
①福岡県土整備事務所管内（前原支所管内を除く）
区　域　名 指定年月日 告示番号
先堂川 昭和55年3月26日 第662号
飯場川 昭和46年7月7日 第1130号
蟹又川 昭和38年9月3日 第2290号
小原川 昭和38年9月3日 第2290号
新飼川 昭和38年9月3日 第2290号
多々羅川 昭和38年9月3日 第2290号
山添川 昭和42年12月28日 第4607号
板屋川 昭和46年7月7日 第1130号
龍谷川 大字金武 昭和23年5月20日 第93号

昭和26年8月13日 第758号
昭和53年1月23日 第52号
昭和47年6月9日 第1088号
平成7年2月22日 第279号

小爪川 昭和38年9月3日 第2290号
長野川 平成7年2月22日 第279号

昭和28年2月12日 第139号
昭和42年3月31日 第1179号
平成2年3月9日 第482号
平成6年1月28日 第140号
昭和55年10月29日 第1697号
昭和56年2月3日 第119号

金屑川 昭和38年9月3日 第2290号
僧座川 昭和38年9月3日 第2290号
大谷川 昭和38年9月3日 第2290号

昭和38年9月3日 第2290号
昭和41年4月7日 第1198号
昭和41年8月10日 第2634号

唐の原川 昭和54年4月21日 第902号
昭和38年9月3日 第2290号
昭和44年3月31日 第821号
昭和24年12月21日 第921号
昭和45年8月28日 第1336号

一ノ瀬川 昭和38年9月3日 第2290号
滝　　川 昭和38年9月3日 第2290号
八 丁 川 昭和37年12月26日 第3215号
谷口川 平成11年3月19日 第745号
門戸口川 平成4年7月21日 第1333号
野田川 平成11年3月19日 第745号
室見川 早良１丁目 昭和37年12月26日 第3215号
長峰川 早良３丁目 昭和38年9月3日 第2290号

昭和42年12月28日 第4607号
昭和45年8月28日 第1336号
平成2年3月9日 第482号

上ノ原川 昭和56年2月3日 第119号
平成1年3月3日 第469号
平成7年2月22日 第279号

福寿谷川 昭和63年11月15日 第2214号
福寿谷川左支川 昭和63年11月15日 第2214号

西区 大字今宿

長尾川

坊主川

油山川

七寺川

西上ノ原川

砂防指定地一覧表（県土整備事務所別）

令和３年３月３１日時点　
概ねの位置

大字飯場

大字石釜

小笠木川

荒谷川

椎原川

牛鳴川

大字板屋

福岡市

大字小笠木

大字椎原

大字重留

大字西

大字西油山

大字曲淵

大字脇山

早良区



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
日向川 大字吉武等 昭和29年7月6日 第1266号
名切谷川 生松台１丁目 昭和62年1月12日 第38号
笠間谷川 昭和62年11月2日 第1855号
高尾川 昭和62年11月2日 第1855号

高尾川左支川 昭和62年11月2日 第1855号
十郎川及び左支川 昭和44年8月18日 第3371号

大音川 昭和61年11月11日 第1178号
大音川左支川 昭和62年11月2日 第1855号
名切谷川右支川 昭和62年1月12日 第38号
十郎川及び十郎川第二支川 昭和51年2月19日 第159号

道隈川 平成10年7月16日 第1488号
片江川 城南区 大字片江 昭和51年2月19日 第159号

昭和37年10月18日 第2665号
昭和39年3月4日 第379号

天龍川 昭和34年6月26日 第1169号
志賀島川 平成31年1月18日 第78号
残田川 平成19年9月12日 第1184号

残田川右支川 昭和39年3月4日 第379号
残田川右第2支川 平成14年12月13日 第1099号

西方川 昭和40年2月23日 第320号
残田川 大字弘等 昭和37年12月16日 第3215号
糠塚谷川 平成14年3月7日 第157号

平成6年1月28日 第140号
平成7年2月22日 第279号

四十川２ 平成30年5月24日 第681号
若久川 平成30年10月18日 第1091号

大字清滝 昭和30年1月13日 第19号
大字薦野 昭和57年5月17日 第1170号

昭和30年1月13日 第19号
平成2年3月9日 第482号

薬王寺川右支川 昭和41年4月7日 第1198号
麻ヶ谷川 薬王寺 平成27年7月2日 第834号
後谷川 平成16年3月17日 第303号

昭和61年3月25日 第762号
平成1年10月21日 第1781号
平成16年3月17日 第303号
平成16年12月2日 第1490号
平成17年3月14日 第271号
平成18年2月10日 第247号

