
 

 

 

 

防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画 

 

令和３年３月２６日 

鳥    取    県   

 

１ 防災工事等の推進に関する基本的な方針 

 

(1)  鳥取県における農業用ため池の概要 

ア 現状と基本的な考え方 

本県は、中国地方の北東部、中国山地と日本海に挟まれた位置にあり、東西126km、

南北62km、面積は約3,507km2となっている。急峻な中国山地の影響で、日本海に

流れ出る河川は急流が多く、9度以上の傾斜地は県全体の78%を占めており、土砂

災害危険箇所も多数存在している。冬の北西季節風により降雪が多い日本海型気

候特性を有しているが、近年は短期的・局地的豪雨が頻発し、それに伴う浸水被害

や土砂被害の増加が懸念されている。 

県内農業は、総就業人口に占める基幹的農業従事者数及び全世帯に占める農家

世帯割合は一定の比率を有しており、本県における主要な産業であるものの、中

山間地域など条件不利地が多いことに加え、農業所得の低迷や高齢化の進展に伴

う担い手不足など、構造的な問題を継続して抱えている状況にある。このような

中、絶対数は未だ少ないものの新規就農者が増加傾向となっているほか、果樹新

品種の作付面積の増加や、白ねぎやブロッコリーなど園芸品目の作付拡大、さら

には農地中間管理機構による農地集積に向けた取組など、将来につながる動きも

出つつあり、農業生産額は平成26年度を底にV字回復の傾向に転じており、今後

もさらに農業振興や農村活性化を図っていく必要がある。 

平成 30 年 7 月に発生した西日本豪雨では、ため池の決壊が全国各地で相次ぎ、

犠牲者が発生するなど甚大な被害をもたらした。本県では、農業用ため池数985箇

所のうち、決壊により県民の生命及び財産に甚大な被害を及ぼすおそれのある防

災重点農業用ため池が 315 箇所を占めており、今後、各地域における保全管理及

び避難体制確立等のソフト対策、劣化状況や豪雨地震耐性の評価、優先度設定に

よるハード対策の連携を図りながら、総合的な防災減災対策の計画的かつ円滑推

進が急務となっている。 

イ 所有者及び管理者の状況 

別表１のとおり 

 

(2)  鳥取県における防災工事等の実施状況等 

別表１のとおり 

 

 

２ 劣化状況評価の実施に関する事項 

 

(1)  劣化状況評価の推進計画 

法の有効期間内に劣化状況評価を行った上で必要な防災工事に着手する必要が



 

 

 

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

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

え、計画的に劣化状況評価を実施する。 

なお、防災工事の実施に要する期間を考慮し、前期（令和７年度）までに劣化状

況評価を完了させる。 

ア 前期に劣化状況評価を行う防災重点農業用ため池： 253か所 

イ 後期に劣化状況評価を行う防災重点農業用ため池： 0か所 

 

(2)  経過観察 

劣化状況評価の結果、防災工事は不要であるものの、変状等が認められ経過観察

が必要であると判断された防災重点農業用ため池について、経過観察を行う。 

経過観察を行う防災重点農業用ため池及び経過観察を行う者： 別表２のとおり 

 

(3)  定期点検 

地震や豪雨等により防災重点農業用ため池の劣化が進行する等の不測の事態が生

じるおそれがあることから、防災工事が完了したものも含め、都道府県及び市町村

内に存在する防災重点農業用ため池について、定期的に点検を行い、決壊の危険性

を早期に把握する。 

ア 定期点検の頻度：１回以上／年 

イ 定期点検を行う者：ため池管理者、市町及びため池サポートセンターによる。 

 

 

３ 地震・豪雨耐性評価の実施に関する事項 

 

(1)  地震・豪雨耐性評価の推進計画 

法の有効期間内に地震・豪雨耐性評価を行った上で必要な防災工事に着手する必

要があるため、法の有効期間内を前期及び後期に区分し、防災重点農業用ため池が

決壊した場合の影響度も踏まえ、計画的に地震・豪雨耐性評価を実施する。 

なお、防災工事の実施に要する期間を考慮し、前期（令和７年度）までに劣化状

況評価を完了させる。 

ア 前期に地震・豪雨耐性評価を行う防災重点農業用ため池： 97か所 

イ 後期に地震・豪雨耐性評価を行う防災重点農業用ため池：  0か所 

ウ 個々の防災重点農業用ため池に関する情報： 別表２のとおり 

 

(2)  地震・豪雨耐性評価を優先的に実施すべき要件（知事特認） 

基本指針第３の２(1)③に規定する都道府県知事が特に必要と認めるものは、全

ての防災重点農業用ため池とする。 

 

 

４ 防災工事の実施に関する事項 

 

(1)  防災工事（廃止工事を除く。）の推進計画 

法の有効期間内を前期及び後期に区分し、防災重点農業用ため池が決壊した場合



 

 

 

の影響度も踏まえ、計画的に防災工事を実施する。 

ア 前期に防災工事を行う防災重点農業用ため池： 21か所 

イ 後期に防災工事を行う防災重点農業用ため池： 25か所 

ウ 個々の防災重点農業用ため池の情報： 別表２のとおり 

 

(2)  廃止工事の推進計画 

法の有効期間内を前期及び後期に区分し、防災重点農業用ため池が決壊した場合

の影響度も踏まえ、計画的に廃止工事を実施する。 

ア 前期に廃止工事を行う防災重点農業用ため池： 8か所 

イ 後期に廃止工事を行う防災重点農業用ため池： 27か所 

ウ 個々の防災重点農業用ため池の情報： 別表２のとおり 

 

(3)  防災工事の実施に当たっての配慮すべき事項 

ア  文化財保護担当部局との調整 

県又は市町は、文化財保護法（昭和25年法律第214号）第125条の規定に基づ 

き史跡・名称等に指定されているもの、重要文化的景観の構成要素となっている 

もの、史跡名勝天然記念物等の指定地内に存する農業用ため池について、防災重 

点農業用ため池に指定したものについては、県又は市町の文化財保護担当部局に、 

指定内容等を連絡するとともに、防災工事の実施に当たり、具体的な工事内容（地 

形の改変等の有無）を検討する段階から、時間的余裕をもって文化財保護法に基 

づく手続に係る準備を行うものとする。 

イ 環境担当部局との調整 

  県又は市町は、防災重点農業用ため池について防災工事又はため池廃止工事を 

実施する場合、環境との調和への配慮を適切に行うものとする。 

ウ  上水道担当部局との調整 

  県又は市町は、上水道の貯水池として共同利用されている防災重点農業用ため 

池について 防災工事を実施する場合、具体的な工事内容が明らかになった段階 

で、県又は市町の上水道担当部局と費用分担に係る協議・調整を行うものとする。 

なお、費用負担は分離費用身替り妥当支出法を基準とする。 

エ  その他 

  県又は市町は、堤防等が道路・公園等として利用されている防災重点農業用た 

め池について防災工事を実施する場合、具体的な工事内容を検討する段階から、 

時間的余裕をもって県又は市町の当該施設機能を所管する部局と協議・調整を行 

うものとする。 

 

