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番号 堰堤名 河川名 渓流名 着手年月日 竣工年月日

1 葛尾堰堤 名張川 笠間川 昭和26年10月2日 昭和27年3月31日

2 床並堰堤 木津川 前深瀬川 昭和32年8月1日 昭和33年12月31日

3 大刈第1堰堤 名張川 笠間川 昭和33年9月1日 昭和35年3月31日

4 短野第1堰堤 名張川 三谷川 昭和35年4月1日 昭和36年3月31日

5 布生堰堤 青蓮寺川 折戸川 昭和35年9月1日 昭和36年3月31日

6 太郎生堰堤 名張川 昭和35年1月20日 昭和36年7月31日

7 岩屋堰堤 名張川 笠間川 昭和36年7月3日 昭和37年3月30日

8 摺見堰堤 木津川 比自岐川 昭和38年7月1日 昭和39年1月20日

9 伊勢地堰堤 木津川 青山川 昭和38年7月29日 昭和39年2月8日

10 飯垣内堰堤 名張川 日神川 昭和38年9月2日 昭和40年3月31日

11 小口谷堰堤 青蓮寺川 土屋原川 昭和39年6月24日 昭和40年10月19日

12 西杉川第1堰堤 青蓮寺川 西杉川 昭和39年8月1日 昭和41年1月15日

13 蛇谷堰堤 青蓮寺川 土屋原川 昭和40年8月25日 昭和41年1月21日

14 大滝堰堤(嵩上) 青蓮寺川 土屋原川 昭和40年10月24日 昭和41年3月22日

15 矢オロシ第1堰堤 名張川 笠間川 昭和40年11月28日 昭和41年3月27日

16 矢オロシ第3堰堤 名張川 笠間川 昭和40年11月28日 昭和41年3月27日

17 布引川堰堤 青蓮寺川 布引川 昭和40年7月16日 昭和41年7月25日

18 羽後川堰堤 名張川 羽後川 昭和40年12月17日 昭和41年8月7日

19 請取堰堤 青蓮寺川 土屋原川 昭和41年6月14日 昭和41年12月10日

20 飯垣内第2堰堤 名張川 日神川 昭和41年5月3日 昭和41年12月18日

21 大滝第2堰堤 青蓮寺川 土屋原川 昭和41年6月14日 昭和42年8月1日

22 千城谷堰堤 名張川 笠間川 昭和42年5月18日 昭和42年9月14日

23 酒屋堰堤 木津川 前深瀬川 昭和42年8月3日 昭和42年10月31日

24 大刈第2堰堤 名張川 笠間川 昭和42年7月12日 昭和42年12月22日

25 椿谷堰堤 青蓮寺川 曽爾川 昭和42年7月27日 昭和43年1月22日

26 南谷第1堰堤 名張川 南谷 昭和42年11月15日 昭和43年2月22日

27 南谷第2堰堤 名張川 南谷 昭和43年6月25日 昭和43年12月1日

28 西杉川第2堰堤 青蓮寺川 桃俣川 昭和43年3月14日 昭和43年12月26日

29 みやま堰堤 名張川 笠間川 昭和43年9月11日 昭和44年2月13日

30 短野第2堰堤 名張川 三谷川 昭和43年9月18日 昭和44年3月16日

31 大滝第3堰堤 青蓮寺川 土屋原川 昭和43年7月6日 昭和44年9月23日
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32 タコラ第１堰堤 青蓮寺川 土屋原川 昭和43年9月7日 昭和44年10月9日

