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 佐賀県告示第 91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６条第１項及び第８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 26年３月 25日 

               佐賀県知事  古  川     康    

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

市黒川

町黒塩 

黒塩２（205Ⅱ-308） 

黒塩２（205Ⅱ-308_1） 

黒塩１（205Ⅱ-309） 

急傾斜地

の崩壊 

次の図のとおり 

千坂川（205Ⅱ-027） 土石流 

伊万里

市黒川

町清水 

清水４（205Ⅱ-321） 

清水３（205Ⅱ-384） 

清水３（205Ⅱ-384_1） 

清水３（205Ⅱ-384_2） 

清水２（205Ⅱ-385） 

清水１（205Ⅱ-386） 

急傾斜地

の崩壊 

伊万里

市黒川

町椿原 

椿原（205Ⅱ-387） 

椿原（205Ⅱ-387_1） 

伊万里

市黒川

町長尾 

長尾１（205Ⅱ-419） 

長栄川（205Ⅱ-032） 土石流 

伊万里

市黒川

町畑川

内 

畑川内第二（205Ⅰ-118） 

畑川内第二（205Ⅰ-118_1） 

畑川内（205Ⅰ-119） 

畑川内（205Ⅰ-119_1） 

畑川内（205Ⅰ-119_2） 

向田（205Ⅰ-120） 

急傾斜地

の崩壊 
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 畑川内４（205Ⅱ-415） 

畑川内３（205Ⅱ-416） 

  

下松川（205Ⅰ-057） 

大谷川１（205Ⅰ-058） 

楠立川（205Ⅱ-031） 

土石流 

伊万里

市黒川

町真手

野 

真手野（205Ⅰ-121） 

真手野（205Ⅰ-121_3） 

真手野（205Ⅰ-121_4） 

真手野（205Ⅰ-121_5） 

真手野第二（205Ⅰ-122） 

真手野第二（205Ⅰ-122_1） 

真手野７（205Ⅰ-200） 

真手野７（205Ⅰ-200_1） 

真手野７（205Ⅰ-200_2） 

真手野７（205Ⅰ-200_3） 

真手野７（205Ⅱ-417） 

長尾２（205Ⅱ-418） 

真手野５（205Ⅱ-420） 

真手野４（205Ⅱ-421） 

真手野３（205Ⅱ-422） 

真手野３（205Ⅱ422_1） 

急傾斜地

の崩壊 

川原川（205Ⅰ-056） 土石流 

伊万里

市黒川

町牟田 

喜三郎（205Ⅰ-164） 急傾斜地

の崩壊 

喜三郎ノ二川１（205Ⅰ-096） 

喜三郎ノ二川２-１（205Ⅱ-064_1） 

喜三郎ノ二川２-２（205Ⅱ-064_2） 

土石流 

伊万里

市黒川

町横野 

横野（205Ⅰ-114） 

横野２（205Ⅱ-320_1） 

急傾斜地

の崩壊 

伊万里

市南波

多町井

手野 

井手野（205Ⅰ-165） 

井手野-１（205Ⅰ-165_1） 

井手野-２（205Ⅰ-165_2） 

井手野-３（205Ⅰ-165_3） 

井手野２（205Ⅱ-326） 

高瀬６（205Ⅱ-327） 

高瀬６-１（205Ⅱ-327_1） 

伊万里

市南波

多町大

川原 

大川原８（205Ⅱ-328） 

大川原５（205Ⅱ-331） 

大川原５-１（205Ⅱ-331_1） 

大川原４（205Ⅱ-332） 
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 大川原４-１（205Ⅱ-332_1） 

大川原４-２（205Ⅱ-332_2） 

大川原３（205Ⅱ-333） 

大川原２（205Ⅱ-334） 

大川原１（205Ⅱ-335） 

開石１（205Ⅱ-377） 

開石１（205Ⅱ-378） 

開石１-１（205Ⅱ-378_1） 

  