 

５ 防災工事等の実施に当たっての市町村との役割分担及び連携に関する事項 

 

(1)  防災工事等の実施主体 

ア 劣化状況評価 

県が実施する。 

イ 地震・豪雨耐性評価 

県が実施する。 



 

 

 

ウ 防災工事（廃止工事を除く。） 

(ｱ)劣化状況評価の結果防災工事が必要であると判断されたもの、又は、豪雨耐 

性並びに地震耐性を有さないものは県が実施。 

(ｲ)上記(ｱ)以外のものは市町が実施。 

エ 廃止工事 

市町が実施する。 

 

(2) 技術指導等の内容 

  県は、本計画に基づく防災工事等を実施する者に対し、当該防災工事等の確実かつ

効果的な実施に関し必要となる技術的な指導、助言その他の援助に努めるものとし、

必要に応じてため池サポートセンターに対し、協力等を求めるものとする。 

 

(3) 情報共有及び連携の方法 

    県、市町、土地改良事業団体連合会等の関係者間で防災工事等に係る情報共有を

図り、連携して防災工事等を推進するため、定期的な担当者会議等の実施により、

調整・連携を推進するものとする。 

 

 

６ その他防災工事等の推進に関し必要な事項 

 

(1)  応急的な防災工事又は地震・豪雨時の応急措置の実施 

 県、市町、土地改良事業団体連合会、ため池管理者等の関係者は、防災工事が必要 

であると判断された防災重点農業用ため池が工事着手されるまでの間、必要に応じて

応急対策（損傷箇所の補修、低水管理等）を連携検討・実施するものとし、併せて、

点検・管理体制強化による監視体制構築を図る。また、日頃より、ハザードマップ等

活用した地域避難訓練による住民の防災意識醸成に努めるものとし、地震又は豪雨に

より、防災重点農業用ため池の決壊のおそれが生じた場合も、貯水位の強制低下や崩

落拡大防止措置等による決壊防止を講じるものとする。 

 

(2)  ＩＣＴ等の先端技術の導入等による管理・監視体制の強化 

 防災重点農業用ため池の管理・監視体制強化にあたり、水位計や監視カメラ設置 

等の先端技術（ICT 等）導入による遠隔監視システム構築が有効とされており、本県

においても、関係者間で協議・調整を進めながら、引き続き検討するものとする。 

 



別表１

防災工事等の推進に関する基本的な方針 鳥取県

　令和３年２月末時点

　(1)所有者別の箇所数及び割合

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

( 69% ) ( 1% ) ( 1% ) ( 26% ) ( 3% ) ( 0% ) ( 100% )

679 9 9 254 34 0 985

　(2)管理者別の箇所数及び割合

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

( 4% ) ( 2% ) ( 21% ) ( 61% ) ( 1% ) ( 11% ) ( 100% )

