然人 2.7 60 0.2 ○ 令和1年12月23日
建石第31号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平79-2 自然人 自然人 2.0 30 1.0 ○ 令和1年12月26日
建石第64号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町 鰺ヶ沢町 不明またはその他 1.8 33 0.9 △
長平第1号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町 鰺ヶ沢町 自然人 1.8 32 0.7 △
長平第20号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山70-2 自然人 自然人 1.5 21 0.4 ○ 令和2年1月7日
長平第21号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山70-2 自然人 自然人 1.7 12 0.3 ○ 令和2年1月7日
湯舟第17号溜池（３） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 自然人 1.4 19 0.7 △
湯舟第35号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山137-3 自然人 自然人 4.8 69 2.9 ○ 令和1年12月23日
湯舟第84号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町 自然人 自然人 0.0 0 1.6 △
湯舟第37号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山197-3 自然人 自然人 3.6 60 7.3 ○ 令和1年12月15日
湯舟第8号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山199-2 自然人 自然人 3.0 70 3.8 ○ 令和2年2月14日
湯舟第51号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山64-285 自然人 自然人 1.7 34 0.8 ○ 令和2年2月14日
長平第48号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山65-314 自然人 自然人 2.5 60 1.0 ○ 令和2年2月12日
長平第38号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山171 自然人 自然人 2.1 24 0.3 ○ 令和2年1月15日
長平第36号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山176-2 自然人 自然人 1.7 47 1.1 ○ 令和2年1月6日
長平第37号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町 鰺ヶ沢町 自然人 1.8 31 0.7 △
長平第34号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山180-2,210-2 自然人 自然人 1.8 41 2.8 ○ 令和1年12月10日
湯舟第35号溜池（３） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山178-1 自然人 自然人 2.2 117 6.7 ○ 令和1年12月23日
長平第32号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山176-2 自然人 自然人 2.0 63 2.6 ○ 令和2年1月6日
長平第30号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山63-93 自然人 自然人 0.0 0 0.0 ○ 令和2年1月27日
長平第20号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町 自然人 自然人 1.8 30 1.6 △
長平第18号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町 鰺ヶ沢町 自然人 2.0 27 0.8 △
長平第17号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町 自然人 自然人 2.0 33 2.9 ○ 令和2年2月14日
長平第16号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町 鰺ヶ沢町 自然人 2.3 82 6.4 △
長平第15号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山125-2 自然人 自然人 2.5 40 1.7 ○ 令和1年12月27日
長平第１3号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字中村町字上清水崎285-2 自然人 自然人 2.0 40 3.5 ○ 令和1年12月27日
長平第1号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字谷口57-1 自然人 自然人 0.0 0 0.9 ○ 令和2年2月14日
長平第8号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字谷口76-7 自然人 自然人 1.9 60 2.1 ○ 令和1年12月30日
中村第10号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字谷口78-8 自然人 自然人 2.0 20 0.3 ○ 令和1年12月24日
黒森溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字深谷町 鰺ヶ沢町 自然人 5.0 44 10.5 △
建石第43号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町大平206-7 自然人 自然人 0.0 0 0.0 ○ 令和2年1月30日
湯舟第86号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平199-74,199-75 自然人 自然人 4.3 104 2.7 ○ 令和1年12月23日
湯舟第88号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平199-205、199-277 自然人 自然人 4.5 76 3.9 ○ 令和2年2月21日
湯舟第85号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字建石町字大平199211､199-212 自然人 自然人 2.2 29 1.0 ○ 令和2年2月21日
長平第8号溜池（３） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山64-315 自然人 自然人 2.0 38 1.7 △
長平第11号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山64-175 自然人 自然人 2.5 43 1.4 ○ 令和2年2月21日
長沼 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字今須160 鯵ヶ沢町 不明またはその他 2.0 90 134.5 △
今一溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町平野165-1 自然人 自然人 1.7 8 0.7 ○ 令和1年12月24日
北浮田第31号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字北浮田町字平野30 自然人 自然人 3.0 40 1.1 ○ 令和1年12月24日
湯舟第2号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾169-47 自然人 自然人 2.8 66 1.1 ○ 令和1年12月19日
湯舟第4号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾171-1 自然人 不明またはその他 2.8 49 2.6 ○ 令和2年2月14日
長平第6号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町 自然人 不明またはその他 3.0 24 0.0 ○ 令和2年2月20日
湯舟第12号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山541-3 自然人 自然人 7.5 77 4.5 ○ 令和1年12月23日
湯舟第13号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若宮537-6 自然人 自然人 2.5 32 0.5 ○ 令和1年12月26日
湯舟第14号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山535,537-5 自然人 自然人 3.7 49 3.0 ○ 令和2年2月3日
湯舟第20号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山507 自然人 自然人 4.3 63 9.5 ○ 令和1年12月26日
湯舟第62号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山288 自然人 自然人 1.8 19 0.9 ○ 令和1年12月27日
湯舟第71号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山195-137 自然人 自然人 3.2 40 1.7 ○ 令和1年12月28日
湯舟第59号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山601 鰺ヶ沢町 自然人 5.7 27 11.7 △
湯舟第22号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町和歌山408 鰺ヶ沢町 自然人 2.5 44 3.1 △
湯舟第31号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字七尾34-1 自然人 自然人 2.2 29 0.7 ○ 令和2年2月14日
湯舟第46号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山580-1 鰺ヶ沢町 自然人 4.3 35 6.0 △
湯舟第36号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山193-3 自然人 自然人 2.5 62 2.5 ○ 令和2年1月24日
長平第39号溜池（１） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山196,236-2 自然人 自然人 1.8 37 0.4 ○ 令和1年12月19日
湯舟第41号溜池（３） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町甲音羽山229-1 鰺ヶ沢町 自然人 1.6 34 0.9 △
長平第42号溜池 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字甲音羽山158-2 自然人 自然人 1.7 16 0.5 ○ 令和2年2月14日
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農業用ため池の名称 　　所　　在　　地 所有者の名称 管理者の名称
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の指定年月日

