
○ため池データベース（令和３年３⽉３１⽇現在）

 ※１ 規約のない団体及び個⼈が所有者の場合は、「⾃然⼈」として記載。
 ※２ 農業⽤ため池の管理及び保全に関する法律第四条の規定に基づく、農業⽤ため池（国⼜は地⽅公共団体が所有するものを除く）所有者からの届出有無。
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丸⼭ため池(本堤) 19.0 89
丸⼭ため池(針原副堤) 5.8 51
丸⼭ため池(丸⼭副堤) 2.4 55

2 ⼤正池(千代⽥) 甲府市 上帯那町 甲府市 帯那⼟地改良区 9.3 93 52.00 ○
3 昭和池(上帯那) 甲府市 上帯那町 甲府市 帯那⼟地改良区 9.7 88 30.00 ○
4 和⽥第三 甲府市 和⽥町 甲府市 ⾃然⼈ 6.1 107 9.00 ○
5 ⻄耕地 甲府市 古府中町 甲府市 ⾃然⼈ 6.8 98 9.00 ○
6 ⻯ヶ池 甲府市 古府中町 相川⼟地改良区 相川⼟地改良区 12.0 350 222.00 有 2019/12/20 ○ ○ 2020/3/31
7 岩窪 甲府市 岩窪町 相川⼟地改良区 相川⼟地改良区 6.0 167 8.00 有 2019/12/20 ○ ○ 2020/3/31
8 荒井 甲府市 下帯那町 甲府市 帯那⼟地改良区 6.0 67 5.00 ○
9 仮宿(千代⽥) 甲府市 下帯那町 甲府市 帯那⼟地改良区 5.5 87 3.00
10 ⽩井 甲府市 ⽩井町 甲府市 ⾃然⼈ 2.0 90 5.00 ○
11 吉⽥溜池 富⼠吉⽥市 上吉⽥東 富⼠吉⽥市 富⼠吉⽥市 6.8 562 52.00 ○
12 千⿃湖 ⼭梨市 万⼒ ⼭梨市 ⼭梨市 2.3 514 22.00
13 ⼩篠溜池 ⼤⽉市 猿橋町 ⼩篠⼟地改良区 ⼩篠⼟地改良区 27.4 111 141.00 有 2019/12/27 ○ ○ 2020/3/31
14 ⼩⽥溜池 ⼤⽉市 猿橋町 猿橋⼟地改良区 猿橋⼟地改良区 5.0 35 1.09 有 2019/12/27
15 藤沢溜池 ⼤⽉市 初狩町 初狩⼟地改良区 初狩⼟地改良区 3.0 7 0.30 有 2019/12/27
16 重久神社前溜池 韮崎市 ⽳⼭町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 3.8 39 10.00 有 2019/12/20 ○ ○ 2020/3/31
17 池の平溜池 韮崎市 神⼭町 韮崎市 ⾃然⼈ 6.8 100 34.50 ○
18 ⼭⼝溜池 韮崎市 旭町 韮崎市 ⾃然⼈ 4.3 90 4.50 ○
19 ⾺場堤溜池 韮崎市 穂坂町 韮崎市 ⾃然⼈ 4.0 50 12.00 ○
20 新溜池 韮崎市 穂坂町 三ッ沢⼟地改良区 三ッ沢⼟地改良区 6.6 123 13.70 有 2019/12/20 ○ ○ 2020/3/31
21 沢村堤 韮崎市 穂坂町 三ッ沢⼟地改良区 三ッ沢⼟地改良区 12.7 93 66.00 有 2019/12/20 ○ ○ 2020/3/31
22 ⿃ノ⼩池上溜池 韮崎市 穂坂町 韮崎市 韮崎市 5.6 127 32.20 ○
23 上の原溜池 韮崎市 穂坂町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 20.0 90 12.00 有 2019/12/20
24 阿原頭溜池 韮崎市 ⽳⼭町 韮崎市 ⾃然⼈ 4.6 69 8.00 ○
25 中村溜池 韮崎市 ⽳⼭町 韮崎市 ⾃然⼈ 4.0 50 1.20 ○
26 天端窪溜池 韮崎市 ⽳⼭町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 5.0 40 3.00 有 2019/12/20
27 南伊奈ヶ湖 南アルプス市 上市之瀬 南アルプス市 南アルプス市 12.0 142 105.00 ○
28 南伊奈ヶ湖(菖蒲池) 南アルプス市 上市之瀬 南アルプス市 南アルプス市 7.8 62 4.00 ○
29 ⽴沼ため池 南アルプス市 平岡 平岡養蚕農業協同組合 平岡養蚕農業協同組合 8.0 61 2.00 有 2019/12/20