36 24 208 600 11 106 985

※国：行政財産として所有するものに限る。

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

箇所数 備考

10

77

① 17

② 60

③ 0

④ 0

181

① 0

② 0

③ 170

④ 11

0

① 0

② 0

12

① 0

② 12

35

① 35

② 0

315

（割合）

箇所数

区分 内容

２　防災重点農業用ため池に係る防災工事等の実施状況等

合計

１　農業用ため池の概要

区分

（割合）

箇所数

区分

イ

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

地震・豪雨耐性評価を優先的に実施すべき基準に該当しないもの

地震・豪雨耐性評価を優先的に実施すべき基準に該当するもの

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

防災工事（廃止工事を除く）が完了したもの

防災工事（廃止工事を除く）が未了のもの（継続中のものを含む）

廃止工事が完了したもの（指定解除手続きが未了のものに限る）

廃止工事が未了のもの（継続中のものを含む）

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

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

地震・豪雨耐性評価の結果、防災工事は不要であると判断されたもの

オ

エ

ウ 劣化状況評価を実施し、地震・豪雨耐性評価が未了

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

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

地震・豪雨耐性評価の結果、防災工事が必要であると判断されたもの

地震・豪雨耐性評価を実施し、劣化状況評価が未了

カ 現に農業用水の貯水池として利用なし

今後廃止工事を行うもの

廃止工事が完了したもの（指定解除手続きが未了のものに限る）

劣化状況評価、地震・豪雨耐性評価がいずれも未了



別表２

防災工事等の推進計画（対象ため池一覧） 鳥取県

　令和３年２月末時点

名称 ふりがな 都道府県名 市区、郡町村名 字・地番等
堤高
（ｍ）

堤長
（ｍ）

総貯水量
（千m3）

地震・豪雨
耐性評価

防災工事 廃止工事 経過観察 ※2 経過観察を行う者

312010001 切立池 きったていけ 鳥取県 鳥取市 覚寺７６４先 7.3 39.0 42.0 1

312010003 八幡池 やはたいけ 鳥取県 鳥取市
覚寺１１－１、１１
－２、１１－３

3.3 198.5 83.0

312010004 大沢池 おおさわいけ 鳥取県 鳥取市 百谷５０１先 8.0 47.7 65.0 1

312010005 七谷池 ななたにいけ 鳥取県 鳥取市 久末３８８先 12.9 74.2 210.0 1 R1着手

312010008 新城寺池 しんじょうじいけ 鳥取県 鳥取市 玉津１３７先 4.7 82.9 22.0

312010009 神谷奥堤
かんだんおくつ
つみ

鳥取県 鳥取市 西今在家２３７先 7.0 50.0 8.0

312010014 宮ノ谷堤 みやのたにいけ 鳥取県 鳥取市 越路６６３先 3.0 32.0 1.0

312010017 矢中溜池 やなかためいけ 鳥取県 鳥取市 祢宜谷７４－３先 10.2 99.0 52.0

312010018 大池 おおいけ 鳥取県 鳥取市
若葉台北五丁目
４、８、９

12.8 170.0 260.0

312010019 広岡溜池
ひろおかためい
け

鳥取県 鳥取市 広岡５６ 13.2 104.0 98.0 1 R1着手

312010026 中堤（中堤谷堤） なかづつみ 鳥取県 鳥取市 岩倉５９番 3.5 47.0 5.0 1

312010031 防谷下溜池
ぼうだにしもため
いけ

鳥取県 鳥取市 倭文５１１先 5.3 97.0 5.5

312010032 本谷池 ほんだにいけ 鳥取県 鳥取市 玉津１７８先 6.3 64.5 8.0

312010036 奥谷口池 おくたにぐちいけ 鳥取県 鳥取市 横枕３６８先 5.1 55.0 3.0

312010040 湯谷池 ゆたにいけ 鳥取県 鳥取市 倭文４５９先 5.4 52.0 3.8

312010045 目谷池 もくだにいけ 鳥取県 鳥取市 横枕３７先 4.3 63.0 6.3

312010055 長谷池 ながたにいけ 鳥取県 鳥取市 桂見３５２先 7.3 42.0 8.5

312010065 本谷溜池
ほんだにためい
け

鳥取県 鳥取市 松原４６５先 5.6 49.0 1.7 1

312010070 瀬戸谷池 せとだにいけ 鳥取県 鳥取市 上段５６ 5.9 30.0 1.5

312010083 海谷池 かいだにいけ 鳥取県 鳥取市 生山２５０先 3.2 38.5 2.0

312010084 菖蒲谷池 しょうぶだにいけ 鳥取県 鳥取市 生山２００先 5.0 40.2 13.0 1

312010087 仏谷池 ほとけだにいけ 鳥取県 鳥取市 桂木１２０先 5.6 69.0 6.0

312010090 坂口溜池
さかぐちためい
け

鳥取県 鳥取市 祢宜谷１３９先 6.0 82.0 4.0 1 R1着手

312010093 西谷堤 にしだにつつみ 鳥取県 鳥取市 船木２０８番 6.5 65.4 14.0

経過観察

備考

防災工事等の対象と実施時期 ※1
データベース
コード番号

防災重点農業用ため池の名称 所在地 ため池の諸元



名称 ふりがな 都道府県名 市区、郡町村名 字・地番等
堤高
（ｍ）

堤長
（ｍ）

総貯水量
（千m3）

地震・豪雨
耐性評価

防災工事 廃止工事 経過観察 ※2 経過観察を行う者

経過観察

備考

防災工事等の対象と実施時期 ※1
データベース
コード番号

防災重点農業用ため池の名称 所在地 ため池の諸元

312010097 岡ノ谷溜池
おかのたにため
いけ

鳥取県 鳥取市 御熊６１３先 8.5 49.0 11.0

312010113 池田池 いけだいけ 鳥取県 鳥取市
福部町湯山７０１
先

4.0 44.0 3.0

312010114 横谷池 よこだにいけ 鳥取県 鳥取市
福部町湯山７４９
先

4.7 44.0 2.0

312010115 塗谷池 ぬりだにいけ 鳥取県 鳥取市
福部町湯山１０３
３先

6.8 55.0 22.0 1

312010116 高山池 たかやまいけ 鳥取県 鳥取市 津ノ井５８番 3.3 56.0 2.9

312010121 大堤池 おおづつみいけ 鳥取県 鳥取市
気高町上光３８２
先

6.8 57.0 6.0

312010124 神子谷池 かみこたにいけ 鳥取県 鳥取市 気高町宿１１６先 6.8 121.0 6.0

312010130 三谷池 みたにいけ 鳥取県 鳥取市
気高町郡家２５
先

5.4 37.5 2.2

312010134 柿谷池 かきたにいけ 鳥取県 鳥取市
鹿野町今市５３７
先

4.7 101.0 4.0 1

312010142 奥谷堤 おくだにつつみ 鳥取県 鳥取市 尾崎４５５ 1.0 20.0 1.0 1

312010144 鹿野溜池 しかのためいけ 鳥取県 鳥取市
河原町本鹿３０２
－３先

6.4 36.5 1.0 1

312010145 志保谷堤 しぼたにつつみ 鳥取県 鳥取市
河原町釜口９５０
先

7.1 60.5 11.8

312010210 柏谷溜池
かしわたにため
いけ

鳥取県 鳥取市
河原町郷原２９６
先

6.9 57.3 4.9 1

312010228 深田堤 みなたつつみ 鳥取県 鳥取市
河原町山上６４５
先

10.2 47.5 29.7 1

312010230 梨原堤 なしばらつつみ 鳥取県 鳥取市
佐治町高山４３６
－３先

4.6 58.6 20.0

312010302 西谷池 にしだにいけ 鳥取県 鳥取市 桂見４３１先 4.8 41.2 2.8 整備済

312010303 東谷堤
ひがしだにつつ
み

鳥取県 鳥取市 船木１８７ 5.0 46.0 2.8

312010308
天王山池（天満
池）

てんのうざんい
け（てんまんい
け）

鳥取県 鳥取市
福部町湯山８４７
先

5.2 43.0 6.0

312010313 馬ノ池 うまのいけ 鳥取県 鳥取市
鹿野町今市２５２
先

6.4 138.6 22.4 整備済

312010314 馬場堤 ばばつつみ 鳥取県 鳥取市
河原町山上３７３
先

7.8 89.5 25.8 整備済

312010315 追作堤 おいさくつつみ 鳥取県 鳥取市
河原町三谷８１
－１先

6.6 55.3 5.5 整備済

312010319 古池 ふるいけ 鳥取県 鳥取市
河原町三谷１７８
先

6.9 43.0 12.1 整備済

312010321 余戸溜池 よどためいけ 鳥取県 鳥取市 津ノ井１７６先 2.0 35.5 1.7

312010323 宮ノ谷池 みやのたにいけ 鳥取県 鳥取市 美和９８先 5.0 60.0 13.0

312010324 奥谷口上池
おくたにぐちかみ
いけ

鳥取県 鳥取市 横枕３８０先 3.2 26.5 0.9 1

312010325 湯谷池 ゆたにいけ 鳥取県 鳥取市 美和２２８先 5.0 31.0 3.2

312010346 神子ヶ谷池 みこがたにいけ 鳥取県 鳥取市 本高７８先 2.7 20.5 0.6 1

312010350 嶽ノ垣池 たけのがきいけ 鳥取県 鳥取市
福部町海士２４７
先

7.4 41.0 3.0
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312010364 境ヶ尾ため池
さかいのおため
いけ