長平第39号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町甲音羽山172-2 自然人 自然人 0.0 0 1.0 △
長平第19号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町甲音羽山129-3 自然人 自然人 3.8 68 3.1 ○ 令和1年12月10日
長平第3号溜池（２） 西津軽郡鰺ヶ沢町 大字長平町字谷口77-1 自然人 自然人 1.6 22 0.5 ○ 令和1年12月26日
大戸瀬 西津軽郡深浦町 大字田野沢成瀬199、216-93 自然人 自然人 6.0 20 1.2 ○ 令和1年11月17日
驫木２号溜池 西津軽郡深浦町 大字驫木字三浦12 自然人 自然人 3.0 150 18.0 ○ 令和1年11月11日
驫木４号溜池 西津軽郡深浦町 大字驫木字鶴緑83 自然人 自然人 5.0 59 42.0 ○ 令和1年11月20日 ○ ○ 令和2年3月30日
驫木5号溜池 西津軽郡深浦町 大字驫木字根株15 自然人 不明またはその他 2.7 40 1.2 ○ 令和1年11月17日
驫木7号溜池 西津軽郡深浦町 大字追良瀬 深浦町 自然人 4.0 180 36.0 △ ○
驫木8号溜池 西津軽郡深浦町 大字追良瀬字塩見山平211-366 自然人 自然人 1.5 55 1.2 ○ 令和1年12月18日
驫木10号溜池 西津軽郡深浦町 大字追良瀬字塩見山平169、236、230 自然人 自然人 2.0 70 4.4 ○ 令和1年11月18日 ○ ○ 令和2年3月30日
驫木１１号溜池 西津軽郡深浦町 大字轟木字津山 自然人 自然人 4.8 40 14.4 ○ 令和1年12月27日
上晴山溜池 西津軽郡深浦町 大字風合瀬字大磯142-41 自然人 自然人 3.0 64 1.2 ○ 令和1年12月25日 ○ ○ 令和2年3月30日
広戸２号溜池 西津軽郡深浦町 大字広戸字家野上88-1 自然人 自然人 2.0 47 1.6 ○ 令和1年11月17日 ○ ○ 令和2年3月30日
広戸３号溜池 西津軽郡深浦町 大字広戸字家野上84 自然人 自然人 3.0 25 1.6 ○ 令和1年11月27日 ○ ○ 令和2年3月30日
広戸４号溜池 西津軽郡深浦町 大字広戸字家野上84 自然人 自然人 3.0 35 1.2 ○ 令和1年11月27日 ○ ○ 令和2年3月30日
岡町１号 西津軽郡深浦町 大字深浦字岡町 深浦町 自然人 4.0 72 1.8 △ ○
大館１号 西津軽郡深浦町 大字深浦字大舘242-30 自然人 自然人 2.5 43 6.0 ○ 令和1年11月25日
白土山１号 西津軽郡深浦町 大字深浦字寅平 深浦町 自然人 3.0 38 1.2 △ ○
横磯２号 西津軽郡深浦町 大字横磯字鷲野木平98-101 横磯水利組合 横磯水利組合 10.0 98 24.0 ○ 令和1年11月20日 ○ ○ 令和2年3月30日
津軽平１号 西津軽郡深浦町 大字長慶平字津軽平 深浦町 自然人 3.0 120 1.2 △
驫木１号溜池 西津軽郡深浦町 大字驫木字三浦23-1 自然人 自然人 2.0 50 2.8 ○ 令和1年11月11日
宮津２号溜池 西津軽郡深浦町 大字風合瀬字中砂子川196-1 自然人 自然人 2.5 60 2.2 ○ 令和1年12月23日
宮津３号溜池 西津軽郡深浦町 大字風合瀬 自然人 自然人 3.0 32 0.7 ○ 令和1年11月15日
宮津４号溜池 西津軽郡深浦町 大字風合瀬中砂子川175-2 自然人 自然人 2.0 50 1.2 ○ 令和1年11月15日
宮津５号溜池 西津軽郡深浦町 大字風合瀬字中砂子川188-1 自然人 自然人 1.8 193 1.6 ○ 令和1年11月18日 ○ ○ 令和2年3月30日
宮津６号溜池 西津軽郡深浦町 大字風合瀬字中砂子川201-1 自然人 自然人 2.5 149 2.3 ○ 令和1年12月25日 ○ ○ 令和2年3月30日
宮津７号溜池 西津軽郡深浦町 大字風合瀬字中砂子川202-6 自然人 不明またはその他 3.5 60 2.2 ○ 令和1年11月27日
宮津９号溜池 西津軽郡深浦町 大字風合瀬 深浦町 自然人 3.0 72 2.2 △
横磯３号溜池 西津軽郡深浦町 大字深浦字岡崎大間98-52 自然人 不明またはその他 5.0 25 1.6 ○ 令和1年12月25日
横磯５号溜池 西津軽郡深浦町 大字深浦字岡崎大間98-6 自然人 自然人 3.0 40 1.2 ○ 令和1年11月18日
小福浦１号 西津軽郡深浦町 大字横磯字葉野木平112-7 自然人 自然人 2.0 40 1.2 ○ 令和1年11月12日
月屋２号 西津軽郡深浦町 大字月屋 深浦町 自然人 3.0 60 1.2 △
月屋１号 西津軽郡深浦町 大字月屋 深浦町 自然人 3.5 93 1.8 △
風合瀬 西津軽郡深浦町 大字風合瀬 深浦町 自然人 14.0 66 100.8 △ ○
驫木１２号 西津軽郡深浦町 大字驫木 深浦町 自然人 10.0 81 115.2 △
田野沢２号 西津軽郡深浦町 大字田野沢字物見坂7-1 自然人 自然人 4.0 35 1.2 ○ 令和1年11月14日
轟木９号溜池 西津軽郡深浦町 大字追良瀬字塩見山平238 自然人 自然人 2.6 99 1.0 ○ 令和1年12月18日 ○ ○ 令和2年3月30日
広戸１号溜池 西津軽郡深浦町 大字広戸字家野上126-9 水利組合 水利組合 1.5 36 1.0 ○ 令和1年11月11日
舮作２号 西津軽郡深浦町 大字舮作字上清滝13-6 自然人 自然人 2.8 31 1.1 ○ 令和1年11月11日
田野沢３号 西津軽郡深浦町 大字田野沢字物見坂7-1 自然人 自然人 2.5 52 1.1 ○ 令和1年11月19日
舮作１号 西津軽郡深浦町 大字舮作 深浦町 不明またはその他 4.0 97 1.0 △ ○
成瀬溜池 西津軽郡深浦町 大字田野沢字成瀬216-151 自然人 自然人 6.1 143 36.0 ○ 令和1年12月25日 ○ ○ 令和2年3月30日
第５田野沢 西津軽郡深浦町 大字風合瀬字大磯477-2、486、478-3 自然人 自然人 10.0 50 4.1 ○ 令和1年11月14日
八森山１号 西津軽郡深浦町 大字深浦 深浦町 自然人 4.0 31 4.8 △
小福浦２号 西津軽郡深浦町 大字横磯葉野木平112-56 自然人 自然人 8.0 40 1.4 ○ 令和1年11月12日
長慶平１号 西津軽郡深浦町 大字上長慶平字旭ヶ丘34-1 自然人 自然人 3.0 20 1.2 ○ 令和1年11月18日 ○ ○ 令和2年3月30日
横磯６号 西津軽郡深浦町 大字横磯 自然人 自然人 6.1 25 2.5 △
臚作３号 西津軽郡深浦町 大字舮作 深浦町 自然人 3.7 33 3.0 △
長慶平5号 西津軽郡深浦町 大字国有林 農林水産省 自然人 2.5 30 1.2 △
驫木３号溜池 西津軽郡深浦町 大字驫木字津山18-1 自然人 自然人 2.0 90 13.4 ○ 令和1年11月20日
宮津１号溜池 西津軽郡深浦町 大字風合瀬 深浦町 自然人 1.5 43 2.8 △
晴山溜池 西津軽郡深浦町 大字風合瀬大磯460-4 自然人 自然人 1.5 85 3.1 ○ 令和1年11月12日
第２成瀬溜池 西津軽郡深浦町 大字北金ヶ沢字榊原 自然人 自然人 2.0 27 0.1 △
成瀬４号溜池 西津軽郡深浦町 大字北金ヶ沢字上野311-1 自然人 自然人 2.4 22 0.8 ○ 令和1年11月24日
成瀬５号溜池 西津軽郡深浦町 大字北金ヶ沢字上野311-1 自然人 自然人 3.5 19 2.0 ○ 令和1年11月24日
轟木６号溜池 西津軽郡深浦町 大字驫木根株30-27 自然人 自然人 1.5 30 0.0 ○ 令和1年11月27日
中晴山溜池 西津軽郡深浦町 大字風合瀬 自然人 自然人 3.0 51 1.6 △
田野沢溜池 西津軽郡深浦町 大字田野沢字物見坂7-1 自然人 自然人 3.0 38 3.1 ○ 令和1年11月14日
榊原沼 西津軽郡深浦町 大字田野沢字物見坂7-20 自然人 自然人 0.0 0 0.0 ○ 令和1年11月20日
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田野沢４号溜池 西津軽郡深浦町 大字田野沢字物見坂7-1 自然人 自然人 3.0 31 0.7 ○ 令和1年11月14日
喜一溜池 西津軽郡深浦町 大字田野沢字物見坂8 自然人 自然人 2.0 65 2.7 ○ 令和1年11月20日
東野２号溜池 西津軽郡深浦町 大字広戸字母沢家岸155-1、211、131-3 自然人 自然人 3.0 41 2.4 ○ 令和1年11月26日
東野３号溜池 西津軽郡深浦町 大字広戸字母沢家岸155-1,211,131-3 自然人 自然人 3.0 46 5.8 ○ 令和1年11月15日
岡町４号溜池 西津軽郡深浦町 大字深浦字苗代沢 深浦町 不明またはその他 3.0 33 0.4 △
岡町３号溜池 西津軽郡深浦町 大字深浦字岡町 深浦町 自然人 1.5 50 0.3 △
