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 佐賀県告示第 58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 25 年３月８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 

唐津市

熊ノ峰 

熊ノ峰-２（202Ⅰ-102_2） 

熊ノ峰（202Ⅱ-128） 

急傾斜地

の崩壊 

次の図のとおり 

唐津市

重河内 

鈴向１-１（202Ⅰ-103_1） 

鈴向１-２（202Ⅰ-103_2） 

薗田（202Ⅱ-132） 

上河内（202Ⅱ-133） 

唐津市

菅牟田 

岩野（202Ⅰ-097） 

原（202Ⅱ-145） 

重橋（202Ⅱ-146） 

原（202Ⅲ-8094） 

唐津市

竹木場 

竹木場（202Ⅰ-098） 

竹木場１（202Ⅰ-099） 

竹木場２-１（202Ⅰ-100_1） 

竹木場２-２（202Ⅰ-100_2） 

辰石（202Ⅱ-136） 

竹木場５（202Ⅱ-137） 

竹木場７-１（202Ⅱ-138_1） 

竹木場７-２（202Ⅱ-138_2） 

柳田（202Ⅱ-140） 

竹木場４（202Ⅱ-143） 

竹木場９-１（202Ⅱ-144_1） 
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竹木場９-２（202Ⅱ-144_2） 

竹木場１（202Ⅱ-147） 

竹木場２（202BⅡ-013） 

竹木場１（202BⅡ-015） 

唐津市

唐ノ川 

中尾-１（202Ⅰ-101_1） 

中尾-２（202Ⅰ-101_2） 

中尾-３（202Ⅰ-101_3） 

中尾-４（202Ⅰ-101_4） 

中尾５（202Ⅱ-117） 

中尾４-１（202Ⅱ-118_1） 

中尾４-２（202Ⅱ-118_2） 

中尾３-１（202Ⅱ-119_1） 

中尾３-２（202Ⅱ-119_2） 

西ノ吹３（202Ⅱ-120） 

西ノ吹１（202Ⅱ-122） 

西ノ吹２（202Ⅱ-123） 

中尾１（202Ⅱ-124） 

丸尾-１（202Ⅱ-125_1） 

丸尾-２（202Ⅱ-125_2） 

丸尾-３（202Ⅱ-125_3） 

丸尾２-１（202Ⅱ-126_1） 

丸尾２-２（202Ⅱ-126_2） 

丸尾３（202Ⅱ-127） 

西ノ吹（202Ⅲ1-8096） 

中尾（202BⅡ-014） 

  

唐津市

東山 

椿谷４（202Ⅱ-109） 

椿谷３（202Ⅱ-110） 

椿谷１（202Ⅱ-112） 

東山２（202Ⅱ-113） 

東山３-１（202Ⅱ-114_1） 

東山３-２（202Ⅱ-114_2） 

古賀峯（202Ⅱ-116） 

唐津市

相知町

伊岐佐 

弁方-１（384Ⅰ-012_1） 

弁方-２（384Ⅰ-012_2） 

弁方-３（384Ⅰ-012_3） 

弁方３-１（384Ⅰ-013_1） 

弁方３-２（384Ⅰ-013_2） 

弁方１-１（384Ⅰ-014_1） 

弁方１-２（384Ⅰ-014_2） 

弁方２（384Ⅰ-015） 

塩木１（384Ⅰ-016） 
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引地１（384Ⅰ-017） 

谷郷-１（384Ⅰ-018_1） 

谷郷-２（384Ⅰ-018_2） 

谷郷-３（384Ⅰ-018_3） 

桃原（384Ⅰ-019） 

太良（384Ⅰ-020） 

辻山-１（384Ⅰ-021_1） 

辻山-２（384Ⅰ-021_2） 

辻山-３（384Ⅰ-021_3） 

辻山-４（384Ⅰ-021_4） 

白木-１（384Ⅰ-022_1） 

白木-２（384Ⅰ-022_2） 

松原１（384Ⅰ-023） 

松原２-１（384Ⅰ-024_1） 

松原２-２（384Ⅰ-024_2） 

松原２-３（384Ⅰ-024_3） 

松原２-５（384Ⅰ-024_5） 

松原２-６（384Ⅰ-024_6） 

八反田-１（384Ⅰ-026_1） 

八反田-２（384Ⅰ-026_2） 

弁方５（384Ⅱ-032） 

弁方４-１（384Ⅱ-033_1） 

弁方４-２（384Ⅱ-033_2） 

弁方４-３（384Ⅱ-033_3） 

塩木２（384Ⅱ-034） 

引地３（384Ⅱ-037） 

引地２（384Ⅱ-038） 

現野（384Ⅱ-039） 

現野２（384Ⅱ-040） 

現野３（384Ⅱ-041） 

太良４（384Ⅱ-042） 

太良３（384Ⅱ-043） 

白木２-１（384Ⅱ-044_1） 

白木２-２（384Ⅱ-044_2） 

松原３（384Ⅱ-045） 

大久保２-１（384Ⅱ-046_1） 

大久保２-２（384Ⅱ-046_2） 

大久保１-１（384Ⅱ-047_1） 

大久保１-２（384Ⅱ-047_2） 

大久保３（384Ⅱ-048） 

狩集２（384Ⅱ-050） 
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滝の元２-１（384Ⅱ-052_1） 