○ ○ 2020/3/311 1450.00荒川沿岸⽤⽔利⽤組合荒川沿岸⽤⽔利⽤組合 有 2019/12/20

所在地

甲府市 下帯那町

別 紙
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30 淵ため池 南アルプス市 上宮地 上宮地区 上宮地区 4.6 70 2.00 有 2019/12/20 ○ ○ 2020/3/31
31 ⼭の淵ため池 南アルプス市 中野 中野区⾃治会 中野区⾃治会 10.8 66 9.00 有 2019/12/20
32 北伊奈ヶ湖 南アルプス市 上市之瀬 南アルプス市 南アルプス市 4.6 50 19.00 ○
33 湯沢貯⽔池 南アルプス市 秋⼭ 南アルプス市 南アルプス市 10.0 35 8.00 ○
34 寺沢溜池 北杜市 明野町 北杜市 ⾃然⼈ 9.2 60 7.00 ○
35 和⽥溜池 北杜市 須⽟町 北杜市 ⾃然⼈ 10.4 110 6.30 ○
36 境之澤溜池 北杜市 須⽟町 北杜市 ⾃然⼈ 1.8 30 5.62 ○
37 松尾沢溜池 北杜市 須⽟町 北杜市 ⾃然⼈ 15.7 62 18.00 ○
38 念場溜池 北杜市 ⾼根町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 5.8 80 13.00 有 2019/12/20 ○ ○ 2020/3/31
39 浅川溜池 北杜市 ⾼根町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 5.1 80 14.00 有 2019/12/20 ○ ○ 2020/3/31
40 東井出新溜池 北杜市 ⾼根町 北杜市 ⾃然⼈ 7.4 109 16.00 ○
41 東井出旧(古)溜池 北杜市 ⾼根町 北杜市 ⾃然⼈ 3.0 177 7.00
42 新町上溜池 北杜市 ⾼根町 北杜市 ⾃然⼈ 4.7 113 5.00
43 五町⽥溜池 北杜市 ⾼根町 北杜市 ⾃然⼈ 4.9 176 12.00 ○
44 ⼝ヶ坪溜池 北杜市 ⾼根町 北杜市 ⾃然⼈ 4.8 60 2.00
45 上⿊澤新溜池 北杜市 ⾼根町 ⻄沢堰⼟地改良区 ⻄沢堰⼟地改良区 5.3 85 11.80 有 2019/12/20 ○ ○ 2020/3/31
46 ⼥蚊窪溜池 北杜市 ⾼根町 北杜市 ⾃然⼈ 9.2 98 43.00 ○
47 東⼊(下⿊沢)溜池 北杜市 ⾼根町 北杜市 ⾃然⼈ 7.3 84 12.50 ○
48 海道溜池 北杜市 ⾼根町 北杜市 北杜市 6.0 50 3.00
49 沢⽥溜池 北杜市 ⾼根町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 4.0 80 4.30 有 2019/12/20
50 ⼤井ヶ森溜池 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 7.9 115 10.80 ○
51 菅沼溜池(みどり湖) 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 12.1 151 66.00 ○
52 ⽩井沢溜池 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 9.4 120 23.00 ○
53 東村溜池 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 5.4 89 3.60 ○
54 観⾳第⼀溜池 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 7.0 364 32.70 ○
55 下条溜池 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 5.8 81 24.92 ○
56 ⽶⼭溜池 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 5.4 99 25.00 ○
57 夏秋溜池 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 4.6 62 5.00
58 柿平貯⽔池 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 5.1 83 19.20 ○
59 間の原(中丸第⼆)溜池 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 7.5 196 15.00 ○
60 ⻄蕪第⼀溜池 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 6.9 123 31.50 ○
61 ⻄蕪第⼆溜池 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 4.3 102 5.00 ○