鳥取県 鳥取市
祢宜谷４５９番６
１

4.0 26.9 1.5

312010370 大石 おおいし 鳥取県 鳥取市 福井６０先 3.3 21.0 0.4

312010381 畑井頭池
はたいがしらい
け

鳥取県 鳥取市 福部町細川１８１ 4.0 56.7 1.0

312010382 平山池 ひらやまいけ 鳥取県 鳥取市
福部町細川２２７
先

4.0 42.0 1.0

312010398 大庭谷堤（寺堤）
おおていだんづ
つみ（てらづつ
み）

鳥取県 鳥取市
河原町水根１０６
１番

8.6 31.0 2.0 1

312010402 口堤 くちつつみ 鳥取県 鳥取市 岩倉１００先 3.8 53.3 3.2 1

312010403 報徳１ ほうとく１ 鳥取県 鳥取市 上原５７５ 4.7 70.0 1.0 1

312010405 北谷池 きただにいけ 鳥取県 鳥取市 福井１３１先 3.8 26.5 0.5

312010414 宮ノ谷２ みやのたに２ 鳥取県 鳥取市 越路６６５先 5.1 30.5 0.8

312010427 里仁池 さとにいけ 鳥取県 鳥取市 里仁１５９先 2.1 87.0 4.0

312010428 堤谷池 つつみたにいけ 鳥取県 鳥取市 里仁５６３先 5.5 42.0 10.0

312010429 堤谷池上池
つつみたにいけ
かみいけ

鳥取県 鳥取市 里仁５６４先 3.4 24.5 2.0

312010433
天神谷堤（町屋
１）

てんじんたにつ
つみ

鳥取県 鳥取市
国府町町屋４１５
番、４１５番１、４
１５番２

3.8 23.3 1.0

312010445
良田１（下ノ奥
池）

よしだ１（しもの
おくいけ）

鳥取県 鳥取市 良田４５９番 2.1 16.5 1.0

312020001 財ヶ谷池 ざいがたにいけ 鳥取県 米子市 福万１０４１先 11.0 152.0 129.0

312020004 岡成池 おかなりいけ 鳥取県 米子市 岡成２１４先 9.4 148.0 100.0 整備済

312020007 荒木堤池
あらきづつみい
け

鳥取県 米子市 泉７０７先 6.7 79.0 26.0

312020008 新池(天ヶ谷池) しんいけ 鳥取県 米子市 新山８６１ 4.5 44.0 55.0

312020013 上ノ池 かみのいけ 鳥取県 米子市 美吉８先 4.4 68.0 9.0 1

312020014 ドウドウ池 どうどういけ 鳥取県 米子市 石井５２７先 5.5 49.0 13.0

312020015 谷池 たにいけ 鳥取県 米子市 奈喜良４０３ 5.3 113.0 24.0

312020016 谷奥池 たにおくいけ 鳥取県 米子市 奈喜良４０２ 3.4 75.0 9.0

312020017 国吉池 くによしいけ 鳥取県 米子市
奈喜良５８５、５３
５－２

5.1 100.0 12.0 1

312020018 新堤池(川越池) しんつつみいけ 鳥取県 米子市 古市４４２ 3.6 207.0 17.0

312020020
酒屋側上池(兼
広池)

さかやがわかみ
いけ

鳥取県 米子市 新山６３４ 3.3 20.0 3.0

312020024 滝ヶ谷池 たきがたにいけ 鳥取県 米子市 古市６９８－２ 17.1 72.5 22.0

312020025 古市大池
ふるいちおおい
け

鳥取県 米子市 吉谷２４５先 3.7 141.0 30.8 1 R1着手

312020027 高尾谷溜池
たかおだにため
いけ

鳥取県 米子市
淀江町福岡地内
（筆界未定－６）

8.5 78.0 72.0
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312020028 上坂池 かみさかいけ 鳥取県 米子市 陰田町１２８４先 4.4 52.0 12.0 1

312020030 大谷池 おおたにいけ 鳥取県 米子市 大谷町３１１ 4.1 63.0 8.0

312020031 美吉向池 みよしむこういけ 鳥取県 米子市 美吉７６２先 3.8 68.0 15.0

312020032 上池 そらいけ 鳥取県 米子市
橋本６０１、６３
５、６３６

5.3 72.0 10.0

312020033 上坂谷池
かみさかたにい
け

鳥取県 米子市 石井９０７先 4.9 58.0 12.0

312020034 下坂谷池 しもさかたにいけ 鳥取県 米子市 石井５７７先 4.2 59.0 12.0

312020035 新堤池 しんづつみいけ 鳥取県 米子市
陰田町１７４８－
２

5.6 46.0 6.6 1

312020036 大池 おおいけ 鳥取県 米子市 陰田町１７９８ 4.1 107.5 16.5 1 R2着手

312020038 山田池 やまだいけ 鳥取県 米子市 新山２８４先 2.5 34.0 10.0 1

312020040
サコダ池(鳥井坂
池)

さこだいけ 鳥取県 米子市 新山９１、９７－１ 2.8 48.0 2.0 1

312020043 草谷池 くさたにいけ 鳥取県 米子市 吉谷６１６、６１７ 5.2 39.0 8.0 1

312020045 鶴ヶ奈池 つるがないけ 鳥取県 米子市 吉谷３０５先 3.9 88.0 8.0

312020046 榎原大池
えのきはらおお
いけ

鳥取県 米子市 榎原２０ 3.4 61.0 6.0 1

312020048 小天竺池 こてんじくいけ 鳥取県 米子市 陰田町９７先 2.7 58.3 4.0

312020049 古堤 ふるづつみ 鳥取県 米子市 美吉５８先 3.7 58.0 5.0 1

312020051 ドウド中池 どうどなかいけ 鳥取県 米子市 石井５１９先 3.9 65.0 6.0

312020055 中ノ原溜池
なかのはらため
いけ

鳥取県 米子市 淀江町中間３１９ 4.2 50.0 8.0 1

312020056 岡成中堤池
おかなりなかづ
つみいけ

鳥取県 米子市 岡成５７８先 5.0 68.0 6.2 1

312020057 奥谷池 おくたにいけ 鳥取県 米子市 古市５１７先 2.5 57.0 1.5

312020058 沼田奥池 ぬまたおくいけ 鳥取県 米子市 宗像３８０ 3.3 41.0 1.8

312020061 弥三ヶ谷池 やさがたにいけ 鳥取県 米子市 奥谷９６７先 3.4 78.0 4.8 1

312020062 新池 しんいけ 鳥取県 米子市 奥谷７４４先 3.0 70.0 15.0 1

312020063 奥谷池 おくだにいけ 鳥取県 米子市 奥谷４３９先 2.3 25.0 0.6 1

312020067 カガツ池 かがついけ 鳥取県 米子市 新山８６９ 3.0 30.0 0.6 1

312020068 向池 むかいいけ 鳥取県 米子市 橋本３８２先 5.2 50.0 4.1

312020070 榎原の池(2)
えのきはらのい
け(2)

鳥取県 米子市 榎原５７７ 2.4 32.0 0.4

312020073 﨏谷池 さこたにいけ 鳥取県 米子市 別所９９８ 2.1 18.0 0.5

312030013 清水 しみず 鳥取県 倉吉市 上神823番地 4.7 71.5 9.3 整備済
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312030016 狭間 はざま 鳥取県 倉吉市 上神469番地 3.9 60.0 2.2

