
特定農業用ため池の指定

　令和２年（2020年）６月１日
長野県知事　阿部　守一　　

ため池の名称 指定年月日

銀川古池（堀の内） 小諸市 大久保 令和２年６月１日
地番坂 小諸市 大久保 令和２年６月１日
清水池（１） 小諸市 大久保 令和２年６月１日
小屋場（３） 小諸市 大久保 令和２年６月１日
ヒマ頭 小諸市 山浦 令和２年６月１日
丸山の池 小諸市 山浦 令和２年６月１日
切堤脇（酢屋の池） 小諸市 山浦 令和２年６月１日
天池 小諸市 滋野甲 令和２年６月１日
加増 小諸市 加増 令和２年６月１日
マキノ 小諸市 山浦 令和２年６月１日
豆口 小諸市 加増 令和２年６月１日
ホズミ池 小諸市 大久保 令和２年６月１日
農大東池 小諸市 山浦 令和２年６月１日
社口大池 佐久市 根岸 令和２年６月１日
社口新池 佐久市 根岸 令和２年６月１日
白地 佐久市 根岸 令和２年６月１日
好道１号池 佐久市 布施 令和２年６月１日
竜ヶ池 佐久市 布施 令和２年６月１日
静人１号池 佐久市 印内 令和２年６月１日
淳人池 佐久市 印内 令和２年６月１日
清水貞池（清水健一池） 佐久市 印内 令和２年６月１日
清水房子池 佐久市 印内 令和２年６月１日
金井池 佐久市 印内 令和２年６月１日
島田池 佐久市 印内 令和２年６月１日
清男池 佐久市 印内 令和２年６月１日
菖蒲池 佐久市 印内 令和２年６月１日
山吠久保 佐久市 印内 令和２年６月１日
髙尾池 佐久市 印内 令和２年６月１日
雷太池 佐久市 印内 令和２年６月１日
清水正一 佐久市 印内 令和２年６月１日
小池髙池 佐久市 印内 令和２年６月１日
藤巻(1) 佐久市 布施 令和２年６月１日
藤巻(2) 佐久市 布施 令和２年６月１日
山梨４号 佐久市 桑山 令和２年６月１日
山梨大池 佐久市 桑山 令和２年６月１日
山梨７号 佐久市 桑山 令和２年６月１日
赤坂１号 佐久市 桑山 令和２年６月１日
赤坂２号 佐久市 桑山 令和２年６月１日
天神平２号 佐久市 桑山 令和２年６月１日
天神平１号 佐久市 桑山 令和２年６月１日
女石池 佐久市 桑山 令和２年６月１日
内の清水池 佐久市 桑山 令和２年６月１日
新池 佐久市 桑山 令和２年６月１日
農園１号 佐久市 桑山 令和２年６月１日
農園２号 佐久市 桑山 令和２年６月１日
明神池 佐久市 桑山 令和２年６月１日
尾尻池 佐久市 蓮田 令和２年６月１日
太田池 佐久市 桑山 令和２年６月１日
覗上３号 佐久市 八幡 令和２年６月１日
大池１号 佐久市 蓬田 令和２年６月１日
印内耕地整理池 佐久市 甲 令和２年６月１日
稲子 南佐久郡小海町 稲子 令和２年６月１日
桐原大池 北佐久郡立科町 桐原 令和２年６月１日
芦池 北佐久郡立科町 塩沢 令和２年６月１日

所在地

　農業用ため池の管理及び保全に関する法律第７条第１項の規定により、次のとおり特定農業用ため池
として指定したので、同条第３項の規定により公示する。
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ため池の名称 指定年月日所在地

宮地池 北佐久郡立科町 芦田 令和２年６月１日
籏屋池 北佐久郡立科町 芦田 令和２年６月１日
唐池 北佐久郡立科町 芦田 令和２年６月１日
赤頭池 北佐久郡立科町 芦田 令和２年６月１日
上房池 北佐久郡立科町 山部 令和２年６月１日
西久保池 北佐久郡立科町 山部 令和２年６月１日
山部池 北佐久郡立科町 宇山 令和２年６月１日
昭八池 北佐久郡立科町 牛鹿 令和２年６月１日
山ノ神池 北佐久郡立科町 牛鹿 令和２年６月１日
商人久保池 北佐久郡立科町 茂田井 令和２年６月１日
馬場池 北佐久郡立科町 茂田井 令和２年６月１日
細谷大池 北佐久郡立科町 桐原 令和２年６月１日
入場池 北佐久郡立科町 藤沢 令和２年６月１日
池の平池 北佐久郡立科町 山部 令和２年６月１日
吉田池 上田市 芳田 令和２年６月１日
浅間池 上田市 下之郷 令和２年６月１日
沢山池 上田市 前山 令和２年６月１日
みどり池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