大館２号溜池 西津軽郡深浦町 大字深浦 深浦町 自然人 2.0 21 0.2 △
横磯１号溜池 西津軽郡深浦町 大字横磯字葉野木平105-1 自然人 自然人 6.8 26 0.7 ○ 令和1年11月28日
横磯４号溜池 西津軽郡深浦町 大字深浦字岡崎大間98-452 自然人 自然人 2.0 35 2.6 ○ 令和1年12月12日
大林寺１号 西津軽郡深浦町 大字上長慶平字大林寺5-3 自然人 自然人 2.0 40 0.4 ○ 令和1年11月12日
大林寺２号 西津軽郡深浦町 大字上長慶平字大林寺23-3 自然人 不明またはその他 2.0 17 0.3 ○ 令和1年11月25日
長慶平２号溜池 西津軽郡深浦町 大字長慶平字猿の湯8-2 自然人 自然人 3.0 60 0.8 ○ 令和1年11月18日
大沼 西津軽郡深浦町 大字岩坂字湯野 深浦町 不明またはその他 3.0 28 6.3 △ ○
津軽平２号溜池 西津軽郡深浦町 大字長慶平字津軽平 深浦町 自然人 1.8 25 0.0 △
津軽平３号溜池 西津軽郡深浦町 大字長慶平字津軽平字津軽平28-5 自然人 自然人 0.0 0 0.0 ○ 令和1年12月12日
津軽平４号溜池 西津軽郡深浦町 大字長慶平字津軽平1-1 自然人 不明またはその他 2.0 18 0.1 ○ 令和1年11月12日
長慶平６号溜池 西津軽郡深浦町 大字長慶平 深浦町 不明またはその他 0.0 0 0.0 △
長慶平３号溜池 西津軽郡深浦町 大字長慶平字芦萢38 自然人 自然人 3.0 18 0.2 ○ 令和1年11月13日
長慶平４号溜池 西津軽郡深浦町 大字上長慶平字猿ノ湯80 自然人 自然人 1.5 19 0.7 ○ 令和1年11月12日 ○ ○ 令和2年3月30日
長慶平１１号溜池 西津軽郡深浦町 字国有林内 国 不明またはその他 0.0 0 0.0 △
松原１号溜池 西津軽郡深浦町 字国有林内 国 不明またはその他 0.0 0 0.0 △
松原２号溜池 西津軽郡深浦町 字国有林内 国 不明またはその他 0.0 0 0.0 △
松原３号溜池 西津軽郡深浦町 字国有林内 国 不明またはその他 0.0 0 0.0 △
中山溜池 西津軽郡深浦町 大字岩崎 深浦町 不明またはその他 2.2 56 14.4 △
中山溜池 西津軽郡深浦町 大字岩崎 深浦町 不明またはその他 5.0 80 20.4 △
中ノ堤溜池 西津軽郡深浦町 大字沢辺字沢辺40 深浦町 大堰組合 4.5 111 30.0 △ ○
大野平溜池 西津軽郡深浦町 大字正道尻字大野平131 自然人 自然人 7.0 57 9.6 ○ 令和1年12月23日
切明沼 西津軽郡深浦町 大字沢辺 深浦町 大堰組合 10.0 166 336.0 △ ○
新土手溜池 西津軽郡深浦町 大字沢辺 深浦町 自然人 5.0 46 7.2 △ ○
坂坂溜池 西津軽郡深浦町 大字沢辺 深浦町 大堰組合 7.5 71 43.2 △ ○
宮西溜池 西津軽郡深浦町 大字岩崎 国 不明またはその他 2.0 27 2.4 △
泥ノ沢溜池 西津軽郡深浦町 大字岩崎 国 不明またはその他 1.5 20 8.4 △
仁瀬池 西津軽郡深浦町 大字長慶平字仁瀬1-1 不明またはその他 不明またはその他 0.0 0 14.4 ○ 令和1年12月25日
八景ノ池 西津軽郡深浦町 大字松神 国 不明またはその他 2.5 13 87.6 △
二ッ目池 西津軽郡深浦町 大字松神 国 不明またはその他 0.0 0 27.6 △
王池（西） 西津軽郡深浦町 大字松神 国 不明またはその他 4.0 67 111.6 △
王池（東） 西津軽郡深浦町 大字松神 国 不明またはその他 0.0 0 568.8 △
越口ノ池 西津軽郡深浦町 大字松神 国 不明またはその他 0.0 0 667.2 △
中ノ池 西津軽郡深浦町 大字松神 国 不明またはその他 0.0 0 112.8 △
落口ノ池 西津軽郡深浦町 大字松神 国 不明またはその他 0.0 0 333.6 △
鶏頭場ノ池 西津軽郡深浦町 大字松神 国 不明またはその他 6.0 20 543.6 △
日暮ノ池 西津軽郡深浦町 大字松神 国 不明またはその他 0.0 0 105.6 △
長池 西津軽郡深浦町 大字松神 国 不明またはその他 0.0 0 31.2 △
糸畑ノ池 西津軽郡深浦町 大字松神 国 不明またはその他 0.0 0 306.0 △
金山ノ池 西津軽郡深浦町 大字松神 国 不明またはその他 0.0 0 309.6 △
面子坂池 西津軽郡深浦町 大字松神 国 不明またはその他 0.0 0 284.4 △
濁池 西津軽郡深浦町 大字松神 国 不明またはその他 0.0 0 69.6 △
大池 西津軽郡深浦町 大字松神 国 自然人 8.0 25 1,198.9 △ ○
中山溜池 西津軽郡深浦町 大字岩崎 深浦町 不明またはその他 1.0 38 6.8 △
佛壷ノ池 西津軽郡深浦町 大字松神 国 不明またはその他 0.0 0 0.8 △
上のため池 西津軽郡深浦町 大字風合瀬字大磯53-40 自然人 自然人 0.0 0 0.0 ○ 令和2年3月24日
下のため池 西津軽郡深浦町 大字風合瀬字大磯53-215 自然人 自然人 0.0 0 0.0 ○ 令和2年3月24日
沼頭溜池 中津軽郡西目屋村 大字大秋 目屋土地改良区 目屋土地改良区 8.9 33 101.0 ○ 令和1年11月1日 ○ ○ 令和2年3月30日
芋坂貯水池 中津軽郡西目屋村 大字村市字村元255-1 国 自然人 4.9 56 13.0 △ ○
長面溜池 中津軽郡西目屋村 大字田代字山科172 国 長面集落 5.2 33 44.4 △ ○
白沢溜池 中津軽郡西目屋村 大字白沢 国 自然人 0.0 0 1.0 △
長峰新溜池 南津軽郡大鰐町 大字長峰 大鰐町 自然人 6.0 30 3.6 △
中ノ沢溜池 南津軽郡大鰐町 大字駒木 大鰐町 自然人 1.0 40 0.6 △
永井溜池 南津軽郡大鰐町 大字長峰 大鰐町 自然人 2.1 27 0.6 △
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駒木沢 南津軽郡大鰐町 大字長峰 財産区 財産区 3.6 70 9.0 ○ 令和1年12月12日
新溜池 北津軽郡鶴田町 大字廻堰 鶴田町 廻堰大溜池土地改良区 6.7 290 192.6 △
大開溜池 北津軽郡鶴田町 大字妙堂崎 鶴田町 自然人 3.0 230 18.0 △
廻堰大溜池 北津軽郡鶴田町 大字廻堰字大沢 国 廻堰大溜池土地改良区 7.1 4060 14,256.0 △
第一唐崎溜池 北津軽郡中泊町 大字今泉 国 自然人 2.5 30 32.4 △
第三唐崎溜池 北津軽郡中泊町 大字今泉字唐崎 国 自然人 2.8 30 30.2 △ ○
湯ノ沢溜池 北津軽郡中泊町 大字今泉字藤野森 自然人 水利組合 5.5 73 361.7 ○ 令和1年12月2日 ○ ○ 令和2年3月30日
上高根2号溜池 北津軽郡中泊町 大字尾別字小谷274 自然人 自然人 3.1 38 5,520.0 ○ 令和1年12月5日
なしろ溜池 北津軽郡中泊町 大字尾別字浅井 国 自然人 1.2 42 2.2 △
平山溜池 北津軽郡中泊町 大字尾別 国 自然人 5.8 60 31.3 △ ○
寺子溜池 北津軽郡中泊町 大字八幡 国 自然人 2.0 95 28.8 △ ○
大沢溜池 北津軽郡中泊町 大字深郷田 国 自然人 3.2 143 28.8 △
第二弥蔵沢溜池 北津軽郡中泊町 大字深郷田 国 小田川土地改良区 3.3 85 57.6 △
大沢内溜池 北津軽郡中泊町 大字大沢内 国 小田川土地改良区 5.1 340 672.0 △ ○
十和田溜池 北津軽郡中泊町 大字大沢内 国 自然人 3.2 83 30.7 △ ○
桐ノ木沢溜池 北津軽郡中泊町 大字宮野沢 国 小田川土地改良区 9.0 68 146.0 △ ○
第１夏山溜池 北津軽郡中泊町 大字高根 中泊町 小田川土地改良区 2.2 31 4.4 △
三五郎溜池 北津軽郡中泊町 大字中里 中泊町 自然人 3.6 49 9.0 △
しらめ沢溜池 北津軽郡中泊町 大字中里 中泊町 自然人 2.0 37 6.0 △
土手の沢溜池 北津軽郡中泊町 大字中里 自然人 自然人 2.5 40 6.0 ○ 令和1年12月17日
大ぶ沢溜池 北津軽郡中泊町 大字平山 自然人 自然人 3.0 28 2.4 ○ 令和1年11月30日
浦沢溜池 北津軽郡中泊町 大字深郷田 中泊町 自然人 2.6 60 9.4 △
第二夏山溜池 北津軽郡中泊町 大字高根 中泊町 小田川土地改良区 3.3 100 5.4 △
飛石溜池 北津軽郡中泊町 大字薄市字玉清水 中泊町 自然人 4.2 37 66.0 △
弥三沢溜池 北津軽郡中泊町 大字深郷田 中泊町 小田川土地改良区 6.8 210 135.0 △ ○
上高根一号溜池 北津軽郡中泊町 大字高根字小金石 中泊町 小田川土地改良区 5.6 202 353.4 △ ○
第二唐崎溜池 北津軽郡中泊町 大字今泉 自然人 自然人 2.9 22 87.1 ○ 令和1年12月10日
