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 佐賀県告示第 336号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12

年法律第 57号）第７条第１項及び第９条第１項の規定により、次のとおり土砂

災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定する。 

  平成 27年７月 21日 

佐賀県知事  山  口  祥  義    

所在地 
土砂災害警戒区域及び土砂災害特

別警戒区域の名称 

土砂災害

の発生原

因となる

自然現象

の種類 

土砂災害警戒区域

及び土砂災害特別

警戒区域の区域並

びに土砂災害特別

警戒区域にあって

は自然現象により

建築物に作用する

と想定される衝撃

に関する事項 

伊万里

市大坪

町 

地北-１（205Ⅰ-083_1） 

地北-２（205Ⅰ-083_2） 

地北-３（205Ⅰ-083_3） 

白野第二-１（205Ⅰ-084_1） 

白野第二-２（205Ⅰ-084_2） 

白野第二-３（205Ⅰ-084_3） 

白野第二-４（205Ⅰ-084_4） 

白野第一-１（205Ⅰ-085_1） 

白野第一-２（205Ⅰ-085_2） 

白野第一-３（205Ⅰ-085_3） 

白野第三-１（205Ⅰ-086_1） 

白野第三-２（205Ⅰ-086_2） 

永山４（205Ⅱ-153） 

白野７（205Ⅱ-154） 

白野６（205Ⅱ-155） 

下古賀４（205Ⅱ-159） 

下古賀３（205Ⅱ-160） 

下古賀２（205Ⅱ-161） 

屋敷野２（205Ⅱ-248） 

屋敷野１（205Ⅱ-249） 

白野５（205Ⅱ-250） 

白野４（205Ⅱ-251） 

急傾斜地

の崩壊 

次の図のとおり 
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永山３-１（205Ⅱ-252_1） 

永山３-２（205Ⅱ-252_2） 

永山２（205Ⅱ-253） 

永山１（205Ⅱ-254） 

白野６-１（205BⅡ-001_1） 

白野６-２（205BⅡ-001_2） 

上古賀（205BⅡ-002） 

前川原川（205Ⅰ-068） 

堂明川１（205Ⅰ-069） 

堂明川（205Ⅰ-070） 

堂明川３（205Ⅰ-071） 

堂明川４（205Ⅰ-072） 

平古場川１（205Ⅰ-073） 

芦ノ本川（205Ⅱ-039） 

平古場川２（205Ⅱ-040） 

浪瀬峠川３（205Ⅱ-041） 

浪瀬川（205Ⅱ-089） 

土石流  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊万里

市木須

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

馬伏第２-１（205Ⅰ-095_1） 

馬伏第２-２（205Ⅰ-095_2） 

馬伏（205Ⅰ-096） 

木須東第２（205Ⅰ-097） 

木須東第１（205Ⅰ-098） 

戸ノ須（205Ⅰ-099） 

戸ノ須２-１（205Ⅰ-100_1） 

戸ノ須２-２（205Ⅰ-100_2） 

清水浦３-１（205Ⅰ-101_1） 

清水浦３-２（205Ⅰ-101_2） 

清水浦３-３（205Ⅰ-101_3） 

清水浦-１（205Ⅰ-102_1） 

清水浦-２（205Ⅰ-102_2） 

清水浦１-１（205Ⅰ-103_1） 

清水浦１-２（205Ⅰ-103_2） 

清水浦第２-１（205Ⅰ-202_1） 

清水浦第２-２（205Ⅰ-202_2） 

清水浦第２-３（205Ⅰ-202_3） 

清水浦第２-４（205Ⅰ-202_4） 

木須東 12（205Ⅱ-140） 

木須東 11（205Ⅱ-141） 

木須東 10（205Ⅱ-142） 

木須東９-１（205Ⅱ-143_1） 

木須東９-２（205Ⅱ-143_2） 

急傾斜地

の崩壊 
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 木須東８（205Ⅱ-267） 

木須東７（205Ⅱ-268） 

木須東６（205Ⅱ-269） 

木須東５（205Ⅱ-270） 

木須東４（205Ⅱ-271） 

木須東３（205Ⅱ-272） 

木須西９-２（205Ⅱ-275_2） 

木須西８-１（205Ⅱ-276_1） 

木須西７-１（205Ⅱ-277_1） 

木須西７-２（205Ⅱ-277_2） 

木須西６-２（205Ⅱ-278_2） 

木須西５（205Ⅱ-279） 

木須西４（205Ⅱ-280） 

木須西３-１（205Ⅱ-281_1） 

木須西３-２（205Ⅱ-281_2） 

木須西３-３（205Ⅱ-281_3） 

木須西２（205Ⅱ-282） 

木須西１（205Ⅱ-283） 

  

 上見上川１（205Ⅱ-036） 

上見上川２（205Ⅱ-037） 

土石流  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊万里

市黒川

町 

牟田５（205Ⅱ-246） 

牟田４（205Ⅱ-247） 

急傾斜地

の崩壊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊万里

市瀬戸

町 

矢竹２-１（205Ⅰ-104_1） 

矢竹２-２（205Ⅰ-104_2） 

矢竹（205Ⅰ-105） 

本瀬戸３-１（205Ⅰ-106_1） 

本瀬戸３-２（205Ⅰ-106_2） 

本瀬戸-１（205Ⅰ-107_1） 

本瀬戸-２（205Ⅰ-107_2） 

本瀬戸-３（205Ⅰ-107_3） 

本瀬戸２（205Ⅰ-108） 

中通辻-１（205Ⅰ-109_1） 

中通辻-２（205Ⅰ-109_2） 

中通辻-４（205Ⅰ-109_4） 

中通辻-５（205Ⅰ-109_5） 

中通辻-６（205Ⅰ-109_6） 

中通辻-７（205Ⅰ-109_7） 

中通２-１（205Ⅰ-110_1） 

中通２-２（205Ⅰ-110_2） 

中通２-３（205Ⅰ-110_3） 
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中通１（205Ⅰ-111） 