須恵川 平成17年8月3日 第748号
昭和37年10月18日 第2665号
昭和45年8月28日 第1336号
平成16年3月17日 第303号
平成17年3月14日 第271号

鬼岩川及び溝谷川 昭和46年7月7日 第1130号
昭和52年2月4日 第99号
昭和54年2月2日 第118号

須恵川左支川 昭和49年5月23日 第801号
須恵川第二支川 昭和50年1月31日 第75号

昭和42年12月28日 第4607号
昭和54年4月21日 第902号

仲の原川 昭和45年8月28日 第1336号
仲の原川上流 昭和45年11月24日 第1674号
内野川 大字四王寺 昭和40年3月25日 第805号
宇美川 大字障子岳 昭和27年2月9日 第114号
内野川 大字炭焼 平成17年8月3日 第748号

南区

福岡市

大字柏原

大字志賀島

薬王寺川

宇美町糟屋郡

本谷川

古賀市

大字宇美

中将川

宇美川

仲山川

後谷川

大字薬王寺

東区

大字勝馬

大字弘

大字野方

大字羽根戸

西区

江尻川

柏原川



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
昭和37年10月18日 第2665号
昭和49年5月23日 第801号

観音谷川 昭和37年10月18日 第2665号
昭和23年5月20日 第93号
昭和29年7月16日 第1266号
昭和32年8月22日 第1010号
昭和39年3月4日 第379号

中将川及び割石川 昭和49年4月21日 第616号
城山川 大字須恵 昭和56年2月3日 第119号

昭和31年4月16日 第724号
平成24年6月14日 第712号
昭和37年10月18日 第2665号
昭和40年2月23日 第320号
平成22年3月19日 第205号
平成23年3月7日 第247号

山王川 昭和40年3月25日 第805号
二瀬川 昭和32年10月7日 第1253号

昭和32年8月22日 第1010号
平成7年2月22日 第279号

鳴渕川左支川 平成30年9月4日 第1076号
小辻川 昭和59年3月29日 第750号

小辻川及び同右支川 平成2年12月12日 第1996号
小辻川右支川 昭和63年11月15日 第2214号

昭和37年12月26日 第3215号
昭和40年3月25日 第805号

若杉川右支川 昭和49年4月21日 第616号
小河内川 昭和41年8月10日 第2634号
中河内川 昭和31年4月16日 第724号

昭和27年8月6日 第1098号
昭和47年6月9日 第1088号

大字上久原 昭和24年12月21日 第921号
昭和61年3月25日 第762号

新建川 昭和54年4月21日 第902号
小河内川 平成4年7月21日 第1333号

昭和43年2月15日 第185号
昭和60年1月21日 第85号

寺浦川 大字立花口 昭和40年2月23日 第320号
的野川 昭和40年2月23日 第320号

寺浦川及び同左支川 昭和60年1月21日 第85号

大字一の滝

大字的野
新宮町糟屋郡

糟屋郡

篠栗町

猪野川

久原川

大谷川

大字猪野

大字久原

大字山田

久山町

大字城戸

大字篠栗

大字萩尾

大字若杉

多々良川

一の滝川左支川

鳴渕川
糟屋郡

若杉川

一の滝川

大字佐谷

皿山川

須恵川
須恵町糟屋郡

大字上須恵



①－２福岡県土整備事務所　前原支所管内
区　域　名 指定年月日 告示番号
観音谷川 昭和30年3月17日 第205号
山方川 昭和51年2月19日 第159号
寺前川 昭和40年9月14日 第2686号