権五郎溜池 北津軽郡中泊町 大字今泉 中泊町 自然人 2.2 62 72.0 △ ○
田ノ沢溜池 北津軽郡中泊町 大字今泉字神山 中泊町 自然人 3.4 96 281.9 △ ○
中ノ沢溜池 北津軽郡中泊町 大字薄市字花持 中泊町 自然人 4.4 62 15.0 △
荒田溜池 北津軽郡中泊町 大字薄市字花持 中泊町 自然人 3.5 70 7.4 △
第一堤沢溜池 北津軽郡中泊町 大字薄市字玉清水 自然人 自然人 5.3 73 28.8 ○ 令和1年12月3日 ○ ○ 令和2年3月30日
第三長泥溜池 北津軽郡中泊町 大字田茂木字若宮 中泊町 自然人 0.0 0 0.0 △
第四長泥溜池 北津軽郡中泊町 大字田茂木字若宮 中泊町 自然人 0.0 0 0.0 △
長坂溜池 北津軽郡中泊町 大字尾別字小谷 自然人 自然人 8.0 58 0.0 ○ 令和1年12月17日
苗代沢溜池 北津軽郡中泊町 大字宮野沢字袴越山-イ 国 小田川土地改良区 5.5 17 22.6 △
蓴菜溜池 北津軽郡中泊町 大字深郷田字甘木 中泊町 自然人 3.5 75 20.9 △
三条溜池 北津軽郡中泊町 大字深郷田字甘木 中泊町 自然人 2.9 123 46.4 △
臼ノ沢溜池 北津軽郡中泊町 大字高根字小金石 中泊町 自然人 2.8 50 7.4 △ ○
第五長泥溜池 北津軽郡中泊町 大字田茂木字鳴見 中泊町 自然人 0.0 0 0.0 △
豊島溜池 北津軽郡中泊町 大字豊島字千鳥 中泊町 中泊町 0.0 0 0.0 △
勘九郎溜池 北津軽郡中泊町 大字中里字亀山 中泊町 自然人 2.9 32 3.8 △ ○
ニタ見溜池 北津軽郡中泊町 大字大沢内字ニタ見 中泊町 自然人 3.3 83 13.0 △ ○
八幡溜池 北津軽郡中泊町 大字八幡字八幡 中泊町 自然人 1.9 52 2.3 △
金ヶ崎(藤)溜池 上北郡野辺地町 大字有戸字鳥井平95-1 自然人 自然人 2.4 44 1.5 ○ 令和1年12月17日
高山（重）溜池 上北郡野辺地町 大字有戸字鳥井平 自然人 自然人 3.0 63 1.6 ○ 令和1年9月17日
太田（慶）溜池 上北郡野辺地町 字上小中野 自然人 自然人 2.5 27 1.8 ○ 令和1年12月16日
村山（定）第１溜池 上北郡野辺地町 字蟹田 自然人 自然人 7.0 45 3.1 ○ 令和1年10月15日
木戸（菊）溜池-沼尾（多）溜池 上北郡野辺地町 字明前70-1 自然人 自然人 2.6 27 0.4 ○ 令和1年12月19日
田村（久）第一溜池 上北郡野辺地町 字蟹田81 自然人 自然人 1.8 40 2.9 ○ 令和1年12月22日
田村(豊)溜池 上北郡野辺地町 字蟹田 自然人 自然人 3.5 43 2.7 ○ 令和1年12月16日
古沢（岩）第２溜池 上北郡野辺地町 字目ノ越 自然人 自然人 2.8 26 0.4 ○ 令和1年12月19日
田村（彰）溜池－藤谷（英）溜池 上北郡野辺地町 字蟹田 不明またはその他 自然人 4.0 36 1.9 ○ 令和1年12月19日
村山（栄）第1溜池 上北郡野辺地町 字蟹田31-1 自然人 自然人 2.3 26 1.1 ○ 令和1年10月3日
田村（久）第２溜池 上北郡野辺地町 字蟹田 自然人 自然人 1.3 16 0.2 △
藤谷（正）第2溜池-田村（亀）溜池 上北郡野辺地町 字蟹田 自然人 自然人 0.0 0 0.0 △
金ヶ崎（藤）第1溜池 上北郡野辺地町 字蟹田 自然人 自然人 0.0 0 0.0 △
金ヶ崎（藤）第2溜池 上北郡野辺地町 字蟹田 自然人 自然人 4.2 42 2.9 ○ 令和1年10月11日
金ヶ崎（藤）第3溜池 上北郡野辺地町 字蟹田 自然人 自然人 2.4 47 1.6 ○ 令和1年10月11日
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高山（武）溜池-木戸（菊）溜池 上北郡野辺地町 字有戸鳥井平 自然人 自然人 2.0 45 2.8 ○ 令和1年9月30日
蔵川（了）溜池 上北郡野辺地町 字有戸鳥井平 自然人 自然人 2.3 21 0.4 ○ 令和1年12月22日
木戸（菊）溜池-高山（武）溜池 上北郡野辺地町 字有戸鳥井平 自然人 自然人 2.5 22 0.6 ○ 令和1年12月16日
村山（定）第2溜池 上北郡野辺地町 字下角 自然人 自然人 0.0 0 0.0 △
村山（定）第3溜池-高山（慶）溜池 上北郡野辺地町 字古明前 自然人 自然人 3.0 45 2.8 ○ 令和1年10月15日
斎藤（三）第1溜池 上北郡野辺地町 字有戸鳥井平 自然人 自然人 1.1 30 0.5 ○ 令和1年10月9日
斎藤（三）第2溜池 上北郡野辺地町 字有戸鳥井平 自然人 自然人 0.0 0 0.0 △
蔵川（金）溜池-蔵川（儀）溜池 上北郡野辺地町 字有戸鳥井平151-1 自然人 自然人 2.8 24 0.8 ○ 令和1年12月22日
赤垣（由）溜池-赤垣（雄）溜池 上北郡野辺地町 字タラノ木 自然人 自然人 0.0 0 0.0 △
野辺地（町）溜池-久五郎堤 上北郡野辺地町 字赤坂 野辺地町 野辺地町 2.3 44 1.8 △ ○
村山(鐡)第1溜池 上北郡野辺地町 字有戸鳥井平268-9 不明またはその他 不明またはその他 2.5 34 1.5 ○ 令和1年12月19日
田中(平)溜池 上北郡野辺地町 字獅子沢47-16 自然人 不明またはその他 2.0 63 1.6 ○ 令和1年12月19日
沢田(定)溜池 上北郡野辺地町 字向田 自然人 自然人 1.6 14 0.4 ○ 令和1年12月18日
沢田(留)溜池 上北郡野辺地町 字向田 自然人 自然人 1.8 22 0.7 ○ 令和1年12月16日
村山(長)溜池 上北郡野辺地町 自然人 自然人 1.6 19 1.4 ○ 令和1年12月16日
田村(彰)溜池 上北郡野辺地町 字蟹田 自然人 自然人 2.5 21 0.8 ○ 令和1年12月16日
高山（サキ）溜池 上北郡野辺地町 字明前 県 県 2.0 40 1.1 △
第2鶴児平溜池 上北郡七戸町 字鶴児平1-15 自然人 自然人 3.3 73 19.8 ○ 令和1年10月1日
唐松溜池 上北郡七戸町 字唐松12 自然人 稲生川土地改良区 7.2 100 8.6 ○ 令和1年9月30日
萩ノ沢溜池 上北郡七戸町 字八栗平65-3 自然人 自然人 11.5 50 5.6 ○ 令和1年12月18日 ○ ○ 令和2年3月30日
第３鶴児平溜池 上北郡七戸町 大字鶴児平1-127 独立行政法人　家畜改良センター奥羽牧場 不明またはその他 3.3 50 7.9 ○ 令和1年10月23日
倉岡溜池 上北郡七戸町 字向平42-1,44-15,鶴児平190-1 不明またはその他 自然人 2.1 90 2.5 ○ 令和1年12月18日
第1鶴児平溜池 上北郡七戸町 字鶴子平1-130 自然人 不明またはその他 3.0 55 1.3 ○ 令和1年10月23日
川去溜池 上北郡七戸町 字川去80 不明またはその他 自然人 4.0 27 2.4 ○ 令和1年12月13日
荒屋溜池 上北郡七戸町 字荒屋 不明またはその他 自然人 2.5 35 1.6 ○ 令和1年12月18日
第1野佐掛溜池 上北郡七戸町 字槻木沢4-1,4-2,5-2 自然人 自然人 2.5 92 1.6 ○ 令和1年12月12日
南斗内溜池 上北郡七戸町 字銀南木 不明またはその他 自然人 8.5 56 11.8 ○ 令和1年10月25日
第２南斗内溜池 上北郡七戸町 字銀南木65-2 自然人 自然人 2.1 35 1.3 ○ 令和1年12月12日
第２荒熊内溜池 上北郡七戸町 字荒熊内 七戸町 自然人 2.2 30 1.3 △
第3野佐掛溜池 上北郡七戸町 字長久保34-3,賽ノ神84-7 不明またはその他 荒屋平土地改良区 6.7 35 8.0 ○ 令和1年10月10日
沼の沢溜池 上北郡七戸町 字沼の沢 自然人 自然人 9.0 52 5.4 ○ 令和1年10月1日
別曽溜池 上北郡七戸町 字別曽25-1 自然人 自然人 1.8 46 1.2 ○ 令和1年12月12日
見町溜池 上北郡七戸町 字見町56-95 自然人 自然人 3.4 14 1.4 ○ 令和1年12月12日
第２野佐掛溜池 上北郡七戸町 字槻木沢35-2 自然人 自然人 1.3 20 0.1 ○ 令和1年12月16日
ナカムラ（藤）溜池 上北郡七戸町 字鉢森平571 不明またはその他 自然人 1.5 75 2.7 ○ 令和1年10月23日
中嶋（信）溜池 上北郡七戸町 字中野 七戸町 七戸町 0.0 0 24.0 △
野崎用水組合溜池 上北郡七戸町 字野崎狐久保102 不明またはその他 水利組合 1.8 189 29.1 ○ 令和1年12月12日
後平谷地水路組合溜池 上北郡七戸町 字後平134-28 不明またはその他 自然人 3.0 65 5.4 ○ 令和1年12月12日
仲間溜池 上北郡七戸町 字尾山頭101-5 自然人 自然人 4.0 53 4.0 ○ 令和1年12月12日
坪浅溜池 上北郡七戸町 字菩提木116-1 自然人 自然人 2.0 31 2.4 ○ 令和1年9月24日