早里第三-１（205Ⅰ-112_1） 

早里第三-２（205Ⅰ-112_2） 

早里（205Ⅰ-113） 

本瀬戸８（205Ⅱ-284） 

本瀬戸７（205Ⅱ-285） 

本瀬戸６（205Ⅱ-286） 

本瀬戸５（205Ⅱ-287） 

本瀬戸４（205Ⅱ-288） 

中通 21-１（205Ⅱ-289_1） 

中通 21-２（205Ⅱ-289_2） 

中通 21-３（205Ⅱ-289_3） 

中通 20-１（205Ⅱ-290_1） 

中通 20-２（205Ⅱ-290_2） 

中通 19（205Ⅱ-291） 

中通 18-１（205Ⅱ-292_1） 

中通 18-２（205Ⅱ-292_2） 

中通 17（205Ⅱ-293） 

中通 16-１（205Ⅱ-294_1） 

中通 16-２（205Ⅱ-294_2） 

中通 15（205Ⅱ-295） 

中通 14-１（205Ⅱ-296_1） 

中通 14-２（205Ⅱ-296_2） 

中通 13（205Ⅱ-297） 

中通 12（205Ⅱ-298） 

中通 11-１（205Ⅱ-299_1） 

中通 11-２（205Ⅱ-299_2） 

中通 10-１（205Ⅱ-300_1） 

中通 10-２（205Ⅱ-300_2） 

中通９（205Ⅱ-301） 

中通８-１（205Ⅱ-302_1） 

中通８-２（205Ⅱ-302_2） 

中通７-１（205Ⅱ-303_1） 

中通７-２（205Ⅱ-303_2） 

中通６（205Ⅱ-304） 

中通５（205Ⅱ-305） 

中通４-１（205Ⅱ-306_1） 

中通４-２（205Ⅱ-306_2） 

中通３（205Ⅱ-307） 

早里７（205Ⅱ-310） 

早里６-１（205Ⅱ-311_1） 
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早里６-２（205Ⅱ-311_2） 

早里５-１（205Ⅱ-312_1） 

早里５-２（205Ⅱ-312_2） 

早里４（205Ⅱ-313） 

早里３（205Ⅱ-314） 

早里２-１（205Ⅱ-315_1） 

早里２-２（205Ⅱ-315_2） 

漁港２（205Ⅱ-316） 

漁港１（205Ⅱ-317） 

釘島２（205Ⅱ-318） 

釘島１（205Ⅱ-319） 

中通 22（205Ⅲ-8134） 

早里８-１（205BⅡ-006_1） 

早里８-２（205BⅡ-006_2） 

黒岩崎川（205Ⅱ-034） 

本谷川（205Ⅱ-035） 

土石流  

伊万里

市松島

町 

上黒尾（205Ⅰ-092） 

陣内２（205Ⅱ-151） 

 

急傾斜地

の崩壊 

 

伊万里

市脇田

町 

札の元（205Ⅰ-088） 

川久保（205Ⅰ-089） 

陣内１-１（205Ⅰ-090_1） 

陣内１-２（205Ⅰ-090_2） 

陣内１-３（205Ⅰ-090_3） 

陣内３（205Ⅰ-091） 

馬臥-１（205Ⅰ-093_1） 

馬臥-２（205Ⅰ-093_2） 

平山-１（205Ⅰ-094_1） 

平山-２（205Ⅰ-094_2） 

平山-３（205Ⅰ-094_3） 

脇田９-１（205Ⅱ-144_1） 

脇田９-２（205Ⅱ-144_2） 

脇田８（205Ⅱ-145） 

脇田７-１（205Ⅱ-146_1） 

脇田７-２（205Ⅱ-146_2） 

脇田６（205Ⅱ-147） 

陣内７（205Ⅱ-149） 

陣内５-１（205Ⅱ-150_1） 

陣内５-２（205Ⅱ-150_2） 

陣内４（205Ⅱ-152） 

脇田５（205Ⅱ-255） 
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平野（205Ⅱ-256） 

脇田４（205Ⅱ-257） 

脇田３（205Ⅱ-258） 

脇田２（205Ⅱ-259） 

脇田１（205Ⅱ-260） 

平山５（205Ⅱ-261） 

平山４（205Ⅱ-262） 

岩立２-１（205Ⅱ-263_1） 

岩立２-２（205Ⅱ-263_2） 

岩立１（205Ⅱ-264） 

平山３（205Ⅱ-265） 

平山２（205Ⅱ-266） 

 脇田川-１（205Ⅰ-061_1） 

脇田川-２（205Ⅰ-061_2） 

脇田川-３（205Ⅰ-061_3） 

脇田川-４（205Ⅰ-061_4） 

脇田川-５（205Ⅰ-061_5） 

源内川（205Ⅰ-062） 

桐谷川１（205Ⅰ-063） 

桐谷川２（205Ⅰ-064） 

古瓶屋川１（205Ⅰ-065） 

古瓶屋川２（205Ⅰ-066） 

平野川（205Ⅰ-067） 

桐谷川３（205Ⅱ-038） 

土石流  

 （「次の図」は、省略し、その図面を佐賀県県土づくり本部河川砂防課及び伊

万里土木事務所に備え置いて縦覧に供する。） 