昭和39年7月28日 第1870号
平成1年10月21日 第1781号
平成4年3月17日 第678号

上品川 平成7年2月22日 第279号
深氏川 昭和37年10月28日 第2665号

昭和32年10月7日 第1253号
昭和35年2月4日 第181号

川原川 昭和30年1月13日 第19号
船津川 昭和35年12月20日 第2729号
段の上川 昭和35年12月20日 第2729号

昭和30年3月17日 第205号
昭和55年3月26日 第662号
昭和37年12月26日 第3215号
昭和47年11月21日 第1956号

村上川及び同右支川 昭和59年3月30日 第793号
桑原川 大字桑原 昭和35年2月4日 第181号
玄界島 大字玄界島 平成19年2月6日 第112号
高山川 昭和44年2月26日 第418号
瀬割川 昭和56年2月3日 第119号
石田川 昭和42年3月31日 第1179号
大當川 昭和44年2月26日 第418号
妙見川 昭和37年12月26日 第3214号
サヤ川 昭和63年1月19日 第82号
宮の浦川 昭和39年3月4日 第379号
宮の浦川支川 昭和39年3月4日 第379号
小浜川 昭和35年12月20日 第2729号

昭和30年1月13日 第19号
昭和39年3月4日 第379号

馬立川 昭和47年2月21日 第230号
浜竹川 昭和35年12月20日 第2729号
女原川 大字女原 昭和42年3月31日 第1179号
下の谷川 昭和32年10月7日 第1253号
坂の谷川 昭和37年12月26日 第3214号
神子の浦川 昭和42年3月31日 第1179号

昭和42年3月31日 第1179号
平成5年11月24日 第2208号
昭和41年8月10日 第2634号
平成8年12月13日 第2258号
昭和42年12月28日 第4607号
昭和47年11月21日 第1956号
昭和53年10月28日 第1667号
昭和31年4月16日 第724号
平成1年10月21日 第1781号
昭和59年3月29日 第750号
昭和61年11月11日 第1778号
昭和26年8月13日 第758号
平成7年2月22日 第279号

川付川左支川 昭和47年11月21日 第1956号
大原川 昭和56年2月3日 第119号

荻園川

河内川

川付川
川付

糸島市

飯原

王丸

大字草場

大字西浦

大字宮浦

大字元岡

立石川

草場川

太田川

福岡市

琴水川

中川

砂防指定地一覧表（県土整備事務所別）

概ねの位置
令和３年３月３１日時点　

大字小田

小田川

西園川

段川

西区



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
奥園川 昭和55年3月26日 第662号
河内川 平成2年3月30日 第782号

昭和39年3月4日 第379号
令和2年3月23日 第404号

高祖川 昭和56年2月3日 第119号
平成2年3月30日 第782号
平成4年3月17日 第678号
平成4年12月8日 第1914号
平成12年1月27日 第161号

長野川 昭和45年8月28日 第1336号
長野川左支川 昭和50年1月31日 第75号

昭和23年5月20日 第93号
平成15年2月13日 第122号

瑞梅寺川右支川 昭和53年1月23日 第52号
瑞梅寺川及び同左支川 昭和47年6月9日 第1088号
瑞梅寺谷川 平成11年3月19日 第744号
高祖川 大門 昭和58年3月23日 第759号
石框川 昭和42年6月16日 第1787号

昭和37年12月26日 第3214号
昭和57年5月17日 第1170号
昭和23年5月20日 第93号
昭和24年12月21日 第921号
昭和32年8月22日 第1010号

龍の目川 昭和42年3月31日 第1179号
内園川 昭和62年1月12日 第38号

昭和26年8月13日 第758号
平成1年10月21日 第1781号

須田野川 平成23年5月10日 第461号
須田野谷川 平成17年3月14日 第271号

昭和29年7月16日 第1266号
平成1年10月21日 第1781号
平成4年12月22日 第2037号
平成15年2月13日 第122号

須田野川 昭和62年10月9日 第1721号
西浦川 昭和57年5月17日 第1170号
一貴山川 二丈上深江 昭和35年2月4日 第181号
鹿家川 平成20年12月10日 第1453号