史一前池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
四ッ京大池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
喜多池 東御市 八重原 令和２年６月１日
新池(四ツ京) 東御市 御牧原 令和２年６月１日
はす池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
小古池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
中村池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
大原池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
弁天池（御牧原） 東御市 御牧原 令和２年６月１日
観音池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
畔田大池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
新池(御牧原) 東御市 御牧原 令和２年６月１日
太藏池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
忠雄池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
武衛池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
土堂大池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
がま池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
四郎池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
切久保部分林池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
耕地整理池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
八反田2号池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
甚太郎池 東御市 八重原 令和２年６月１日
八反田1号池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
正義池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
二子池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
太郎池 東御市 御牧原 令和２年６月１日
第一池 東御市 八重原 令和２年６月１日
第二池 東御市 八重原 令和２年６月１日
明神池 東御市 八重原 令和２年６月１日
新池(白水） 東御市 八重原 令和２年６月１日
大工池 東御市 八重原 令和２年６月１日
田楽池 東御市 八重原 令和２年６月１日
向原池 東御市 八重原 令和２年６月１日
長坂池 東御市 県 令和２年６月１日
加沢池 東御市 加沢 令和２年６月１日
弁天池（原口） 東御市 滋野乙 令和２年６月１日
塩之入池 小県郡青木村 当郷 令和２年６月１日
中原池 小県郡青木村 当郷 令和２年６月１日
蓼科湖 茅野市 北山 令和２年６月１日
池の平（白樺湖） 茅野市 北山 令和２年６月１日
入笠湖 諏訪郡富士見町 富士見 令和２年６月１日
鏡湖 茅野市 宮川 令和２年６月１日
池の袋 諏訪郡富士見町 境 令和２年６月１日
山の神 諏訪郡富士見町 富士見 令和２年６月１日
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野底堤 伊那市 野底 令和２年６月１日
八ッ手双子入温水溜池 伊那市 手良沢岡 令和２年６月１日
八ツ手大洞の堤 伊那市 手良沢岡 令和２年６月１日
中坪上村堤 伊那市 手良中坪 令和２年６月１日
笠原馬場 伊那市 美篶 令和２年６月１日