柳木谷川１（205Ⅰ-102） 

柳木谷川２（205Ⅱ-073） 

山の口川（205Ⅱ-074） 

土石流 

伊万里

市南波

多町大

曲 

大曲（205Ⅰ-160） 

大曲-１（205Ⅰ-160_1） 

急傾斜地

の崩壊 

伊万里

市南波

多町笠

椎 

笠椎３-１（205Ⅰ-168_1） 

笠椎３-２（205Ⅰ-168_2） 

笠椎-１（205Ⅰ-169_1） 

笠椎-２（205Ⅰ-169_2） 

笠椎第二-１（205Ⅰ-170_1） 

笠椎第二-３（205Ⅰ-170_3） 

笠椎７（205Ⅱ-233） 

笠椎６（205Ⅱ-234） 

笠椎５（205Ⅱ-235） 

笠椎４（205Ⅱ-236） 

谷口川１（205Ⅰ-103） 

谷口川２（205Ⅰ-104） 

向田川１-１（205Ⅰ-105_1） 

向田川２-１（205Ⅱ-075_1） 

向田川２-２（205Ⅱ-075_2） 

土石流 

伊万里

市南波

多町小

麦原 

小麦原（205Ⅰ-166） 

小麦原第二（205Ⅰ-167） 

小麦原第二-１（205Ⅰ-167_1） 

急傾斜地

の崩壊 

伊万里

市南波

多町重

橋 

重橋第一（205Ⅰ-155） 

重橋第一-１（205Ⅰ-155_1） 

重橋第一-２（205Ⅰ-155_2） 

重橋第一-３（205Ⅰ-155_3） 

重橋第一-４（205Ⅰ-155_4） 

重橋第一-６（205Ⅰ-155_6） 

重橋第二（205Ⅰ-156） 
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 重橋第二-１（205Ⅰ156_1）   

伊万里

市南波

多町高

瀬 

高瀬５（205Ⅱ-379） 

高瀬４（205Ⅱ-380） 

高瀬４-１（205Ⅱ-380_1） 

高瀬３（205Ⅱ-381） 

高瀬２（205Ⅱ-382） 

高瀬７（205BⅡ-007） 

神山谷川（205Ⅱ-071） 土石流 

伊万里

市南波

多町水

留 

水留（205Ⅰ-159） 急傾斜地

の崩壊 

伊万里

市南波

多町原

屋敷 

原屋敷-１（205Ⅰ-162_1） 

原屋敷第二（205Ⅰ-163） 

原屋敷４（205Ⅱ-325） 

原屋敷３（205Ⅱ-383） 

桜谷川（205Ⅰ-095） 

古場川１（205Ⅱ-059） 

古場川２（205Ⅱ-060） 

古場川３（205Ⅱ-061） 

古場川４（205Ⅱ-062） 

長尾川（205Ⅱ-063） 

喜三郎ノ二川３（205Ⅱ-065） 

高尾川（205Ⅱ-066） 

桑木原川（205Ⅱ-067） 

土石流 

伊万里

市南波

多町府

招 

府招下第一-１（205Ⅰ-171_1） 

府招下第一-２（205Ⅰ-171_2） 

府招下-２（205Ⅰ-172_2） 

府招下２（205Ⅰ-173） 

府招上-３（205Ⅰ-175_3） 

山中-１（205Ⅰ-176_1） 

山中-２（205Ⅰ-176_2） 

山中-３（205Ⅰ-176_3） 

府招上 11（205Ⅱ-237） 

府招上 10（205Ⅱ-238） 

府招上９（205Ⅱ-239） 

府招上８（205Ⅱ-240） 

府招上７（205Ⅱ-241） 

府招上６（205Ⅱ-242） 

府招上５（205Ⅱ-243） 

府招上３-１（205Ⅱ-245_1） 

急傾斜地

の崩壊 
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 府招上３-２（205Ⅱ-245_2） 

府招上 12（205BⅡ-005） 

  

伊万里

市南波

多町古

川 

古川６（205Ⅱ-336） 

古川５（205Ⅱ-337） 

古川４（205Ⅱ-338） 

古川３（205Ⅱ-339） 

古川２-１（205Ⅱ-340_1） 

古川２-２（205Ⅱ-340_2） 

古川１（205Ⅱ-341） 

柳谷川１（205Ⅱ-076） 

柳谷川２（205Ⅱ-077） 

大山口川-１（205Ⅱ-078_1） 

大山口川-２（205Ⅱ-078_2） 

佩川川１（205Ⅱ-079） 

佩川川２（205Ⅱ-080） 

大石ヶ倉川１（205Ⅱ-081） 

大石ヶ倉川２（205Ⅱ-082） 

土石流 

伊万里

市南波

多町古

里 

古里第１（205Ⅰ-157） 

古里第２（205Ⅰ-158） 

急傾斜地

の崩壊 

 （「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。） 