十枝内友溜池 上北郡七戸町 字十枝内9-28 自然人 自然人 2.0 41 2.4 ○ 令和1年12月13日
李沢第二溜池 上北郡七戸町 字李沢家ノ前21-1 自然人 自然人 4.2 72 7.2 ○ 令和1年9月25日 ○ ○ 令和2年3月30日
長下部落養魚所溜池 上北郡七戸町 字道ノ上54-2 不明またはその他 自然人 3.7 41 6.7 ○ 令和1年12月18日
附田豊溜池 上北郡七戸町 字塚長根28-1 自然人 自然人 2.3 40 2.8 ○ 令和1年12月12日
原久保溜池 上北郡七戸町 字原久保86 不明またはその他 自然人 1.8 73 2.2 ○ 令和1年12月12日
諏訪（富）溜池 上北郡七戸町 字原久保95-74 不明またはその他 自然人 2.5 56 10.6 ○ 令和1年12月13日
上野清溜池 上北郡七戸町 字尾山頭 不明またはその他 自然人 4.0 75 3.0 ○ 令和1年12月18日
上原子（長）沼 上北郡七戸町 字志茂川原305 自然人 自然人 2.0 120 1.2 ○ 令和1年12月18日
二ノ沢溜池 上北郡七戸町 字栗ノ木沢99-4 自然人 自然人 2.0 67 1.2 ○ 令和1年12月13日
田嶋（留）溜池 上北郡七戸町 字後平134-26 自然人 自然人 2.5 30 1.8 ○ 令和1年12月12日
工藤（啓）溜池 上北郡七戸町 字天間舘 不明またはその他 自然人 2.2 48 4.0 ○ 令和1年10月23日
中村(藤)溜池 上北郡七戸町 字鉢森平184-1 不明またはその他 自然人 3.0 85 7.8 ○ 令和1年10月23日
哘(清)溜池 上北郡七戸町 字天間舘倉越96-24 自然人 自然人 3.0 20 3.0 ○ 令和1年10月25日
哘（義）溜池 上北郡七戸町 字天間舘倉越13-1 自然人 自然人 1.2 34 0.7 ○ 令和1年12月13日
基助溜池 上北郡七戸町 字鉢森平181-85 自然人 自然人 4.0 34 2.4 ○ 令和1年12月12日
花松（徳）溜池 上北郡七戸町 字野崎狐久保13-4 不明またはその他 自然人 1.8 33 2.2 ○ 令和1年12月16日
一ノ沢溜池 上北郡七戸町 東天間舘1-2 不明またはその他 自然人 4.7 60 5.6 ○ 令和1年12月18日
上野(中)溜池 上北郡七戸町 字柳平 不明またはその他 自然人 2.8 45 4.6 ○ 令和1年12月18日
兎内(貞)溜池 上北郡七戸町 字哘88 自然人 自然人 4.0 45 3.9 ○ 令和1年10月25日
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上野（政）溜池 上北郡七戸町 字菩提木55-56 自然人 自然人 1.2 18 0.6 ○ 令和1年12月12日
小又（賢）溜池 上北郡七戸町 字卒古沢139-4 自然人 自然人 1.9 20 1.7 ○ 令和1年12月12日
前川原（義）溜池 上北郡七戸町 字後平484 自然人 自然人 3.8 28 1.1 ○ 令和1年10月21日
十枝内（操）溜池 上北郡七戸町 字哘24-1 不明またはその他 自然人 1.0 15 0.5 ○ 令和1年12月18日
寺沢前共有地溜池 上北郡七戸町 字寺沢前15-19 不明またはその他 自然人 1.4 32 1.2 ○ 令和1年12月16日
沢尾（勝）溜池 上北郡七戸町 字野崎狐久保 不明またはその他 自然人 1.5 28 1.5 ○ 令和1年12月18日
田嶋（義）溜池 上北郡七戸町 字中岫東道添43 自然人 自然人 1.5 45 5.9 ○ 令和1年9月30日 ○ ○ 令和2年3月30日
長沢（勉）溜池 上北郡七戸町 字中岫長沢下41-1 自然人 自然人 0.7 42 0.5 ○ 令和1年12月18日
鳥谷部溜池 上北郡七戸町 字野崎狐久保168-5 自然人 自然人 2.2 24 1.8 ○ 令和1年9月25日
第2金矢溜池 上北郡六戸町 大字犬落瀬字内山 自然人 自然人 8.0 57 19.2 ○ 令和1年10月4日
第3米沢溜池 上北郡六戸町 大字下吉田字米沢76-2 自然人 自然人 3.9 71 14.0 ○ 令和1年11月14日
第2沖山溜池 上北郡六戸町 大字沖山（筆界未定地内） 自然人 自然人 3.0 16 3.6 ○ 令和1年11月21日
第２高森溜池 上北郡六戸町 大字根古橋 自然人 自然人 4.0 27 2.4 △
高館溜池 上北郡六戸町 大字犬落瀬字高館77-151 自然人 自然人 1.7 40 2.4 ○ 令和1年12月10日
第1米沢溜池 上北郡六戸町 大字下吉田字米沢33 自然人 自然人 3.0 51 3.6 ○ 令和1年9月19日
第1堀切沢溜池 上北郡六戸町 大字犬落瀬字堀切53 自然人 不明またはその他 3.0 41 3.6 ○ 令和1年12月17日
第三金矢溜池 上北郡六戸町 大字犬落瀬字金沢 六戸町 六戸町 4.0 62 2.4 △
権現沢溜池 上北郡六戸町 大字犬落瀬字南平144-8 自然人 不明またはその他 4.5 31 7.2 ○ 令和1年10月3日
第一金矢溜池 上北郡六戸町 大字犬落瀬字内山105-225 自然人 自然人 2.5 33 1.2 ○ 令和1年10月8日
第１坪毛沢溜池 上北郡六戸町 大字坪毛沢 自然人 自然人 2.0 15 1.2 △
第４金矢溜池 上北郡六戸町 字中屋敷 六戸町 六戸町 2.0 80 1.8 △
館野溜池 上北郡六戸町 大字犬落瀬字坪毛沢73 自然人 自然人 4.0 129 82.8 ○ 令和1年12月9日 ○ ○ 令和2年3月30日
第二米沢溜池 上北郡六戸町 大字下吉田字米沢37-1 自然人 自然人 4.5 50 6.7 ○ 令和1年11月14日 ○ ○ 令和2年3月30日
浜田溜池 上北郡横浜町 字林尻 自然人 自然人 4.8 130 15.0 ○ 令和1年12月10日
有畑溜池 上北郡横浜町 字苗代川目 自然人 自然人 6.2 50 11.5 ○ 令和1年12月10日
武田（繁）溜池 上北郡横浜町 字明神平 自然人 自然人 4.5 33 3.4 ○ 令和1年12月10日
鶏沢溜池 上北郡横浜町 字梨木平 自然人 大豆田土地改良区 4.6 25 39.6 ○ 令和1年12月10日 ○ ○ 令和2年3月30日
太郎須田溜池 上北郡横浜町 字太郎須田 太郎須田組合 太郎須田組合 7.7 140 190.8 ○ 令和1年12月10日 ○ ○ 令和2年3月30日
大豆田溜池 上北郡横浜町 字稲荷平・家ノ前川目 自然人 大豆田土地改良区 3.9 40 10.6 ○ 令和1年12月10日 ○ ○ 令和2年3月30日
徳万才溜池 上北郡東北町 大字大浦字古館30 大浦土地改良区 大浦土地改良区 9.5 65 22.8 ○ 令和1年9月18日 ○ ○ 令和2年3月30日
中津１号堤 上北郡東北町 大字大浦字中津1 中津水利組合 中津水利組合 8.0 177 288.0 ○ 令和1年11月25日 ○ ○ 令和2年3月30日
才市田溜池 上北郡東北町 大字大浦字境ノ沢78-1 大浦土地改良区 大浦土地改良区 8.5 185 76.5 ○ 令和1年9月18日 ○ ○ 令和2年3月30日
中津２号堤 上北郡東北町 大字大浦字中津84-6 中津水利組合 中津水利組合 6.2 75 100.4 ○ 令和1年11月25日 ○ ○ 令和2年3月30日
戸舘溜池 上北郡東北町 大字新館字籠53 自然人 自然人 3.8 50 11.4 ○ 令和1年9月19日
松原溜池 上北郡東北町 大字新舘字松原１０６ 自然人 自然人 0.0 0 4.6 △
車堤 上北郡東北町 大字大浦８０－１４１ 自然人 自然人 1.5 30 3.0 ○ 令和1年9月2日
虫神第二溜池 上北郡東北町 大字大浦字大沢80-142 自然人 自然人 2.2 26 2.4 ○ 令和1年9月30日
唐虫沢第２溜池 上北郡東北町 大字大浦字唐虫沢 自然人 自然人 1.1 30 0.7 ○ 令和1年9月26日
唐虫沢第１溜池 上北郡東北町 大字大浦字唐虫沢 自然人 自然人 0.9 30 0.6 ○ 令和1年9月26日
坂本（長）溜池 上北郡東北町 大字大浦字大沢80-16 自然人 自然人 2.8 18 1.6 ○ 令和1年9月2日
榊溜池 上北郡東北町 大字大浦字大沢78-2 自然人 自然人 2.6 36 1.7 ○ 令和1年11月27日
藤田（郡）溜池 上北郡東北町 字上板橋 自然人 自然人 4.3 76 5.1 ○ 令和1年9月9日
江刺家（政）溜池 上北郡東北町 字夫雑原下山筆界未定地内 不明またはその他 自然人 4.0 50 12.0 ○ 令和1年11月28日
蛯名（金）溜池 上北郡東北町 字夫雑原653-2 自然人 自然人 3.1 48 3.7 ○ 令和1年11月25日
千曳第１溜池 上北郡東北町 字大平筆界未定地内 不明またはその他 自然人 2.2 23 2.6 ○ 令和1年12月4日
千曳第６溜池 上北郡東北町 字千曵 自然人 自然人 2.5 38 3.8 ○ 令和1年9月10日
沼田（松）溜池 上北郡東北町 字千曳田ノ沢 農林省 自然人 6.8 85 24.4 △ ○