312030023 仙隠 せんがくし 鳥取県 倉吉市
関金町大鳥居
1018-2番地

11.0 83.0 96.0

312030026 池ノ谷 いけのたに 鳥取県 倉吉市 鴨河内2050番地 16.3 79.0 659.0 整備済

312030027 藤井谷 ふじいだに 鳥取県 倉吉市 志津904番地 14.1 89.0 145.0

312030028 桜 さくら 鳥取県 倉吉市 桜46-30番地 32.1 123.7 546.0

312030029 横谷 よこたに 鳥取県 倉吉市 志津889-2番地 17.6 124.0 225.7 1 R1着手

312030031 中尾尻 なかおじり 鳥取県 倉吉市
鴨河内1945-71
番地

19.1 111.8 148.8 整備済

312030032 家ノ上 いえのうえ 鳥取県 倉吉市 志津687番地 6.5 35.0 18.0

312030033 詰り下 つりした 鳥取県 倉吉市 志津708-11番地 11.2 83.0 110.0

312030040 宮谷頭 みやたにがしら 鳥取県 倉吉市 国分寺510番地 5.0 42.0 41.0 1

312030043 双子（二子） ふたご（ふたご） 鳥取県 倉吉市 上福田979番地 4.5 55.7 9.0

312030044 双子（小谷） ふたご（こだに） 鳥取県 倉吉市
上福田896-2番
地

5.2 84.0 4.0

312030045 寺谷 てらたに 鳥取県 倉吉市 寺谷158番地 5.3 75.0 19.1 整備済

312030046 観ノ目 かんのめ 鳥取県 倉吉市 尾原217番地 3.6 56.0 22.0

312030047 般若区有 はんにゃくゆう 鳥取県 倉吉市 般若419番地 9.0 72.0 15.0 整備済

312030048 般若 はんにゃ 鳥取県 倉吉市 般若47番地 6.7 92.0 12.0 1 H29着手

312030049 釜ヶ谷 かまがたに 鳥取県 倉吉市
関金町堀3186-5
番地地先

13.8 104.0 165.5 整備済

312030050 長尾谷 ながおだに 鳥取県 倉吉市
関金町松河原
64-8番地地先

18.3 97.3 369.0

312030051 狼谷 おおかみだに 鳥取県 倉吉市
関金町松河原
106-362番地

26.9 502.0 1,320.0

312030055 奥津似 おくつに 鳥取県 倉吉市
長坂町961-2番
地

10.2 59.0 8.0

312030056 東谷 ひがしだに 鳥取県 倉吉市 尾田228-1番地 3.9 26.4 5.0 整備済

312030062 柄杓田 ひしゃくだ 鳥取県 倉吉市 上神674番地 4.5 37.5 2.2 1

313020001 天神池 てんじんいけ 鳥取県 岩美郡岩美町
鳥越沼カ平ル６
２２－１

9.9 60.0 150.0

313020002 池谷溜池
いけだにためい
け

鳥取県 岩美郡岩美町
大字本庄字池谷
６９８番

6.2 57.5 42.0

313020003 宇治溜池 うじためいけ 鳥取県 岩美郡岩美町
大字宇治字峠８
９１番

11.0 74.7 23.6 1

313020004 大沢池 おおさわいけ 鳥取県 岩美郡岩美町
大字唐川字大沢
１１０番

6.5 47.7 38.0 1

313020005 河崎越路堤
かわさきこしじつ
つみ

鳥取県 岩美郡岩美町
大字河崎字越路
１２２番

3.5 76.8 18.0

313020009 城ノ谷堤
しろのたにつつ
み

鳥取県 岩美郡岩美町
大字浦富字堤下
３６２番

5.0 63.5 4.0 1
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313020012 宇治小堤 うじこつつみ 鳥取県 岩美郡岩美町
大字宇治字姥ヶ
谷９２５番

6.2 47.0 9.5

313020021 大清水ため池
おおしみずため
いけ

鳥取県 岩美郡岩美町
大字浦富字大清
水５３８番

4.3 44.0 3.0 1

313020023 二本松ため池
にほんまつため
いけ

鳥取県 岩美郡岩美町
大字河崎字二本
松５５番

5.5 27.0 3.0

313020032 猪ノ懸ため池
いのかけためい
け

鳥取県 岩美郡岩美町
大字長郷字奥猪
ノ懸３番

5.0 40.0 3.0

313290006 岩井谷溜池
いわいだにため
いけ

鳥取県 八頭郡八頭町 奥谷３０ 5.0 30.0 1.7

313290009 蔵ノ内溜池
くらのうちためい
け

鳥取県 八頭郡八頭町 山路１０８－３ 5.3 49.0 17.5

313290011 本谷溜池
ほんだにためい
け

鳥取県 八頭郡八頭町 上峰寺３２４ 5.7 35.0 9.4 1

313290013 大堤溜池
おおづつみため
いけ

鳥取県 八頭郡八頭町 奥谷４ 9.6 50.0 25.0

313290014 奥ノ谷溜池
おくのたにため
いけ

鳥取県 八頭郡八頭町 山田２７７番 7.9 74.0 27.1

313290018 逧山溜池
さこやまためい
け

鳥取県 八頭郡八頭町 郡家２ 5.4 49.0 10.0

313290019 土居溜池 どいためいけ 鳥取県 八頭郡八頭町 宮谷６６ 6.0 50.0 19.0

313290020 奥溜池 おくためいけ 鳥取県 八頭郡八頭町 宮谷２２ 7.9 119.0 20.0

313290021 吉谷溜池
よしたにためい
け

鳥取県 八頭郡八頭町 宮谷１２ 9.7 30.0 23.0

313290022 山根溜池 やまねためいけ 鳥取県 八頭郡八頭町 宮谷１１２ 4.5 60.5 3.0 1

313290023 銭神谷堤
ぜにがみだにつ
つみ

鳥取県 八頭郡八頭町 西谷２７３ 7.2 30.0 3.7

313290026 長品堤 ちょうしなつつみ 鳥取県 八頭郡八頭町
見槻１０５番１、１
０５番２、１０７番

4.8 43.0 11.3

313290027 下山田堤
しもやまだつつ
み

鳥取県 八頭郡八頭町 船岡７２８ 5.7 37.0 9.2

313290028 椎ヶ谷口堤
しいげたにぐち
つつみ

鳥取県 八頭郡八頭町 日下部４９５ 5.5 47.0 14.8

313290031 第一堤谷堤
だいいちつつみ
だにつつみ

鳥取県 八頭郡八頭町 日下部６４１ 7.3 43.0 3.0

313290039 新堤溜池
しんつつみため
いけ

鳥取県 八頭郡八頭町 奥谷２ 3.2 37.0 1.2 1

313290053 手尾一堤 ておいちつつみ 鳥取県 八頭郡八頭町 水口１５４ 6.6 43.5 8.8

313290064 鶉谷溜池
うずらだにため
いけ

鳥取県 八頭郡八頭町 門尾１７４ 7.0 46.5 17.0

313290067 ニエジ溜池 にえじためいけ 鳥取県 八頭郡八頭町 上峰寺３２８ 5.8 48.0 14.5

313290068 仲ノ田溜池
なかのたためい
け

鳥取県 八頭郡八頭町 郡家４５２ 5.9 97.0 50.0

313290069 上堤 うえづつみ 鳥取県 八頭郡八頭町 西谷５４９ 9.3 52.0 23.5 1 R1着手

313290070 中堤 なかづつみ 鳥取県 八頭郡八頭町 西谷５４８ 4.1 30.0 5.7 1

313290071 新堤 しんづつみ 鳥取県 八頭郡八頭町 西谷５３１ 6.9 75.6 15.8 1

313290072 加丈谷堤
かじょうだにつつ
み

鳥取県 八頭郡八頭町 西谷３５３ 7.1 74.0 9.6
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313290089 手尾二堤 ておにつつみ 鳥取県 八頭郡八頭町 水口１５２ 3.0 35.0 2.0

313290092 頓正寺谷堤
とんしょうじつつ
み

鳥取県 八頭郡八頭町 船岡殿５１７ 3.0 25.0 1.0

313700006 谷奥 たにおく 鳥取県 東伯郡湯梨浜町
大字北福371番
地1

3.3 31.0 3.1 1

313700007 荒神谷 こうじんだに 鳥取県 東伯郡湯梨浜町
大字引地480番
地

3.1 11.0 2.1 1

313700017 奥 おく 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 大字宮内24番地 3.9 40.0 3.1 1