33 小原谷堰堤 青蓮寺川 土屋原川 昭和44年8月8日 昭和44年12月5日

34 青山堰堤(嵩上) 木津川 青山川 昭和44年11月18日 昭和45年1月26日

35 タヂキオ堰堤 名張川 笠間川 昭和44年8月24日 昭和45年2月14日

36 三谷川堰堤 木津川 三谷川 昭和44年2月18日 昭和45年10月23日

37 大滝第4堰堤 青蓮寺川 土屋原川 昭和45年6月6日 昭和45年11月17日

38 クラシ谷堰堤 青蓮寺川 桃俣川 昭和45年8月6日 昭和45年12月23日

39 井戸の谷堰堤 名張川 井戸の谷 昭和45年7月7日 昭和45年12月25日

40 矢オロシ第2堰堤(嵩上) 名張川 笠間川 昭和40年11月28日 昭和46年3月27日

41 水口谷堰堤 青蓮寺川 土屋原川 昭和46年7月1日 昭和46年11月27日

42 星川堰堤 宇陀川 星川 昭和46年7月2日 昭和46年12月18日

43 ウルシ谷堰堤 名張川 昭和46年8月18日 昭和47年1月19日

44 間谷堰堤 青蓮寺川 山粕川 昭和46年8月6日 昭和47年2月1日

45 ガタ谷堰堤 名張川 笠間川 昭和46年9月10日 昭和47年3月7日

46 ヲンヂ谷堰堤 青蓮寺川 土屋原川 昭和47年6月7日 昭和47年8月20日

47 滝川堰堤 青蓮寺川 滝川 昭和46年10月13日 昭和47年12月6日

48 布引川第2堰堤 青蓮寺川 布引川 昭和47年10月1日 昭和48年3月14日

49 伊笹川堰堤(嵩上) 青蓮寺川 山粕川 昭和47年9月6日 昭和48年3月24日

50 千本杉谷堰堤 名張川 笠間川 昭和47年10月6日 昭和48年3月24日

51 谷山谷堰堤 木津川 昭和47年12月19日 昭和48年3月28日

52 大谷堰堤 青蓮寺川 土屋原川 昭和48年6月29日 昭和48年11月15日

53 北山堰堤 木津川 三谷川 昭和48年9月20日 昭和49年3月8日

54 大刈第3堰堤 名張川 笠間川 昭和48年10月18日 昭和49年3月16日

55 土屋原堰堤 青蓮寺川 土屋原川 昭和50年10月15日 昭和52年1月10日

56 江後川堰堤 名張川 江後川 昭和49年7月23日 昭和52年3月20日

57 ヒノ谷堰堤 名張川 笠間川 昭和51年11月3日 昭和52年3月22日

58 蛇谷第2堰堤 青蓮寺川 土屋原川 昭和52年7月1日 昭和52年11月7日

59 村中谷堰堤 名張川 村中谷 昭和52年7月12日 昭和53年3月3日

60 岩の谷堰堤 名張川 岩の谷 昭和53年6月29日 昭和54年3月15日

61 東寺垣内堰堤 名張川 東寺垣内川 昭和53年6月27日 昭和54年3月25日

62 中村堰堤 青蓮寺川 土屋原川 昭和54年7月11日 昭和55年1月26日
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63 長瀬堰堤(嵩上) 名張川 神矢谷 昭和54年9月2日 昭和55年3月5日