甲地（徳）溜池 上北郡東北町 字館61-2 自然人 自然人 3.0 37 18.0 ○ 令和1年9月26日
仁科（秀）溜池 上北郡東北町 字夫雑原 自然人 自然人 5.0 83 26.8 ○ 令和1年9月10日
漆玉溜池 上北郡東北町 字漆玉7-2 自然人 自然人 4.9 48 17.6 ○ 令和1年11月26日
黒岡溜池 上北郡東北町 字往来ノ下143 自然人 自然人 10.8 72 54.7 ○ 令和1年12月10日
山田（征）第１溜池 上北郡東北町 字保土沢家ノ前13-10 自然人 自然人 4.2 33 5.0 ○ 令和1年9月4日
千曳第４溜池 上北郡東北町 字大平1-59 自然人 自然人 2.8 25 1.7 ○ 令和2年11月27日
大平第２溜池 上北郡東北町 字大平40-2 自然人 自然人 1.8 75 3.1 ○ 令和1年11月28日
大平第６溜池 上北郡東北町 字大平1-173 自然人 自然人 5.1 35 9.2 ○ 令和1年12月23日 ○ ○ 令和2年3月30日
野田頭第１溜池 上北郡東北町 字野田頭 国 自然人 4.7 51 5.6 △
野田頭第３溜池 上北郡東北町 字野田頭 自然人 自然人 3.3 60 7.9 ○ 令和1年11月28日
野田頭第４溜池 上北郡東北町 字野田頭 自然人 自然人 0.0 0 1.4 △
高山（寛）溜池 上北郡東北町 字馬込 自然人 自然人 4.0 39 9.6 ○ 令和1年9月12日
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蛯沢（三）溜池 上北郡東北町 字乙供 自然人 自然人 2.4 79 11.5 ○ 令和1年9月30日
柵溜池 上北郡東北町 字ガス平1117-1 自然人 自然人 2.3 41 5.4 ○ 令和1年12月17日
美須々溜池 上北郡東北町 字美須々 自然人 自然人 0.0 0 2.9 △
数牛溜池 上北郡東北町 字数牛 七戸町 自然人 3.0 20 2.4 △
上板橋溜池 上北郡東北町 字家ノ下30-8 自然人 自然人 3.1 18 1.9 ○ 令和1年9月30日
鳴海（義）溜池 上北郡東北町 字川迎200-2 自然人 自然人 3.0 39 1.8 ○ 令和1年11月13日
上原子（長）溜池 上北郡東北町 字向平1-146 自然人 自然人 3.8 12 3.1 ○ 令和1年10月4日
蛯名（利）第２溜池 上北郡東北町 字豊ヶ丘 自然人 自然人 1.3 27 1.2 ○ 令和1年11月27日
大石（勝）溜池 上北郡東北町 字夫雑原下山 自然人 自然人 2.6 27 1.2 ○ 令和1年9月13日
山田（健）溜池 上北郡東北町 字夫雑原下山173-2 自然人 自然人 2.8 26 1.7 ○ 令和1年9月17日
石田（賢）溜池 上北郡東北町 字向平234 自然人 自然人 2.6 15 1.6 ○ 令和1年11月27日
藤井（サミ）溜池 上北郡東北町 字向平148-5 自然人 自然人 2.2 42 1.3 ○ 令和1年9月11日
大平第１溜池 上北郡東北町 字大平40-2 自然人 自然人 1.3 47 10.6 ○ 令和1年11月28日
大平第４溜池 上北郡東北町 字大平28-2 自然人 自然人 1.0 59 2.9 ○ 令和1年12月4日
北栄第２溜池 上北郡東北町 字北栄３区 自然人 自然人 0.0 0 0.0 △
馬込第一溜池 上北郡東北町 字馬込 官民共有 自然人 0.0 0 0.0 △
馬込第二溜池 上北郡東北町 字柳沢59-292 自然人 自然人 1.0 30 2.8 ○ 令和1年10月10日
内蛯沢溜池 上北郡東北町 字内蛯沢向71-24 自然人 自然人 1.5 19 1.2 ○ 令和1年9月13日
浜田（豊）溜池 上北郡東北町 字浜家苫 自然人 自然人 0.0 0 0.0 ○ 令和1年10月1日
浜田（栄）溜池 上北郡東北町 字舟ヶ沢 自然人 自然人 3.1 53 5.6 ○ 令和1年10月1日
鶴ヶ崎溜池 上北郡東北町 字鶴ヶ崎48 不明またはその他 自然人 2.7 77 16.2 ○ 令和1年12月6日
甲地（豊）溜池 上北郡東北町 字館46-3 自然人 自然人 2.5 40 1.6 ○ 令和1年11月27日
野田頭第二溜池 上北郡東北町 字野田頭 国 自然人 5.5 22 2.3 △
浜台第一溜池 上北郡東北町 字沼添左ノ平41 自然人 自然人 1.9 57 2.3 ○ 令和1年11月27日
狼ノ沢第一溜池 上北郡東北町 字浜台30 自然人 自然人 3.0 25 1.4 ○ 令和1年11月27日
狼ノ沢第二溜池 上北郡東北町 字浜台37-1 自然人 自然人 2.8 34 1.4 ○ 令和1年11月27日
狼ノ沢第三溜池 上北郡東北町 字狼ノ沢 国 自然人 2.8 24 1.7 △
豊前溜池 上北郡東北町 字五十嵐36-1 自然人 自然人 3.1 28 3.5 ○ 令和1年12月3日
北栄六区溜池 上北郡東北町 字千曳下山45-4 自然人 自然人 2.7 45 3.2 ○ 令和1年11月28日
蛯名（武）溜池 上北郡東北町 字夫雑原下山5-9 自然人 自然人 3.6 41 4.3 ○ 令和1年11月28日
二ツ森（経）溜池 上北郡東北町 字夫雑原下山289 自然人 自然人 1.6 25 1.0 ○ 令和1年12月2日
千曳第３号溜池 上北郡東北町 字大平140-1 自然人 自然人 2.0 38 1.1 ○ 令和1年12月9日
桜井（久）第１溜池 上北郡東北町 字夫雑原下山103-2 自然人 自然人 1.8 21 1.1 ○ 令和1年11月26日
外蛯沢溜池 上北郡東北町 字岩渡沢65-1 自然人 自然人 2.5 30 1.0 ○ 令和1年12月17日
蛯名（利）第１溜池 上北郡東北町 字夫雑原下山310-1 自然人 自然人 1.8 27 1.1 ○ 令和1年11月27日
豊栄溜池 上北郡東北町 字滝沢平2-966 自然人 自然人 2.0 22 1.1 ○ 令和1年11月26日
第２千代畑溜池 上北郡東北町 字大久保平92 自然人 自然人 2.7 35 2.2 ○ 令和1年9月12日
甲地溜池 上北郡東北町 字甲地 東北町 東北町 2.6 42 0.5 △
狼ノ沢第４溜池 上北郡東北町 字狼ノ沢 国 自然人 2.3 27 2.0 △
五十嵐溜池 上北郡東北町 字細津橋ノ上196-5 自然人 自然人 7.5 22 1.4 ○ 令和1年9月11日
上板橋溜池 上北郡東北町 字秋取山(筆界未定地内) 不明またはその他 不明またはその他 1.8 50 1.4 ○ 令和1年12月17日
上野（貞）溜池 上北郡東北町 七戸町字尾山頭116-23 自然人 自然人 3.4 21 4.4 ○ 令和1年12月9日
大橋（鉄）溜池 上北郡東北町 字夫雑原下山294 自然人 自然人 1.6 30 1.3 ○ 令和1年12月17日
千葉（金）溜池 上北郡東北町 字夫雑原下山267-1 自然人 自然人 1.2 18 0.4 ○ 令和1年12月18日
桜井（久）第２溜池 上北郡東北町 字夫雑原下山104 自然人 自然人 1.4 16 0.2 ○ 令和1年11月26日
山田（三）溜池 上北郡東北町 字夫雑原下山109-1 自然人 自然人 0.9 26 0.1 ○ 令和1年11月29日
千曳第五溜池 上北郡東北町 字大平155-1 自然人 自然人 1.5 29 0.4 ○ 令和1年12月6日
大平第5溜池 上北郡東北町 字大平 自然人 自然人 2.6 67 3.5 ○ 令和1年9月3日
土橋（武）溜池 上北郡東北町 字舘36 自然人 自然人 4.4 30 5.0 ○ 令和1年11月28日
平沼２号堤 上北郡六ヶ所村 大字平沼字追館123-3他 六ヶ所村 平沼北部水利組合 3.0 117 27.1 △ ○
谷地道溜池 上北郡六ヶ所村 大字倉内 六ヶ所村 六ヶ所村 2.6 70 47.8 △
新納屋溜池 上北郡六ヶ所村 大字鷹架字道ノ下956-1 自然人 自然人 6.0 150 1.0 ○ 令和1年12月9日 ○ ○ 令和2年3月30日
第２平沼溜池 上北郡六ヶ所村 大字平沼 六ヶ所村 六ヶ所村 4.6 83 20.2 △
第１唐貝地溜池 上北郡六ヶ所村 大字倉内字谷地通114 自然人 自然人 2.6 43 1.3 ○ 令和1年12月17日
第２睦栄溜池 上北郡六ヶ所村 大字倉内字笹崎1720-1 不明またはその他 不明またはその他 1.0 42 1.4 ○ 令和1年12月19日
第２千歳平溜池 上北郡六ヶ所村 大字倉内字笹崎1206-2 不明またはその他 不明またはその他 2.8 27 1.9 ○ 令和1年12月19日
石川溜池 上北郡六ヶ所村 大字出戸字棚沢151-1 自然人 自然人 2.4 60 5.0 ○ 令和1年12月9日
佐藤（竹）溜池 上北郡六ヶ所村 字倉内字笹崎909-1 自然人 不明またはその他 3.8 36 2.2 ○ 令和1年12月17日
鷹の巣溜池 上北郡六ヶ所村 大字平沼字高田 六ヶ所村 水利組合 3.5 167 36.0 △
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青森県農業用ため池データベース【令和４年３月31日時点】