313700019 山辺 やまべ 鳥取県 東伯郡湯梨浜町
大字国信385番
地

5.4 31.5 12.2

313700022 西谷 にしたに 鳥取県 東伯郡湯梨浜町
大字埴見638番
地

7.0 75.0 19.0

313700023 上谷 うえだに 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 大字宮内71番地 2.9 39.0 3.1

313700025 山田谷 やまだだに 鳥取県 東伯郡湯梨浜町
大字野方1005番
地

9.6 69.0 16.0

313700027 堤平 つつみだいら 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 大字宮内23番地 3.5 23.0 2.1

313710004 松谷第二 まつたにだいに 鳥取県 東伯郡琴浦町 竹内821-2 14.4 67.0 12.0

313710005 別所第1 べっしょだいいち 鳥取県 東伯郡琴浦町 別所（堤） 5.1 66.6 12.8

313710009 柳 やなぎ 鳥取県 東伯郡琴浦町 松谷（道） 4.6 50.0 5.1

313710013 上鳥池 かみとりいけ 鳥取県 東伯郡琴浦町 杉下（道） 8.9 138.7 74.0 整備済

313710014 下鳥池 しもとりいけ 鳥取県 東伯郡琴浦町 金屋（堤） 8.4 125.0 83.0

313710015 新堤 しんてい 鳥取県 東伯郡琴浦町 槻下（道） 4.7 81.5 51.0

313710020 大法 だいほう 鳥取県 東伯郡琴浦町 森藤631-3 9.0 93.0 10.3

313710022 犬加美 いぬがみ 鳥取県 東伯郡琴浦町 下伊勢579-1 3.0 27.0 10.2

313710023 松谷第一
まつたにだいい
ち

鳥取県 東伯郡琴浦町 竹内820 14.2 86.0 50.0 整備済

313710024 松谷第三
まつたにだいさ
ん

鳥取県 東伯郡琴浦町 松谷235 15.0 94.0 120.0 1 R3着手

313710030 扇 おうぎ 鳥取県 東伯郡琴浦町 赤碕829-2 3.3 86.4 41.3

313720003 大谷 おおたに 鳥取県 東伯郡北栄町 原字大谷１３０４ 13.6 112.0 176.0

313720005 桜 さくら 鳥取県 東伯郡北栄町 大谷1842-1地先 11.0 200.0 101.0 整備済

313720006 岩坪 いわつぼ 鳥取県 東伯郡北栄町 西高尾778 9.7 118.0 91.0

313720007 野田 のだ 鳥取県 東伯郡北栄町 上種538地先 7.3 59.0 18.5 1

313720008 種ヶ池 たねがいけ 鳥取県 東伯郡北栄町 上種982-1地先 10.0 72.0 42.0

313720013 門戸 もんど 鳥取県 東伯郡北栄町 原字平ノ山８７２ 5.7 49.2 6.5

313720016 下堤 しもづつみ 鳥取県 東伯郡北栄町
妻波字下堤１０１
１

4.0 94.0 15.5



名称 ふりがな 都道府県名 市区、郡町村名 字・地番等
堤高
（ｍ）

堤長
（ｍ）

総貯水量
（千m3）

地震・豪雨
耐性評価

防災工事 廃止工事 経過観察 ※2 経過観察を行う者

経過観察

備考

防災工事等の対象と実施時期 ※1
データベース
コード番号

防災重点農業用ため池の名称 所在地 ため池の諸元

313720019 西ノ井津 にしのいつ 鳥取県 東伯郡北栄町 大谷4201地先 10.0 114.0 40.0

313720020 穂波 ほなみ 鳥取県 東伯郡北栄町
曲字稲干場
1928-1・1929、
穂波字奥谷39・

7.3 70.0 20.0 整備済

313720023 樽見溜池 たるみためいけ 鳥取県 東伯郡北栄町 曲933-1番地 9.5 94.0 174.0

313720024 金操溜池
かなぐりためい
け

鳥取県 東伯郡北栄町 北条島902番 4.4 76.0 79.0

313720026 仏石 ほとけいし 鳥取県 東伯郡北栄町
六尾字佛石１４２
５

4.6 57.0 8.0

313860002 小谷池(茶畑) こたにいけ 鳥取県 西伯郡大山町 茶畑５４５－２ 8.5 92.6 23.0

313860005 中沢池 なかざわいけ 鳥取県 西伯郡大山町 押平８９４－２ 7.6 176.0 114.0

313860008 コガミヤ池 こがみやいけ 鳥取県 西伯郡大山町 豊成２７４１－２ 9.8 51.0 16.3 1

313860009 牛卸池 うしおろしいけ 鳥取県 西伯郡大山町 倉谷１３１６ 12.9 84.0 133.6

313860011 寺谷池 てらだにいけ 鳥取県 西伯郡大山町 東坪１８７０ 13.9 95.0 102.0

313860014
大谷池(旧名和
町)

おおだにいけ 鳥取県 西伯郡大山町 名和１０３７ 4.9 78.0 27.0

313860015 小谷池(名和) こだにいけ 鳥取県 西伯郡大山町 名和９０１－２ 7.9 43.0 46.0

313860020 神森池 かみもりいけ 鳥取県 西伯郡大山町 宮内５６ 5.4 137.0 5.4 1

313860021 明間池 あけまいけ 鳥取県 西伯郡大山町 赤松２１ 4.3 59.0 13.2

313860028 笠原池 かさはらいけ 鳥取県 西伯郡大山町 国信５４６ 4.1 158.0 14.0

313860032 大野池 おおのいけ 鳥取県 西伯郡大山町 鈑戸１５２０ 4.5 52.0 165.2

313860033 大沢池 おおざわいけ 鳥取県 西伯郡大山町 鈑戸１５１５ 3.6 204.0 72.8

313860034 赤松池 あかまついけ 鳥取県 西伯郡大山町
赤松１７００－８
５地先

7.2 142.0 400.4

313860035 吹揚池 ふきあげいけ 鳥取県 西伯郡大山町 国信９１６ 5.2 65.0 20.0

313860036 門野池 かどのいけ 鳥取県 西伯郡大山町 赤松５６２ 9.8 110.0 179.2

313860037 松尾池 まつおいけ 鳥取県 西伯郡大山町 長田１１０１ 10.0 148.0 321.0

313860042 平野堤 ひらのずつみ 鳥取県 西伯郡大山町 住吉２３３ 4.0 69.0 16.7 1

313860050 新田池 しんでんいけ 鳥取県 西伯郡大山町 東坪１２７４－１ 4.6 61.0 3.3 1

313860055 大池 おおいけ 鳥取県 西伯郡大山町 西坪７８８－１ 5.7 91.0 18.0 1

313860056 長池 ながいけ 鳥取県 西伯郡大山町 西坪１０３１ 8.0 45.0 24.0 1

313860059 池田池 いけだいけ 鳥取県 西伯郡大山町 名和６８９－２ 6.5 54.0 33.0

313860066 上柳谷池
かみやなぎだに
いけ

鳥取県 西伯郡大山町 東坪９０１ 4.8 43.0 2.0 1

313860067 にごり池 にごりいけ 鳥取県 西伯郡大山町 東坪１１６４ 3.6 49.0 3.7 1
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313890005 掛相大池
かけあいおおい
け