滝の元２-２（384Ⅱ-052_2） 

滝の元１-１（384Ⅱ-053_1） 

滝の元１-２（384Ⅱ-053_2） 

白木々場３（384Ⅱ-054） 

白木々場２-１（384Ⅱ-055_1） 

白木々場２-２（384Ⅱ-055_2） 

白木々場２-３（384Ⅱ-055_3） 

萩平（384Ⅱ-057） 

長野２（384Ⅱ-058） 

八反田２（384Ⅱ-059） 

長野３（384Ⅲ-8121） 

八反田３（384BⅠ-001） 

 塩木川２-１（384Ⅰ-015_1） 

塩木川２-２（384Ⅰ-015_2） 

竹下川-２（384Ⅰ-016_2） 

竹下川-４（384Ⅰ-016_4） 

竹下川-５（384Ⅰ-016_5） 

引地川１（384Ⅰ-017） 

引地川２（384Ⅰ-018） 

引地川５（384Ⅰ-021） 

引地川６（384Ⅰ-022） 

桃原川１（384Ⅰ-023） 

桃原川２（384Ⅰ-024） 

桃原川３（384Ⅰ-025） 

桃原川４（384Ⅰ-026） 

現野川１（384Ⅰ-027） 

現野川-１（384Ⅰ-029_1） 

現野川３（384Ⅰ-030） 

太良川１-１（384Ⅰ-031_1） 

太良川１-２（384Ⅰ-031_2） 

太良川２（384Ⅰ-032） 

白木川１（384Ⅰ-033） 

松原川１（384Ⅰ-034） 

狩集川１（384Ⅰ-037） 

狩集川２（384Ⅰ-038） 

萩平川１（384Ⅰ-039） 

八反田川１（384Ⅰ-040） 

八反田川２（384Ⅰ-041） 

引地川７（384Ⅱ-016） 

現野川５（384Ⅱ-018） 

土石流  
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 白木川３（384Ⅱ-021） 

松原川４（384Ⅱ-022） 

松原川５（384Ⅱ-023） 

大久保川１（384Ⅱ-024） 

大久保川２（384Ⅱ-025） 

狩集川３（384Ⅱ-026） 

狩集川４（384Ⅱ-027） 

狩集川５（384Ⅱ-028） 

滝の元川２（384Ⅱ-030） 

滝の元川３（384Ⅱ-031） 

滝の元川４（384Ⅱ-032） 

白木々場川１（384Ⅱ-033） 

白木々場川２（384Ⅱ-034） 

白木々場川３（384Ⅱ-035） 

白木々場川４（384Ⅱ-036） 

萩平川２（384Ⅱ-037） 

萩平川３（384Ⅱ-038） 

茶屋川１（384Ⅱ-040） 

京野川１（384Ⅱ-041） 

京野川２（384Ⅱ-042） 

京野川３（384Ⅱ-043） 

八反田川３（384Ⅱ-046） 

八反田川４（384Ⅱ-047） 

松原川６（384Ⅲ-007） 

松原川７（384Ⅲ-008） 

長野川３（384Ⅲ-010） 

茶屋川３（384Ⅲ-012） 

八反田川５（384Ⅲ-013） 

八反田川６（384Ⅲ-014） 

八反田川７（384Ⅲ-015） 

  