農業用ため池の名称 　　所　　在　　地 所有者の名称 管理者の名称
堤高
(m)

堤頂長
(m)

総貯水量
(千m3)

届出の有無
 ○：届出済み
 △：対 象 外
空欄：未  届

届出年月日

防災重点農業用
ため池選定状況
 ○ ：指定あり
空欄：指定なし

特定農業用ため池
の指定の有無
 ○ ：指定あり
空欄：指定なし

特定農業用ため池
の指定年月日

第２唐貝地溜池 上北郡六ヶ所村 字内沼 不明またはその他 自然人 1.0 46 1.6 ○ 令和1年12月19日
金保沢溜池 上北郡六ヶ所村 大字倉内字谷地通113 水利組合 水利組合 3.8 160 28.6 ○ 令和1年12月17日
第1木村（正）溜池 上北郡六ヶ所村 大字倉内字家ノ上121 自然人 自然人 1.6 33 0.8 ○ 令和1年12月10日
第2木村（正）溜池 上北郡六ヶ所村 大字倉内字家ノ上121 自然人 自然人 2.0 39 2.5 ○ 令和1年12月10日
第１睦栄溜池 上北郡六ヶ所村 大字倉内字笹崎 不明またはその他 自然人 0.0 0 0.0 ○ 令和1年12月19日
第３睦栄溜池 上北郡六ヶ所村 大字倉内字笹崎 不明またはその他 自然人 0.0 0 0.0 ○ 令和1年12月19日
第４睦栄溜池 上北郡六ヶ所村 大字倉内字笹崎 不明またはその他 自然人 1.5 32 1.5 ○ 令和1年12月19日
下谷地堤 上北郡おいらせ町 東下谷地112-1 不明またはその他 不明またはその他 2.9 70 42.0 ○ 令和1年12月20日 ○ ○ 令和2年3月30日
根岸堤 上北郡おいらせ町 東下谷地44-1 自然人 堤田溜池管理組合 2.6 200 37.4 ○ 令和1年12月20日 ○ ○ 令和2年3月30日
向平溜池 上北郡おいらせ町 向平22-122 自然人 自然人 1.5 40 1.8 ○ 令和1年12月19日
三川目溜池 上北郡おいらせ町 向平22-122 自然人 自然人 2.0 20 1.7 ○ 令和1年12月19日
新堤 上北郡おいらせ町 山崎5-5 自然人 奥入瀬川東部土地改良区 3.0 22 15.9 ○ 令和1年12月17日 ○ ○ 令和2年3月30日
木内々堤 上北郡おいらせ町 西後谷地46-1他 奥入瀬川東部土地改良区 奥入瀬川東部土地改良区 11.0 340 19.8 ○ 令和1年12月17日 ○ ○ 令和2年3月30日
第１前毛堤 上北郡おいらせ町 黒坂谷地114-1 自然人 不明またはその他 3.6 77 25.9 ○ 令和1年12月20日
上谷地堤 上北郡おいらせ町 黒坂谷地111-1,111-2 自然人 奥入瀬川東部土地改良区 2.2 140 30.3 ○ 令和1年12月17日 ○ ○ 令和2年3月30日
上谷地中堤 上北郡おいらせ町 黒坂谷地112-1 自然人 奥入瀬川東部土地改良区 3.8 160 83.5 ○ 令和1年12月17日 ○ ○ 令和2年3月30日
山崎堤 上北郡おいらせ町 西後谷地48-1 奥入瀬川東部土地改良区 奥入瀬川東部土地改良区 3.6 118 40.3 ○ 令和1年12月17日 ○ ○ 令和2年3月30日
平治堤 上北郡おいらせ町 西後谷地47-1 奥入瀬川東部土地改良区 奥入瀬川東部土地改良区 3.0 50 7.6 ○ 令和1年12月17日 ○ ○ 令和2年3月30日
後谷地溜池 上北郡おいらせ町 西後谷地47-1 自然人 自然人 1.1 50 2.0 ○ 令和1年12月19日 ○ ○ 令和2年3月30日
第２前毛堤 上北郡おいらせ町 向山東四丁目2344 奥入瀬川東部土地改良区 自然人 2.0 35 6.6 ○ 令和1年12月20日
黒坂溜池 上北郡おいらせ町 黒坂谷地99-2,99-29 自然人 自然人 2.5 50 2.8 ○ 令和1年12月20日
向山第１溜池 上北郡おいらせ町 向山二丁目3-457 自然人 自然人 2.2 30 1.7 ○ 令和1年12月20日
瓢第５号池 上北郡おいらせ町 瓢229-1 自然人 不明またはその他 2.0 30 1.8 ○ 令和1年12月20日
ポンプ揚水用貯水池 上北郡おいらせ町 向山二丁目3-448 自然人 不明またはその他 1.0 32 1.6 ○ 令和1年12月20日
瓢第１溜池 上北郡おいらせ町 瓢 自然人 自然人 3.0 25 1.8 △
北向溜池 上北郡おいらせ町 西下谷地129-1 自然人 自然人 1.8 47 1.1 ○ 令和1年12月20日 ○ ○ 令和2年3月30日
間木堤 上北郡おいらせ町 西後谷地42-1 奥入瀬川東部土地改良区 奥入瀬川東部土地改良区 3.8 770 134.4 ○ 令和1年12月17日 ○ ○ 令和2年3月30日
瓢第２溜池 上北郡おいらせ町 瓢244-456 自然人 自然人 0.8 25 0.5 ○ 令和1年12月20日
瓢第３溜池 上北郡おいらせ町 瓢244-96,244-457 土地改良区 自然人 0.8 25 0.4 ○ 令和1年12月20日
瓢第４溜池 上北郡おいらせ町 瓢 自然人 自然人 0.7 20 0.6 △
後谷地堤 上北郡おいらせ町 向山一丁目4-206,4-207 自然人 自然人 3.0 16 0.6 ○ 令和1年12月20日
蒼前平温水溜池 下北郡大間町 大字大間字内山 大間町 大間町 8.7 100 58.3 △ ○
念佛間 下北郡東通村 大字尻屋字石倉 自然人 水利組合 3.0 60 12.0 ○ 令和1年12月2日
蒲野沢 下北郡東通村 大字蒲野沢字蒲野沢山 蒲野沢耕地整理組合 蒲野沢水利組合 9.0 125 175.2 ○ 令和1年12月3日 ○ ○ 令和2年3月30日
上流 下北郡東通村 大字田屋字上流 自然人 自然人 5.5 90 91.2 ○ 令和1年12月3日 ○ ○ 令和2年3月30日
前田(旧 野牛道) 下北郡東通村 大字蒲野沢字蒲野沢山 国 蒲野沢水利組合 3.0 39 6.4 △ ○
加藤沢沼 下北郡東通村 大字大利字荷橋 自然人 水利組合 1.5 187 32.4 ○ 令和1年12月3日
高橋 下北郡佐井村 大字佐井字原田 自然人 自然人 14.0 70 20.2 ○ 令和1年11月1日 ○ ○ 令和2年3月30日
目時第1溜池 三戸郡三戸町 大字目時字中平106 三戸町 自然人 4.0 27 2.6 △ ○
目時第2溜池 三戸郡三戸町 大字目時字中平118 三戸町 自然人 3.5 68 11.4 △ ○
沼尻堤（鞍沼） 三戸郡三戸町 大字梅内字端113 三戸町 自然人 2.4 35 7.4 △ ○
野沢溜池 三戸郡三戸町 大字貝森字毒久保99-60 自然人 三戸町 3.5 48 5.0 ○ 令和1年12月18日
沼ノ沢溜池 三戸郡三戸町 大字梅内字長沼83 三戸町 水利組合 7.0 34 1.4 △
柏木溜池 三戸郡五戸町 大字浅水字袖ヶ口41 国 自然人 2.5 48 6.2 △ ○
腰掛沢道下堤 三戸郡五戸町 字腰掛沢道ノ下モ93-42 自然人 自然人 2.2 15 0.8 ○ 令和1年12月20日
外大窪溜池 三戸郡五戸町 大字切谷内字外大窪29 自然人 自然人 1.8 58 1.4 ○ 令和1年12月17日
外ノ沢堤 三戸郡五戸町 大字切谷内字外ノ沢62-2 自然人 自然人 2.2 15 0.4 ○ 令和1年12月18日
堤頭堤 三戸郡五戸町 大字切谷内字堤頭 五戸町 水利組合 2.2 44 2.1 △
上蛇沢沼 三戸郡五戸町 大字切谷内字上蛇沢8-2 自然人 自然人 2.2 60 3.4 ○ 令和1年12月13日
桜沢沼（桜沼） 三戸郡五戸町 大字上市川字桜沢1-1 天満下土地改良区 天満下土地改良区 3.0 190 21.1 ○ 令和1年12月11日 ○ ○ 令和2年3月30日
新山尻堤 三戸郡五戸町 大字切谷内字新山尻34-2 自然人 自然人 2.7 20 0.9 ○ 令和1年12月19日
弥次郎窪堤 三戸郡五戸町 大字浅水字袖ヶ口23 自然人 自然人 5.2 21 0.2 ○ 令和1年12月10日
豊川窪堤 三戸郡五戸町 大字浅水字上豊川沢25 自然人 自然人 2.1 22 1.5 ○ 令和1年12月10日
大畑溜池（大畑沼） 三戸郡五戸町 大字切谷内字大畑107‐13 自然人 自然人 2.2 40 0.3 ○ 令和1年12月9日
元年沢堤 三戸郡五戸町 大字切谷内字元年沢 不明またはその他 自然人 1.1 26 0.5 ○ 令和1年12月18日
元年溜池 三戸郡五戸町 大字切谷内字元年沢227‐135 自然人 自然人 1.7 27 0.8 ○ 令和1年12月7日
中筒溜池 三戸郡五戸町 大字上川字中筒67‐281 自然人 自然人 2.8 40 0.6 ○ 令和1年12月18日
中山溜池（大泉坊沼） 三戸郡五戸町 大字上市川字中山2‐1 蛯川土地改良区 蛯川土地改良区 0.9 86 0.0 ○ 令和1年12月9日
牧内溜池（牧内沼） 三戸郡五戸町 大字倉石又重字牧内沢4 自然人 自然人 2.0 60 6.5 ○ 令和1年12月23日 ○ ○ 令和2年3月30日
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青森県農業用ため池データベース【令和４年３月31日時点】