笠原新堤 伊那市 美篶 令和２年６月１日
笠原駒形 伊那市 美篶 令和２年６月１日
笠原ひょうたん堤 伊那市 美篶 令和２年６月１日
笠原中の堤 伊那市 美篶 令和２年６月１日
貝沼中島 伊那市 富県 令和２年６月１日
北福地大蛇ヶ入の堤 伊那市 富県 令和２年６月１日
北福地山畑の堤 伊那市 富県 令和２年６月１日
北福地堂地の堤 伊那市 富県 令和２年６月１日
北福地羽場の堤 伊那市 富県 令和２年６月１日
富県 伊那市 富県 令和２年６月１日
横山 伊那市 横山 令和２年６月１日
羽広北割北垣外 伊那市 西箕輪羽広 令和２年６月１日
羽広北割山崎 伊那市 西箕輪 令和２年６月１日
羽広大堤 伊那市 西箕輪 令和２年６月１日
羽広大矢塚 伊那市 西箕輪 令和２年６月１日
上戸芦沢新田 伊那市 西箕輪上戸 令和２年６月１日
梨ノ木 伊那市 西箕輪 令和２年６月１日
上戸 伊那市 西箕輪 令和２年６月１日
六道堤 伊那市 美篶 令和２年６月１日
千代田湖 伊那市 高遠町藤沢 令和２年６月１日
大沢 伊那市 高遠町下山田 令和２年６月１日
大沼 駒ヶ根市 赤穂 令和２年６月１日
鎌取 駒ヶ根市 東伊那 令和２年６月１日
樋口 上伊那郡辰野町 樋口 令和２年６月１日
赤羽 上伊那郡辰野町 赤羽 令和２年６月１日
洞の田 上伊那郡辰野町 赤羽 令和２年６月１日
神戸 上伊那郡辰野町 伊那富 令和２年６月１日
細洞 上伊那郡辰野町 小野 令和２年６月１日
大ノ洞 上伊那郡辰野町 小野 令和２年６月１日
土手下 上伊那郡飯島町 七久保 令和２年６月１日
竹の上 上伊那郡中川村 片桐 令和２年６月１日
原田新堤 上伊那郡中川村 片桐 令和２年６月１日
久保畑 上伊那郡中川村 片桐 令和２年６月１日
竹の上整理 上伊那郡中川村 片桐 令和２年６月１日
横前 上伊那郡中川村 片桐 令和２年６月１日
天神 上伊那郡中川村 大草 令和２年６月１日
反田 飯田市 座光寺 令和２年６月１日
新洞 飯田市 丸山町 令和２年６月１日
三尋石 飯田市 大瀬木 令和２年６月１日
増泉寺 飯田市 大瀬木 令和２年６月１日
登坂 飯田市 山本 令和２年６月１日
桧沢 飯田市 山本 令和２年６月１日
光地洞 飯田市 久米 令和２年６月１日
西平北 飯田市 山本 令和２年６月１日
湯川 飯田市 山本 令和２年６月１日
木山入 飯田市 上久堅 令和２年６月１日
大堤 飯田市 龍江 令和２年６月１日
鍛冶屋端 下伊那郡松川町 生田 令和２年６月１日
日影堤 下伊那郡松川町 生田 令和２年６月１日
入倉堤 下伊那郡松川町 生田 令和２年６月１日
北原堤 下伊那郡松川町 生田 令和２年６月１日
新田温水ため池 下伊那郡高森町 山吹 令和２年６月１日
千早原ため池 下伊那郡高森町 吉田 令和２年６月１日
牧の内ため池 下伊那郡高森町 下市田 令和２年６月１日
新堤ため池 下伊那郡高森町 下市田 令和２年６月１日
間ケ沢ため池 下伊那郡高森町 下市田 令和２年６月１日
新井ため池 下伊那郡高森町 上市田、牛牧 令和２年６月１日
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割岩温水ため池 下伊那郡高森町 山吹 令和２年６月１日
川田大つつみ 下伊那郡阿南町 北条 令和２年６月１日
うなり木上 下伊那郡阿南町 北条 令和２年６月１日
七久里 下伊那郡阿智村 春日 令和２年６月１日
西栗矢 下伊那郡阿智村 伍和 令和２年６月１日
十王堂 下伊那郡下條村 睦沢 令和２年６月１日
田の口 下伊那郡喬木村 令和２年６月１日
新堤 下伊那郡喬木村 令和２年６月１日
大屋 木曽郡南木曽町 吾妻 令和２年６月１日
大島 木曽郡南木曽町 吾妻 令和２年６月１日
ネギ様 木曽郡南木曽町 田立 令和２年６月１日
上村 木曽郡木曽町 日義 令和２年６月１日
西山 木曽郡木祖村 小木曽 令和２年６月１日
並柳上 松本市 並柳 令和２年６月１日
中洞 松本市 寿小赤 令和２年６月１日
北洞上 松本市 寿小赤 令和２年６月１日
北洞下 松本市 寿小赤 令和２年６月１日
上尾入 松本市 洞 令和２年６月１日
下尾入 松本市 洞 令和２年６月１日
石仏 松本市 中山 令和２年６月１日
北入第一（洞入） 松本市 中山 令和２年６月１日
北入第二(北入) 松本市 中山 令和２年６月１日