62 東蕪溜池 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 5.9 99 6.00 ○
63 中丸溜池 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 2.8 68 1.00 ○
64 越中久保溜池 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 7.9 124 53.00 ○
65 ⽜池 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 9.4 103 74.50 ○
66 狐久保溜池 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 5.9 55 4.50 ○
67 宮の久保溜池 北杜市 ⻑坂町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 2.2 76 2.00 有 2019/12/20
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68 北村溜池 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 7.5 117 9.60 ○
69 上条溜池(反⽥溜池) 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 5.4 98 11.00 ○
70 鯉屋溜池 北杜市 ⻑坂町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 4.2 150 9.20 有 2019/12/20
71 昭和堤溜池 北杜市 ⻑坂町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 7.6 92 16.70 有 2019/12/20 ○ ○ 2020/3/31
72 久保頭溜池 北杜市 ⻑坂町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 4.1 80 3.00 有 2019/12/20 ○ ○ 2020/3/31
73 新堤 北杜市 ⻑坂町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 2.9 59 2.50 有 2019/12/20 ○ ○ 2020/3/31
74 塚川溜池 北杜市 ⻑坂町 北杜市 ⾃然⼈ 7.1 108 23.00 ○
75 勝⾒溜池 北杜市 ⻑坂町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 2.4 33 2.00 有 2019/12/20
76 下井出溜池 北杜市 ⼤泉町 北杜市 ⾃然⼈ 2.9 89 4.50 ○
77 寺所溜池 北杜市 ⼤泉町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 2.8 55 2.00 有 2019/12/20
78 ⼩岩清⽔溜池 北杜市 ⼤泉町 北杜市 ⾃然⼈ 4.1 116 5.00 ○
79 ⾶沢溜池 北杜市 ⼤泉町 北杜市 ⾃然⼈ 6.3 128 15.00 ○
80 井富溜池 北杜市 ⼤泉町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 4.8 123 18.00 有 2019/12/20 ○ ○ 2020/3/31
81 城南溜池 北杜市 ⼤泉町 北杜市 ⾃然⼈ 3.5 33 2.00
82 ⽶⼭溜池 北杜市 ⼤泉町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 4.7 54 15.00 有 2019/12/20 ○ ○ 2020/3/31
83 鳴⽯溜池 北杜市 ⼤泉町 北杜市 ⾃然⼈ 4.2 137 13.40 ○
84 ⼤井ヶ森貯⽔池 北杜市 ⼩淵沢町 北杜市 ⾃然⼈ 2.0 110 10.90 ○
85 井詰原溜池 北杜市 ⼩淵沢町 北杜市 北杜市 8.6 115 34.00 ○
86 平井出溜池 北杜市 ⼩淵沢町 北杜市 ⾃然⼈ 5.1 78 2.80 ○
87 神⽥溜池 北杜市 ⼩淵沢町 北杜市 ⾃然⼈ 2.5 112 3.20 ○
88 原村第１溜池 北杜市 ⼩淵沢町 北杜市 ⾃然⼈ 4.4 71 2.00 ○
89 原村第２溜池 北杜市 ⼩淵沢町 北杜市 ⾃然⼈ 3.8 50 2.50 ○
90 陣場溜池 北杜市 ⽩州町 北杜市 ⾃然⼈ 6.1 22 1.00

平久保溜池(上) 北杜市 ⽩州町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 4.7 48 3.00
平久保溜池(下) 北杜市 ⽩州町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 6.0 20 6.00