64 高見谷第2堰堤 青蓮寺川 桃俣川 昭和54年8月21日 昭和55年3月20日

65 久津間堰堤 青蓮寺川 久津間 昭和54年7月13日 昭和55年7月13日

66 カヤノ谷堰堤 青蓮寺川 桃俣川 昭和55年8月5日 昭和55年12月2日

67 ウルシ谷第2堰堤 名張川 ウルシ谷 昭和55年5月15日 昭和56年1月30日

68 日神第1堰堤 名張川 日神川 昭和54年9月13日 昭和56年2月14日

69 百々東川堰堤 青蓮寺川 折戸川 昭和55年9月23日 昭和56年2月14日

70 馬場谷堰堤 木津川 川上川 昭和55年9月26日 昭和57年1月17日

71 霧生大谷堰堤 木津川 川上川 昭和56年9月12日 昭和58年1月6日

72 高見谷第1堰堤 青蓮寺川 桃俣川 昭和57年8月10日 昭和58年3月7日

73 伊笹川第2堰堤(嵩上) 青蓮寺川 山粕川 昭和56年8月18日 昭和58年3月23日

74 黒田堂ヶ谷堰堤 宇陀川 堂ヶ谷 昭和58年7月19日 昭和58年12月15日

75 津元谷堰堤 木津川 前深瀬川 昭和57年9月30日 昭和59年10月3日

76 塩井堰堤 青蓮寺川 塩井川 昭和59年9月29日 昭和60年10月7日

77 井手結馬堰堤 宇陀川 井出結馬谷 昭和59年11月9日 昭和60年10月26日

78 鈴又堰堤 木津川 前深瀬川 昭和60年9月22日 昭和61年5月19日

79 長山谷堰堤 青蓮寺川 土屋原川 昭和60年12月6日 昭和61年11月4日

80 樋の奥川第2堰堤 名張川 樋の奥川 昭和55年10月1日 昭和62年7月18日

81 西川堰堤 名張川 菅野川 昭和61年9月13日 昭和62年7月28日

82 中出堰堤 木津川 前深瀬川 昭和61年6月18日 昭和62年11月27日

83 櫟谷堰堤 名張川 櫟谷 昭和62年9月1日 昭和63年11月30日

84 中村川堰堤 青蓮寺川 中村川 昭和62年10月2日 昭和63年12月1日

85 吉原堰堤 青蓮寺川 折戸川 昭和61年11月29日 平成1年10月3日

86 毛原堰堤 名張川 笠間川 昭和63年9月6日 平成1年11月27日

87 曽爾長野堰堤 青蓮寺川 長野 昭和63年9月20日 平成2年11月5日

88 庄谷堰堤 名張川 菅野川 昭和63年3月16日 平成3年3月13日

89 長峯谷堰堤 名張川 長峰谷 昭和63年10月1日 平成3年11月13日

90 ほが谷堰堤 名張川 ほが谷 昭和63年10月25日 平成5年2月22日

91 岩屋第2堰堤 名張川 笠間川 平成2年7月18日 平成5年2月28日

92 袖南谷堰堤 青蓮寺川 桃俣川 平成3年8月3日 平成5年3月10日

93 中ノ谷堰堤 宇陀川 中ノ谷 平成2年8月18日 平成5年3月20日
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94 毛原谷堰堤 名張川 笠間川 平成5年10月5日 平成6年3月13日

95 桜谷川堰堤 名張川 桜谷川 平成5年10月7日 平成7年9月30日

96 井出谷堰堤 名張川 菅野川 平成5年12月3日 平成7年12月25日

97 龍口黒谷堰堤 宇陀川 阿清水川 平成2年12月26日 平成9年3月28日

98 奥鹿野堰堤 木津川 柏尾川 平成9年3月7日 平成12年2月29日

99 谷ノ奥堰堤 青蓮寺川 土屋原川 平成9年3月29日 平成12年3月20日

100 坂ノ下堰堤 宇陀川 観音谷 平成11年10月20日 平成14年3月20日

101 室生川第1堰堤 宇陀川 室生川 平成14年7月27日 平成15年8月26日

102 室生川第2堰堤 宇陀川 室生川 平成15年8月2日 平成16年3月30日

103 灰立川第1堰堤 宇陀川 室生川 平成15年11月5日 平成16年8月10日

104 矢オロシ第4堰堤 笠間川 笠間川 平成17年7月14日 平成19年1月31日

105 飯垣内第3堰堤 名張川 日神川 平成18年12月7日 平成21年3月5日

106 谷出第1堰堤 宇陀川 宇陀川 平成19年7月25日 平成22年3月25日

107 谷出第2堰堤 宇陀川 宇陀川 平成20年7月11日 平成23年2月28日

108 板橋川第1堰堤 青蓮寺川 板橋川 平成21年9月25日 平成23年8月6日

109 谷出第5堰堤 宇陀川 宇陀川 平成24年1月31日 平成25年3月29日

110 板橋川第2堰堤 青蓮寺川 板橋川 平成24年11月27日 平成26年3月20日

111 太良路川堰堤 青蓮寺川 太良路川 平成26年8月12日 平成28年3月10日
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1 樋の奥川流路工 名張川 樋の奥川 昭和41年12月5日 昭和42年10月20日

2 酒屋流路工 木津川 酒屋谷 昭和45年12月27日 昭和46年8月9日

3 星川流路工 宇陀川 星川 昭和48年1月9日 昭和52年3月11日

4 江後川流路工 名張川 江後川 昭和51年10月8日 昭和52年3月20日

5 三谷川流路工（短野） 名張川 三谷川 昭和49年10月24日 昭和53年3月5日

6 村中谷流路工 名張川 村中谷 昭和53年6月28日 昭和54年3月15日

7 見合川流路工 木津川 見合川 昭和48年9月15日 昭和54年3月19日

8 城川流路工 木津川 城川 昭和51年8月22日 昭和55年2月28日

9 長瀬流路工 名張川 神矢谷 昭和54年9月2日 昭和55年3月4日

10 三谷川流路工（羽根） 木津川 三谷川 昭和55年12月12日 昭和57年1月23日

11 岩の谷流路工 名張川 岩の谷 昭和54年10月24日 昭和57年12月21日

12 東寺垣内流路工 名張川 東寺垣内川 昭和56年10月30日 昭和59年11月22日

13 ヒノ谷流路工 名張川 笠間川 昭和53年9月23日 昭和63年3月24日

14 黒田堂ヶ谷流路工 宇陀川 堂ヶ谷 昭和59年7月1日 昭和63年3月26日

15 櫟谷流路工 名張川 櫟谷 平成1年9月19日 平成5年1月13日

16 曽爾長野流路工 青蓮寺川 長野 平成3年8月5日 平成5年3月4日

17 霧生大谷流路工 木津川 川上川 平成4年12月28日 平成7年3月16日

18 赤目滝床固工群 宇陀川 滝川 平成1年11月1日 平成8年3月21日

19 中村川流路工 青蓮寺川 中村川 平成6年1月8日 平成9年1月6日

20 吉原流路工 青蓮寺川 折戸川 平成4年10月6日 平成11年6月30日

21 毛原流路工 名張川 笠間川 平成10年12月23日 平成11年8月29日
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