北入第三(下入) 松本市 中山 令和２年６月１日
下三区（藤井） 松本市 里山辺 令和２年６月１日
山の神 松本市 里山辺 令和２年６月１日
杏清水池 松本市 岡田伊深 令和２年６月１日
げんざの池 松本市 岡田伊深 令和２年６月１日
郷士入中 松本市 三才山 令和２年６月１日
郷士入下 松本市 三才山 令和２年６月１日
十沢 塩尻市 片丘 令和２年６月１日
四柱 塩尻市 片丘 令和２年６月１日
大沢池 塩尻市 片丘 令和２年６月１日
鷹ノ巣下 塩尻市 片丘 令和２年６月１日
今泉 塩尻市 片丘 令和２年６月１日
小坂田 塩尻市 塩尻町 令和２年６月１日
中条 塩尻市 中西 令和２年６月１日
上条大沢 塩尻市 旧塩尻 令和２年６月１日
野村八幡 塩尻市 広丘野村 令和２年６月１日
沓沢池 塩尻市 洗馬 令和２年６月１日
平出泉 塩尻市 宗賀 令和２年６月１日
渕岡 塩尻市 宗賀 令和２年６月１日
堤屋 塩尻市 宗賀 令和２年６月１日
本山 塩尻市 宗賀 令和２年６月１日
酒屋 塩尻市 宗賀 令和２年６月１日
チキリヤ 塩尻市 北小野 令和２年６月１日
和手 塩尻市 北小野 令和２年６月１日
芦井沢 塩尻市 北小野 令和２年６月１日
宮林 安曇野市 明科七貴 令和２年６月１日
菅田 安曇野市 明科七貴 令和２年６月１日
塩川原 安曇野市 明科七貴 令和２年６月１日
土尾 東筑摩郡麻績村 日 令和２年６月１日
堂の入1号 東筑摩郡麻績村 日 令和２年６月１日
堂の入2号 東筑摩郡麻績村 日 令和２年６月１日
赤坂 東筑摩郡麻績村 日 令和２年６月１日
野田沢 東筑摩郡麻績村 日 令和２年６月１日
山崎 東筑摩郡麻績村 日 令和２年６月１日
小東 東筑摩郡麻績村 日 令和２年６月１日
上の原１号 東筑摩郡麻績村 日 令和２年６月１日
上の原２号 東筑摩郡麻績村 日 令和２年６月１日
上の原３号 東筑摩郡麻績村 日 令和２年６月１日
天沼上 東筑摩郡麻績村 日 令和２年６月１日
天沼下 東筑摩郡麻績村 日 令和２年６月１日
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堂峯上 東筑摩郡麻績村 日 令和２年６月１日
堂峯下 東筑摩郡麻績村 日 令和２年６月１日
清水 東筑摩郡麻績村 日 令和２年６月１日
桂清水 東筑摩郡麻績村 日 令和２年６月１日
入の沢 東筑摩郡麻績村 日 令和２年６月１日
入 東筑摩郡麻績村 日 令和２年６月１日
新田原池 東筑摩郡山形村 令和２年６月１日
八幡男池 東筑摩郡山形村 令和２年６月１日
八幡女池 東筑摩郡山形村 令和２年６月１日
曽倉沢ため池 東筑摩郡朝日村 古見 令和２年６月１日
芦ノ池 東筑摩郡朝日村 古見 令和２年６月１日
滝ヶ入池 東筑摩郡朝日村 西洗馬 令和２年６月１日
桂 東筑摩郡筑北村 坂北 令和２年６月１日
屋敷 東筑摩郡筑北村 坂北 令和２年６月１日
赤坂 東筑摩郡筑北村 坂北 令和２年６月１日
小塚 東筑摩郡筑北村 坂北 令和２年６月１日
神ヶ池 東筑摩郡筑北村 西条 令和２年６月１日
熊の入 東筑摩郡筑北村 坂井 令和２年６月１日
大沢寺 大町市 平 令和２年６月１日
久保第２号 大町市 平 令和２年６月１日
居谷里第1号 大町市 大町 令和２年６月１日
居谷里第3号 大町市 大町 令和２年６月１日
栃沢 大町市 八坂 令和２年６月１日
新行 大町市 美麻 令和２年６月１日
中原 大町市 美麻 令和２年６月１日
親の原 北安曇郡小谷村 千国 令和２年６月１日
浅川大池 長野市 中曽根 令和２年６月１日
猫又池 長野市 北郷 令和２年６月１日
丸池 長野市 門沢 令和２年６月１日
上蓑ヶ谷池 長野市 北郷 令和２年６月１日
下蓑ヶ谷池 長野市 北郷 令和２年６月１日
堂沢池（洞沢の池） 長野市 若槻東条 令和２年６月１日
よねり池 長野市 若槻東条 令和２年６月１日
古池 長野市 吉 令和２年６月１日
大座法師池 長野市 上ヶ屋 令和２年６月１日
軍足池 長野市 広瀬 令和２年６月１日
浦谷地池 長野市 広瀬 令和２年６月１日
寺下池 長野市 篠ノ井 令和２年６月１日
宮浦池 長野市 篠ノ井 令和２年６月１日
小金山池 長野市 篠ノ井 令和２年６月１日
有旅大池 長野市 篠ノ井 令和２年６月１日