農業用ため池の名称 　　所　　在　　地 所有者の名称 管理者の名称
堤高
(m)

堤頂長
(m)

総貯水量
(千m3)

届出の有無
 ○：届出済み
 △：対 象 外
空欄：未  届

届出年月日

防災重点農業用
ため池選定状況
 ○ ：指定あり
空欄：指定なし

特定農業用ため池
の指定の有無
 ○ ：指定あり
空欄：指定なし

特定農業用ため池
の指定年月日

上兎内溜池 三戸郡五戸町 字上兎内60-1 自然人 自然人 2.5 15 1.6 ○ 令和2年12月8日
麦沢溜池 三戸郡五戸町 字麦沢 国 豊間内ほ場整備組合 1.6 50 0.8 △
剣吉ため池 三戸郡南部町 大字剣吉字岩ノ下19 国 自然人 2.0 100 8.4 △
下ノ溜池 三戸郡南部町 大字上名久井字館向1‐1 名久井外弐ヶ村土地改良 名川土地改良区 1.0 22 1.2 ○ 令和1年12月11日
穴久保ため池 三戸郡南部町 大字下名久井字赤羽根8‐20,8‐22 南部町 水利組合 5.0 40 6.6 △
神楽上ため池 三戸郡南部町 大字高瀬字南沢山6‐98地先 南部町 自然人 4.7 40 4.4 △
渋民ため池 三戸郡南部町 大字上名久井字市渋民山24‐1 南部町 自然人 2.0 60 1.8 △
上沢ノ堤 三戸郡南部町 大字相内字沢構1 相内土地改良区 水利組合 2.0 23 1.0 ○ 令和1年12月24日

松の堤 三戸郡南部町 大字高橋字侍井沢18
三戸郡地引村
待井普通水利組合

福地土地改良区 5.5 102 1.3 ○ 令和1年12月13日 ○ ○ 令和2年3月30日

小泉堤 三戸郡南部町 大字小泉字上舘野50 国 土地改良区 2.8 48 18.1 △
法師岡堤 三戸郡南部町 大字法師岡字林ノ後42‐1 大字法師岡（集落） 自然人 3.6 35 1.4 ○ 令和1年12月9日 ○ ○ 令和2年3月30日
堀切堤 三戸郡南部町 大字福田字堀切13‐72,13‐73 南部町 水利組合 8.0 48 5.8 △
うぐいすの池 三戸郡南部町 大字福田字小谷地66 福地土地改良区 福地土地改良区 4.6 77 3.0 ○ 令和1年12月13日
小沼溜池 三戸郡階上町 大字赤保内字小沼4‐1,4‐2 自然人 赤保内水利組合 5.3 88 60.0 ○ 令和1年12月23日 ○ ○ 令和2年3月30日
長峰溜池 三戸郡階上町 大字鳥屋部字長峰15 自然人 自然人 3.0 24 1.2 ○ 令和1年12月6日
境窪溜池 三戸郡階上町 大字鳥屋部字境窪14‐2,14‐3 自然人 自然人 4.7 48 5.5 ○ 令和1年12月20日 ○ ○ 令和2年3月30日
水溜溜池 三戸郡階上町 大字赤保内字水溜14‐2 自然人 水利組合 3.5 47 3.2 ○ 令和1年12月14日
浜久保溜池 三戸郡階上町 大字道仏字浜久保35,36 自然人 自然人 6.0 81 5.4 ○ 令和1年12月24日 ○ ○ 令和2年3月30日
上明戸溜池 三戸郡階上町 大字角折字上明戸4‐3 自然人 自然人 3.3 80 2.0 ○ 令和1年12月18日
田端溜池 三戸郡階上町 大字赤保内字田端22 階上町 自然人 2.8 100 5.0 △ ○
山舘前溜池 三戸郡階上町 大字赤保内字山舘21‐5 自然人 自然人 3.3 43 2.4 ○ 令和1年12月20日
程熊溜池 三戸郡階上町 大字道仏字笹畑58‐3 自然人 自然人 2.2 27 1.2 ○ 令和1年12月15日
大上溜池 三戸郡階上町 大字赤保内字大上24‐3 自然人 自然人 3.1 44 1.4 ○ 令和1年12月18日
福立沢溜池 三戸郡階上町 大字鳥谷部字福立沢13‐7 自然人 自然人 3.2 65 3.6 ○ 令和1年12月13日
鳥沢溜池 三戸郡階上町 大字鳥谷部鳥沢29‐10 自然人 自然人 4.0 40 3.4 ○ 令和1年12月7日
第2笹畑溜池 三戸郡階上町 大字道仏字笹畑3 自然人 自然人 2.5 40 1.1 ○ 令和1年12月15日
第1笹畑溜池 三戸郡階上町 大字道仏字笹畑22,26‐1 自然人 自然人 1.7 21 1.0 ○ 令和1年12月15日
第1大蛇溜池 三戸郡階上町 大字道仏字大蛇88‐1 自然人 自然人 2.2 86 0.9 ○ 令和1年12月9日
野沢溜池 三戸郡階上町 大字赤保内字野沢7‐4 自然人 自然人 2.5 40 1.0 ○ 令和1年12月10日
長窪溜池 三戸郡階上町 大字平内字長窪7‐70 自然人 自然人 1.6 30 0.1 ○ 令和1年12月23日
茨島溜池 三戸郡階上町 大字赤保内字茨島下21‐15 自然人 自然人 3.2 40 2.4 ○ 令和2年1月29日
道合溜池 三戸郡階上町 大字金山字小板橋22‐3 自然人 自然人 1.2 30 0.5 ○ 令和1年12月26日
柳沢溜池 三戸郡階上町 大字赤保内字外平25‐8 自然人 自然人 2.1 55 4.1 ○ 令和1年12月19日
第二大蛇溜池 三戸郡階上町 大字道仏字大蛇170‐13 自然人 自然人 0.8 9 0.2 ○ 令和1年12月15日
天当平溜池 三戸郡階上町 大字道仏字天当平2‐22 自然人 自然人 2.2 23 0.5 ○ 令和1年12月10日
天当溜池 三戸郡階上町 大字道仏字藤沢15‐30 自然人 自然人 2.7 23 0.2 ○ 令和1年12月18日
藤沢溜池 三戸郡階上町 大字道仏字藤沢5‐3 自然人 自然人 1.9 15 0.4 ○ 令和1年12月23日
上桑木溜池 三戸郡階上町 大字道仏字上桑木窪4‐2 自然人 自然人 1.7 22 0.4 ○ 令和2年1月3日
平戸溜池 三戸郡階上町 大字道仏字下桑木37‐14 自然人 自然人 2.1 30 1.1 ○ 令和1年12月9日
石川溜池 三戸郡階上町 大字道仏字下桑木5‐27 自然人 自然人 2.6 35 0.8 ○ 令和1年12月20日
戸久世溜池 三戸郡階上町 大字金山字伴蔵17 自然人 自然人 3.3 30 2.5 ○ 令和1年12月12日
荒巻溜池 三戸郡新郷村 大字戸来字荒巻62-47、字沢向51-5 自然人 新郷村 0.8 8 1.6 ○ 令和1年12月12日

合計 1,694か所 387か所 108か所
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