鳥取県 西伯郡南部町 掛相１６５ 6.8 50.0 20.9

313890007 二石池 ふたいしいけ 鳥取県 西伯郡南部町 掛相１６８ 4.2 47.0 6.6

313890008 馬佐良大池 ばさらおおいけ 鳥取県 西伯郡南部町 馬佐良６８ 5.0 40.0 16.5

313890009 下菰池 したこもいけ 鳥取県 西伯郡南部町 馬場５０９ 4.3 50.0 9.9 1

313890010 三蔵池 さんぞういけ 鳥取県 西伯郡南部町 福成２８４９ 5.1 47.0 7.7 1

313890012 大谷上池
おおだにかみい
け

鳥取県 西伯郡南部町 阿賀１３０６ 4.6 60.0 3.3 1

313890013 大黒目池 おおぐろめいけ 鳥取県 西伯郡南部町 北方８０９ 4.8 126.0 15.4

313890014 椿谷池 つばきだにいけ 鳥取県 西伯郡南部町 絹屋６１０ 16.3 90.0 89.0

313890017 三平池 さんぺいいけ 鳥取県 西伯郡南部町 御内谷３５２ 9.2 61.0 13.2 1

313890018 奥池 おくいけ 鳥取県 西伯郡南部町 浅井７５８ 11.8 86.0 24.2 1 H30着手

313890020 青木池 あおきいけ 鳥取県 西伯郡南部町 浅井１２６地先 4.4 62.0 18.7

313890021 金井谷池 かなやだにいけ 鳥取県 西伯郡南部町 金田９５６ 14.4 91.0 46.0

313890022 青堤池 あおづつみいけ 鳥取県 西伯郡南部町 金田９３５ 10.5 51.0 7.7 1

313890023 普段寺池 ふだんじいけ 鳥取県 西伯郡南部町 天萬１２０３ 10.8 99.0 28.6

313890025 井坂上池 いざかうえいけ 鳥取県 西伯郡南部町 高姫１０２９ 5.6 72.0 26.4

313890026 井坂下池 いざかしたいけ 鳥取県 西伯郡南部町 高姫１０２８ 4.8 58.0 17.6

313890031 先達大池
せんだちおおい
け

鳥取県 西伯郡南部町 寺内２２８ 7.5 94.0 25.3

313890032 先達中池
せんだちなかい
け

鳥取県 西伯郡南部町 寺内２２５ 2.7 37.0 1.1 1

313890033 蛇谷池 くちなわだにいけ 鳥取県 西伯郡南部町 寺内２１２ 3.6 27.0 2.2

313890035 道々原大池
どうどうばらおお
いけ

鳥取県 西伯郡南部町 寺内７６ 5.0 125.0 15.4 1

313890036 道々原中池
どうどうばらなか
いけ

鳥取県 西伯郡南部町 寺内６２ 3.6 53.0 1.1 1

313890037 福里上池 ふくさとうえいけ 鳥取県 西伯郡南部町 天萬８０５ 6.6 162.0 15.4

313890041 松尾池 まつおいけ 鳥取県 西伯郡南部町 田住６８１ 5.0 90.0 34.1

313890044 大池 おおいけ 鳥取県 西伯郡南部町 猪小路７７ 5.2 102.0 15.4

313890045 才ヶ峠池 さいがたわいけ 鳥取県 西伯郡南部町 猪小路１６３ 5.4 35.0 2.2 1

313890046 夏焼池 なつやけいけ 鳥取県 西伯郡南部町 北方５９４ 5.5 74.0 17.6

313890049 西井堤池
にしいづつみい
け

鳥取県 西伯郡南部町 西１５６ 3.3 85.0 4.4 1

313890051 大谷池 おおだにいけ 鳥取県 西伯郡南部町 絹屋８６１ 3.8 75.0 5.5 1
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313890054 馬場井筒池 ばばいづついけ 鳥取県 西伯郡南部町 馬場５８ 3.8 29.0 5.5 1

313890057 嫁殺池 よめごろしいけ 鳥取県 西伯郡南部町 馬場５５８ 6.3 57.0 12.1 1

313890058 掛谷池 かけたにいけ 鳥取県 西伯郡南部町 馬場８１ 7.2 60.0 13.2 1

313890059 奥堤池 おくづつみいけ 鳥取県 西伯郡南部町 東町１６８ 4.2 7.3 9.9

313890060 奥池 おくいけ 鳥取県 西伯郡南部町 境１０８７ 4.3 52.0 16.5

313890061 松崎池 まつざきいけ 鳥取県 西伯郡南部町 境７７８ 3.4 68.0 15.4 1

313890063 マキデン池 まきでんいけ 鳥取県 西伯郡南部町 東町９６１ 3.5 60.0 16.5

313890064 馬場池 ばばいけ 鳥取県 西伯郡南部町 福成１０９８ 3.8 51.0 3.3

313890065 平の前池 ひらのまえいけ 鳥取県 西伯郡南部町 福成２７６４ 3.4 75.0 6.6 1

313890067 高瀬池 たかせいけ 鳥取県 西伯郡南部町 清水川１８９ 4.3 70.0 7.7

313890068 蓮池 はすいけ 鳥取県 西伯郡南部町 阿賀１１９９ 4.0 69.0 8.8

313890069 西法寺池 さいほういじいけ 鳥取県 西伯郡南部町 阿賀１３４５ 6.8 94.0 6.6

313890070 みそぎ池 みそぎいけ 鳥取県 西伯郡南部町 阿賀１０６７ 4.5 39.0 3.3 1

313890073 金突池 かなつきいけ 鳥取県 西伯郡南部町 金田６１８ 5.1 42.0 9.9

313890075 鳴居池 なるいいけ 鳥取県 西伯郡南部町 金田２１５ 3.6 82.0 19.8

313890076 ケド池 けどいけ 鳥取県 西伯郡南部町 金田７ 4.0 40.0 3.3 1

313890079 奥田池 おくだいけ 鳥取県 西伯郡南部町 御内谷１０１９ 5.7 83.0 6.6

313890082 鬼﨏池 おにがさこいけ 鳥取県 西伯郡南部町 境８５７ 3.8 35.0 1.1 1

313890086 久清池 ひさきよいけ 鳥取県 西伯郡南部町 清水川３５０ 3.8 33.0 0.5 1

313890089 峠池 とうげいけ 鳥取県 西伯郡南部町 絹屋９６４ 4.0 25.0 2.0 1

313890091 スエトウ池 すえとういけ 鳥取県 西伯郡南部町 鴨部１０３６ 2.9 26.0 1.0 1

313890094 御崎谷池 みさきだにいけ 鳥取県 西伯郡南部町 徳長１３８ 2.0 20.0 1.0 1

313890116 アンゴテ池 あんごていけ 鳥取県 西伯郡南部町 御内谷３８０ 2.5 17.0 0.8 1

313890138 ハタラ谷池 はたらだにいけ 鳥取県 西伯郡南部町 北方６２６ 4.0 60.0 11.0

313890145 誓願寺池 せいがんじいけ 鳥取県 西伯郡南部町 天萬５０６ 4.9 92.0 9.0

313890146 道々原新池
どうどうばらしん
いけ

鳥取県 西伯郡南部町 寺内６５ 3.0 107.0 5.0 1

313890173 ソフリ池 そふりいけ 鳥取県 西伯郡南部町 徳長４９４ 5.0 43.0 5.0 1

313890191 上菰池 かみこもいけ 鳥取県 西伯郡南部町 馬場５１０ 7.0 57.0 7.7 1
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313900004 荘溜池 しょうためいけ 鳥取県 西伯郡伯耆町 荘５３２ 6.5 73.0 20.0