沢池 長野市 篠ノ井 令和２年６月１日
昭和池 長野市 篠ノ井 令和２年６月１日
名知不池 長野市 篠ノ井 令和２年６月１日
つつみ池 長野市 篠ノ井 令和２年６月１日
大久保大池 長野市 篠ノ井 令和２年６月１日
大安寺大池 長野市 七二会 令和２年６月１日
上ノ新池 長野市 信更町 令和２年６月１日
宮浦の池（宮浦池） 長野市 信更町 令和２年６月１日
氷ノ田新池 長野市 信更町 令和２年６月１日
太郎池 長野市 信更町 令和２年６月１日
嫁池 長野市 信更町 令和２年６月１日
湧池 長野市 信更町 令和２年６月１日
安庭大池 長野市 信更町 令和２年６月１日
三念沢池 長野市 豊野町 令和２年６月１日
新池 長野市 豊野町 令和２年６月１日
神宮寺池 長野市 豊野町 令和２年６月１日
大久保池 長野市 豊野町 令和２年６月１日
堤池 長野市 豊野町 令和２年６月１日
小鳥ヶ池（中社温水ため池） 長野市 戸隠 令和２年６月１日
宝池 長野市 戸隠 令和２年６月１日
崇神池 長野市 戸隠 令和２年６月１日
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裏新田池 長野市 大岡 令和２年６月１日
裏新田2号 長野市 大岡 令和２年６月１日
日合池 長野市 大岡 令和２年６月１日
阿欠池 長野市 信州新町 令和２年６月１日
神田池 長野市 信州新町 令和２年６月１日
野下原ため池2号 須坂市 豊丘 令和２年６月１日
野下原ため池1号 須坂市 豊丘 令和２年６月１日
花柄 千曲市 羽尾 令和２年６月１日
郷津 千曲市 羽尾 令和２年６月１日
原新池 千曲市 羽尾 令和２年６月１日
入田の池 埴科郡坂城町 坂城 令和２年６月１日
大英寺の池 埴科郡坂城町 坂城 令和２年６月１日
小野沢上の池 埴科郡坂城町 上平 令和２年６月１日
大久保 上水内郡信濃町 柏原 令和２年６月１日
針ノ木 上水内郡信濃町 富濃 令和２年６月１日
土橋 上水内郡信濃町 荒瀬原 令和２年６月１日
芋川 上水内郡信濃町 荒瀬原 令和２年６月１日
西ノ入 上水内郡飯綱町 高坂 令和２年６月１日
東柏原（2） 上水内郡飯綱町 東柏原 令和２年６月１日
大洞大池 上水内郡小川村 稲丘 令和２年６月１日
新堤 上水内郡小川村 稲丘 令和２年６月１日
古池 上水内郡小川村 稲丘 令和２年６月１日
泥立 上水内郡小川村 高府 令和２年６月１日
東ヶ池 中野市 新野 令和２年６月１日
大林池 中野市 大俣 令和２年６月１日
大熊池 中野市 三ツ和 令和２年６月１日
七曲池 中野市 永江 令和２年６月１日
水上池 中野市 永江 令和２年６月１日
屋地谷池 中野市 永江 令和２年６月１日
赤坂ため池 中野市 穴田 令和２年６月１日
１号溜池 中野市 豊津 令和２年６月１日
米山 中野市 豊津 令和２年６月１日
荒山 中野市 上今井 令和２年６月１日
中の堤 飯山市 照岡 令和２年６月１日
和水池 飯山市 一山 令和２年６月１日
下境中堤 飯山市 一山 令和２年６月１日
下境新堤 飯山市 照岡 令和２年６月１日
田茂木池 飯山市 一山 令和２年６月１日
狢池 飯山市 一山 令和２年６月１日
今井１号 飯山市 常郷 令和２年６月１日
泥の久保 飯山市 豊田 令和２年６月１日
小泉の堤 飯山市 常盤 令和２年６月１日
北之地池 飯山市 豊田 令和２年６月１日
桂池 飯山市 寿 令和２年６月１日
針湖池 飯山市 常磐 令和２年６月１日
荒小屋 飯山市 旭 令和２年６月１日
雨池 飯山市 飯山 令和２年６月１日
大聖寺池 飯山市 飯山 令和２年６月１日
田草溜池 飯山市 静間 令和２年６月１日
勘助の溜池 飯山市 静間 令和２年６月１日
上原溜池 飯山市 静間 令和２年６月１日
中山根溜池 飯山市 蓮 令和２年６月１日
新田１号 飯山市 蓮 令和２年６月１日
新田２号 飯山市 蓮 令和２年６月１日
小金石 飯山市 瑞穂 令和２年６月１日
柏尾古堤 飯山市 一山 令和２年６月１日
北竜湖 飯山市 瑞穂 令和２年６月１日
涌井溜池 飯山市 旭 令和２年６月１日
涌井新池 飯山市 旭 令和２年６月１日
お宮の堤 飯山市 常盤 令和２年６月１日
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