唐津市

相知町

平山上 

向野（384Ⅰ-085） 

尾部田-２（384Ⅰ-086_2） 

尾部田-３（384Ⅰ-086_3） 

尾部田-４（384Ⅰ-086_4） 

尾部田-５（384Ⅰ-086_5） 

庵ノ谷-１（384Ⅰ-087_1） 

庵ノ谷-２（384Ⅰ-087_2） 

庵ノ谷-３（384Ⅰ-087_3） 

蕨野-１（384Ⅰ-088_1） 

蕨野-２（384Ⅰ-088_2） 

蕨野-３（384Ⅰ-088_3） 

急傾斜地

の崩壊 
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 蕨野第二-１（384Ⅰ-089_1） 

蕨野第二-２（384Ⅰ-089_2） 

蕨野第二-３（384Ⅰ-089_3） 

蕨野第二-４（384Ⅰ-089_4） 

下小城川内２（384Ⅰ-097） 

猿の尾３（384Ⅰ-098） 

西谷２（384Ⅱ-144） 

西谷３（384Ⅱ-145） 

西谷４（384Ⅱ-146） 

西谷５（384Ⅱ-147） 

向野２（384Ⅱ-148） 

向野３（384Ⅱ-149） 

下小城川内１（384Ⅱ-150） 

下小城川内３（384Ⅱ-151） 

下小城川内４（384Ⅱ-152） 

下小城川内５（384Ⅱ-153） 

上小城川内（384Ⅱ-154） 

尾部田２-１（384Ⅱ-155_1） 

尾部田２-２（384Ⅱ-155_2） 

大屋敷（384Ⅱ-156） 

猿の尾２-１（384Ⅱ-157_1） 

猿の尾２-２（384Ⅱ-157_2） 

猿の尾４-１（384Ⅱ-158_1） 

猿の尾４-２（384Ⅱ-158_2） 

猿の尾５-１（384Ⅱ-159_1） 

猿の尾５-２（384Ⅱ-159_2） 

猿の尾６-１（384Ⅱ-160_1） 

猿の尾６-２（384Ⅱ-160_2） 

岩本２-１（384Ⅱ-161_1） 

岩本２-２（384Ⅱ-161_2） 

岩本３-１（384Ⅱ-162_1） 

岩本３-２（384Ⅱ-162_2） 

池（384Ⅱ-163） 

  

 西谷川２（384Ⅰ-102） 

下小城川内川１（384Ⅰ-104） 

下小城川内川２（384Ⅰ-105） 

尾部田川-２（384Ⅰ-107_2） 

庵ノ谷川（384Ⅰ-108） 

岩本川１（384Ⅰ-109） 

西蕨野川１（384Ⅰ-111） 

西蕨野川（384Ⅰ-112） 

土石流 
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 西蕨野川３（384Ⅰ-113） 

南川原川-１（384Ⅰ-115_1） 

南川原川-２（384Ⅰ-115_2） 

西蕨野川４（384Ⅰ-116） 

東蕨野川１（384Ⅰ-117） 

西谷川４（384Ⅱ-113） 

西谷川５-１（384Ⅱ-114_1） 

西谷川５-２（384Ⅱ-114_2） 

西谷川５-３（384Ⅱ-114_3） 

西谷川５-４（384Ⅱ-114_4） 

西谷川５-５（384Ⅱ-114_5） 

西谷川６（384Ⅱ-115） 

西谷川７（384Ⅱ-116） 

大屋敷川（384Ⅱ-117） 

東蕨野川２（384Ⅱ-118） 

櫨ノ谷川（384Ⅱ-119） 

猿ノ尾川１（384Ⅱ-120） 

猿ノ尾川２（384Ⅱ-121） 

猿ノ尾川３（384Ⅱ-122） 

猿ノ尾川４（384Ⅱ-123） 

猿ノ尾川５（384Ⅱ-124） 

  

唐津市

相知町

平山下 

内浦（384Ⅰ-083） 

五郎谷（384Ⅰ-084） 

川添１（384Ⅱ-124） 

川添２（384Ⅱ-125） 

川添３-１（384Ⅱ-126_1） 

川添３-２（384Ⅱ-126_2） 

内浦２（384Ⅱ-127） 

裏の谷３（384Ⅱ-128） 

裏の谷２-１（384Ⅱ-129_1） 

裏の谷２-２（384Ⅱ-129_2） 

裏の谷２-３（384Ⅱ-129_3） 

二の瀬２（384Ⅱ-131） 

二の瀬３（384Ⅱ-132） 

二の瀬４-１（384Ⅱ-133_1） 

二の瀬４-２（384Ⅱ-133_2） 

裏の谷４（384Ⅱ-134） 

西の谷（384Ⅱ-135） 

丸石（384Ⅱ-136） 

五郎谷２（384Ⅱ-137） 

五郎谷３（384Ⅱ-138） 

急傾斜地

の崩壊 
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 五郎谷４（384Ⅱ-139） 

五郎谷５（384Ⅱ-140） 

藤原３（384Ⅱ-141） 

藤原４（384Ⅱ-142） 

麦野（384Ⅱ-143） 

  