313900005 宝殿堤 ほうでんてい 鳥取県 西伯郡伯耆町 金屋谷２０ 3.0 95.0 3.0 1

313900006
大平溜池(上野
溜池)

おおひらためい
け(うえのためい
け)

鳥取県 西伯郡伯耆町 上野７５３ 7.6 185.7 4.8 1

313900008 井谷溜池 いだにためいけ 鳥取県 西伯郡伯耆町 父原３２６－７ 23.0 72.0 52.0

313900010 大成池 おおなるいけ 鳥取県 西伯郡伯耆町
丸山１８０３－３
１２

4.7 131.0 37.6

313900012 福岡池 ふくおかいけ 鳥取県 西伯郡伯耆町 福岡原２９ 6.0 212.0 100.8

313900014 番原池 ばんばらいけ 鳥取県 西伯郡伯耆町 番原３５９地先 6.4 103.0 24.0

313900016 清山池 せいやまいけ 鳥取県 西伯郡伯耆町
清山７９２－１地
先

6.1 38.0 24.0

313900021 熊谷上溜池
くまたにうえため
いけ

鳥取県 西伯郡伯耆町 二部９０８ 6.8 54.0 2.5

313900025 原堤 はらづつみ 鳥取県 西伯郡伯耆町
金屋谷９４５－
２、９４４－３

3.1 140.0 17.0

313900031 別所池 べっしょいけ 鳥取県 西伯郡伯耆町 口別所２５０ 3.4 66.3 13.6 1

313900037 権現谷堤
ごんげんだにづ
つみ

鳥取県 西伯郡伯耆町 二部１４４１ 3.0 21.6 3.0

313900039 前田上池 まえたかみいけ 鳥取県 西伯郡伯耆町 小町１７３ 3.9 45.7 1.0

313900044 谷奥池 たにおくいけ 鳥取県 西伯郡伯耆町 大内８５０ 3.4 41.0 7.0 1

313900064 奥福園溜池
おくふくぞのため
いけ

鳥取県 西伯郡伯耆町 二部２２７地先 2.0 30.0 9.0

313900067 熊谷中の堤
くまんたになか
のつつみ

鳥取県 西伯郡伯耆町 二部１１５９ 4.0 7.0 3.0 1

313900068
堤ノ上溜池（新
溜池）

つつみのうえた
めいけ（しんため
いけ）

鳥取県 西伯郡伯耆町 富江３０ 4.8 43.0 2.5 1

313900073 佛ヶ谷堤
ふつがたにつつ
み

鳥取県 西伯郡伯耆町 福岡２１７３ 4.0 10.0 2.5

313900081 荒神様池 こうじんさまいけ 鳥取県 西伯郡伯耆町 須村６２０ 3.0 25.0 1.2 1

314010004 山口堤 やまぐちづつみ 鳥取県 日野郡日南町 阿毘緑７６３ 3.0 23.6 0.4 1

314010013 上ミ七人塚堤
かみしちにんづ
かづつみ

鳥取県 日野郡日南町 下阿毘縁１２５３ 4.1 33.0 1.1 1

314010115 口﨏田堤 くちさこだづつみ 鳥取県 日野郡日南町 神福１４１ 2.4 51.5 1.4 1

314010122 黒ワラビ堤 くろわらびづつみ 鳥取県 日野郡日南町 花口１３９５ 4.2 50.4 1.3 1

314010132 上坂堤 かみさかつつみ 鳥取県 日野郡日南町 三吉１２８９－２ 5.0 26.4 3.0 1

314010152 築谷堤３ つくだにつつみ３ 鳥取県 日野郡日南町 印賀４６８ 4.0 49.0 4.0 1

314010170
鉄穴ヶ谷山第１
堤

かんながたにや
まだい１つつみ

鳥取県 日野郡日南町
福寿実９５６－１
６

5.0 47.0 3.2 1

314010171
鉄穴ヶ谷山第２
堤

かんながたにや
まだい２つつみ

鳥取県 日野郡日南町 福寿実９５６－９ 5.5 25.0 2.8 1

314010172 鉄穴谷尻堤
かんなだにじり
つつみ

鳥取県 日野郡日南町 福寿実９５７ 3.0 16.8 0.4 1
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314010175
家ノ奥矢入山第
２堤

いえのおくや
にゅうやまだい２
つつみ

鳥取県 日野郡日南町
福寿実２４１－３
６

3.0 50.0 1.5 1

314010176
家ノ奥矢入山第
３堤

いえのおくや
にゅうやまだい３
つつみ

鳥取県 日野郡日南町 福寿実２４１－３ 1.5 10.0 1.0 1

314010184 寺堤 てらつつみ 鳥取県 日野郡日南町 茶屋１０２５ 1.5 26.0 0.8 1

314010191 代ノ原道上エ堤
だいのはらみち
うえつつみ

鳥取県 日野郡日南町 茶屋３４１６ 5.0 55.0 2.5 1

314010208 ヌリガンナ堤
ぬりがんなつつ
み

鳥取県 日野郡日南町 福塚４４６ 4.0 35.0 2.0 1

314010221 小倉原堤
おぐらばらつつ
み

鳥取県 日野郡日南町
花口１９９０－２
７

12.0 85.0 60.0 1

314020003 小田津池 おだついけ 鳥取県 日野郡日野町 下榎８８５ 3.0 18.0 4.0 1

314020004 ヨシ池 よしいけ 鳥取県 日野郡日野町 下榎８８６ 2.6 9.0 8.0 1

314020006 岩屋池 いわやいけ 鳥取県 日野郡日野町 下榎８６８ 2.2 31.0 4.2 1

314020012 岡荒神ノ脇
おかこうじんの
わき

鳥取県 日野郡日野町 中菅８１１ 2.1 19.3 1.2

314020017 大畑第２池
おおはただいに
いけ

鳥取県 日野郡日野町
上菅５７８－１、５
７８－２

5.0 65.0 4.3

注）　記載内容は、令和3年2月末時点の確定値である。

※1　【防災工事等の対象と実施時期】：対象となる防災工事等について、法の有効期間の前期（Ｒ３～Ｒ７）に着手する又は実施中の場合は「1」、後期（Ｒ８～Ｒ１２）に着手する場合は「2」を記入する。

※2　【経過観察】について、経過観察が必要な場合は「1」を記入する。