92 釜の⼝貯⽔池 甲斐市 上芦沢 甲斐市 ⾃然⼈ 4.7 131 3.00 ○
93 ⼩川ため池 甲斐市 上芦沢 甲斐市 ⾃然⼈ 11.8 66 11.00 ○
94 ⼤久保ため池 甲斐市 ⼤久保 甲斐市 ⾃然⼈ 6.7 156 5.00 ○
95 後沢ため池 甲斐市 ⽜句 荒川沿岸⽤⽔利⽤組合 荒川沿岸⽤⽔利⽤組合 29.0 115 112.00 有 2019/12/17 ○ ○ 2020/3/31
96 ⻯地⼤溜池 甲斐市 ⿓地 甲斐市 ⾃然⼈ 4.7 435 37.00 ○
97 久保⼊ため池 甲斐市 ⼤垈 甲斐市 ⼤垈堰⼟地改良区 8.8 81 15.00 ○
98 伊⾖の宮溜池 甲斐市 ⼤垈 甲斐市 ⼤垈堰⼟地改良区 7.2 116 30.00 ○
99 新⽥溜池 甲斐市 ⼤垈 甲斐市 楯無堰⼟地改良区 9.6 111 42.00 ○
100 泉ため池 甲斐市 菖蒲澤 甲斐市 ⾃然⼈ 7.1 116 13.00 ○
101 三島溜池 甲斐市 宇津⾕ 甲斐市 ⾃然⼈ 5.9 100 10.00 ○
102 笠⾒湖(尾⼭ため池) 笛吹市 御坂町 笛吹市 笛吹市 3.3 190 25.00 ○
103 蕎⻨塚ため池 笛吹市 御坂町 笛吹市 ⾃然⼈ 3.4 176 6.00
104 ⼋千蔵ため池 笛吹市 ⼋代町 笛吹市 ⾃然⼈ 3.6 84 3.50

91 ○ ○ 2020/3/31有 2019/12/20
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105 ⾼家ため池 笛吹市 ⼋代町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 3.0 110 2.86 有 2019/12/16 ○ ○ 2020/3/31
106 岡ため池 笛吹市 ⼋代町 笛吹市 ⾃然⼈ 5.4 109 5.00
107 中尾ため池 笛吹市 ⼋代町 笛吹市 ⾃然⼈ 7.0 58 6.00
108 ⻯安寺ため池 笛吹市 ⼋代町 笛吹市 ⾃然⼈ 2.4 83 4.10
109 原堤 笛吹市 境川町 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 8.3 45 7.80 有 2019/12/16
110 ⼩⿊坂上池 笛吹市 境川町 笛吹市 ⾃然⼈ 4.3 38 2.70
111 ⼩⿊坂下池 笛吹市 境川町 笛吹市 ⾃然⼈ 2.1 30 1.00
112 ⽉⾒が池 上野原市 上野原 上野原⼟地改良区 上野原⼟地改良区 6.4 62 13.50 有 2019/12/9 ○ ○ 2020/3/31
113 ⼩佐⼿溜池(⾚坂⽔上公園) 甲州市 勝沼町 甲州市 甲州市 4.5 64 1.00
114 藤井地区溜池 甲州市 勝沼町 甲州市 甲州市 2.4 38 1.00
115 ⽵輪池 中央市 ⾼部 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 1.8 197 1.84 有 2019/12/16
116 ⻄沢貯⽔池 市川三郷町 落居 市川三郷町 ⾃然⼈ 14.8 30 14.60 ○
117 葛篭沢貯⽔池 市川三郷町 葛篭沢 市川三郷町 ⾃然⼈ 4.0 45 4.90
118 奥堤 南部町 中野 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 4.0 25 2.00 有 2019/12/16 ○ ○ 2020/3/31
119 前堤 南部町 中野 ⾃然⼈ ⾃然⼈ 2.0 30 0.80 有 2019/12/16 ○
120 ⼩室(七⾯池)溜池 富⼠川町 ⼩室 富⼠川町 富⼠川町 5.0 46 16.20 ○
121 平林桜池 富⼠川町 平林 富⼠川町 富⼠川町 4.5 80 20.36
122 ⽮川温⽔溜池 富⼠川町 ⼩室 富⼠川町 富⼠川町 5.5 80 1.20
123 忍野ため池 忍野村 内野 忍野村 内野⼟地改良区 6.6 690 120.00 ○

合計 35 89 21