 間ノ門川１（384Ⅰ-100） 

川添川１（384Ⅱ-097） 

川添川２（384Ⅱ-098） 

前原川（384Ⅱ-099） 

内浦川２（384Ⅱ-100） 

内浦川３（384Ⅱ-101） 

内浦川４（384Ⅱ-102） 

内浦川５（384Ⅱ-103） 

内浦川６（384Ⅱ-104） 

内浦川７（384Ⅱ-105） 

間の門川２（384Ⅱ-106） 

間の門川３（384Ⅱ-107） 

麦野川１（384Ⅱ-108） 

麦野川２（384Ⅱ-109） 

麦野川３（384Ⅱ-110） 

三ツ足川１-１（384Ⅱ-125_1） 

三ツ足川１-２（384Ⅱ-125_2） 

三ツ足川１-３（384Ⅱ-125_3） 

三ツ足川１-４（384Ⅱ-125_4） 

三ツ足川１-５（384Ⅱ-125_5） 

三ツ足川２（384Ⅱ-126） 

丸石川（384Ⅱ-127） 

二ノ瀬川１－３（384Ⅱ-128_3） 

土石流 

唐津市

北波多

竹有 

坊の前_１（385Ⅰ-006_1） 

坊の前_２（385Ⅰ-006_2） 

坊の前_３（385Ⅰ-006_3） 

坊の前_４（385Ⅰ-006_4） 

坊の前_５（385Ⅰ-006_5） 

坊の前_６（385Ⅰ-006_6） 

山ノ口_１（385Ⅱ-013_1） 

山ノ口_２（385Ⅱ-013_2） 

山川（385Ⅱ-014） 

屋敷谷１（385Ⅱ-015） 

屋敷谷２_１（385Ⅱ-016_1） 

屋敷谷２_２（385Ⅱ-016_2） 

屋敷谷２_３（385Ⅱ-016_3） 

急傾斜地

の崩壊 
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 下竹有（385Ⅰ-024） 

竹有（385Ⅰ-025） 

土石流  

唐津市

肥前町

鶴牧 

菖津-１（386Ⅰ-015_1） 

菖津-２（386Ⅰ-015_2） 

菖津-３（386Ⅰ-015_3） 

菖津-４（386Ⅰ-015_4） 

菖津-５（386Ⅰ-015_5） 

菖津-６（386Ⅰ-015_6） 

菖津-７（386Ⅰ-015_7） 

井ノ頭（386Ⅱ-025） 

平瀬２（386Ⅱ-028） 

急傾斜地

の崩壊 

 殿木場（386Ⅰ-023） 

鶴牧川（386Ⅰ-024） 

土石流 

唐津市

肥前町

星賀 

星賀-１（386Ⅰ-008_1） 

星賀-２（386Ⅰ-008_2） 

星賀-３（386Ⅰ-008_3） 

星賀-４（386Ⅰ-008_4） 

星賀-５（386Ⅰ-008_5） 

星賀-６（386Ⅰ-008_6） 

星賀-７（386Ⅰ-008_7） 

星賀-８（386Ⅰ-008_8） 

前田１-１（386Ⅰ-009_1） 

前田１-２（386Ⅰ-009_2） 

前田１-３（386Ⅰ-009_3） 

坂ノ屋敷-１（386Ⅰ-010_1） 

坂ノ屋敷-２（386Ⅰ-010_2） 

坂ノ屋敷-３（386Ⅰ-010_3） 

坂ノ屋敷-４（386Ⅰ-010_4） 

坂ノ屋敷-５（386Ⅰ-010_5） 

坂ノ屋敷-６（386Ⅰ-010_6） 

里-１（386Ⅰ-011_1） 

里-２（386Ⅰ-011_2） 

里-３（386Ⅰ-011_3） 

里-４（386Ⅰ-011_4） 

里-５（386Ⅰ-011_5） 

松尾-１（386Ⅰ-012_1） 

松尾-２（386Ⅰ-012_2） 

松尾-３（386Ⅰ-012_3） 

後山-１（386Ⅰ-013_1） 

後山-２（386Ⅰ-013_2） 

後山-３（386Ⅰ-013_3） 

急傾斜地

の崩壊 
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 後山-４（386Ⅰ-013_4） 

坂ノ屋敷２（386Ⅰ-014） 

行田山（386Ⅱ-029） 

行田山-１（386Ⅱ-029_1） 

松山（386Ⅱ-030） 

笹山２（386Ⅱ-031） 

笹山１（386Ⅱ-032） 

後山２-１（386Ⅱ-033_1） 

後山２-２（386Ⅱ-033_2） 

  

 星賀新田川（386Ⅰ-002） 

星賀川（386Ⅰ-003） 

土石流 

唐津市

肥前町

向島 

向島-１（386Ⅰ-001_1） 

向島-２（386Ⅰ-001_2） 

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唐

津土木事務所に備え置いて縦覧に供する。） 