昭和61年3月25日 第762号
平成2年3月30日 第782号

鹿家川 昭和47年2月21日 第230号
鹿家川左支川 昭和57年5月17日 第1170号
谷川左支川 昭和47年2月21日 第230号
鳴滝川 昭和49年4月22日 第616号
龍毛川 昭和42年11月8日 第3727号
波呂谷川 平成17年8月3日 第748号
波呂谷川１ 平成14年12月13日 第1099号
波呂谷川 平成26年2月21日 第139号

昭和41年8月10日 第2634号
昭和53年7月19日 第1203号
平成2年3月30日 第782号
平成11年3月19日 第744号
昭和42年3月31日 第1179号
平成1年10月21日 第1781号

二丈深江

二丈一貴山一貴山川

二丈鹿家
塩木川

糸島市

二丈長石

二丈波呂

鳴滝川

柳川

雷山川

白糸

瑞梅寺

長野

雷山

高祖
椚川

川付川

瑞梅寺川

池川

長野川

川原川
川原



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
ハコバ川 昭和61年3月25日 第762号
福井川 平成16年1月28日 第52号

昭和40年9月14日 第2686号
昭和52年2月4日 第99号
平成1年10月21日 第1781号
平成10年7月16日 第146号

加茂川左支川 平成1年10月21日 第1781号
福井川 昭和47年11月21日 第1956号
堀谷川 昭和61年11月11日 第1778号
福井谷川 平成26年2月21日 第139号

昭和30年3月17日 第205号
昭和45年11月24日 第1674号

浅井田谷川 平成21年4月2日 第403号
用徳川 平成16年8月12日 第942号

昭和53年6月8日 第1035号
昭和56年2月3日 第119号
昭和59年3月30日 第793号
昭和61年11月11日 第1778号
昭和63年1月19日 第82号
平成2年3月30日 第782号
平成10年7月16日 第146号

大山川 平成12年12月18日 第2397号
谷野川 昭和42年12月28日 第4607号

平成4年12月22日 第2037号
平成7年2月22日 第279号
昭和56年8月10日 第1379号
平成5年3月16日 第766号

東川及び支川 昭和39年7月28日 第1870号
昭和42年12月28日 第4607号
平成4年12月22日 第2037号
昭和35年2月4日 第181号
平成8年12月13日 第2258号

福吉川及び左支川 昭和45年11月24日 第1674号
福吉川左支川 平成12年1月27日 第161号

昭和31年4月16日 第724号
平成1年10月21日 第1781号
平成16年1月28日 第52号
昭和41年8月10日 第2634号

火山川右支川 昭和47年11月21日 第1956号
昭和35年12月20日 第2729号
昭和62年10月9日 第1721号

栗山川 昭和37年12月26日 第3214号
小金丸川 昭和30年1月13日 第19号
親山川 昭和37年12月26日 第3214号
西ノ田川 昭和41年8月10日 第2634号
相川 昭和40年9月14日 第2686号
餅田川 昭和44年2月26日 第418号
副の浦川 昭和35年12月20日 第2729号
鬼塚川 昭和41年8月10日 第2634号
三作川 昭和40年9月14日 第2686号
女天岳川 昭和42年12月28日 第4607号

昭和42年12月28日 第4607号
昭和45年11月24日 第1674号
昭和59年3月30日 第794号

谷川 昭和30年1月13日 第19号
中園川 昭和35年12月20日 第2729号

浅井田川

中村川

東川

豆田川

福吉川

二丈吉井

原川

殿山川 志摩御床

志摩小金丸

志摩井田原

志摩稲留
稲留川

志摩桜井

火山川

谷合川

糸島市

志摩小富士

原谷川

加茂川

満吉川 二丈満吉

二丈福井



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
師吉川 昭和54年11月22日 第1751号
龍門川 昭和39年7月28日 第1870号

昭和42年3月31日 第1179号
平成12年12月18日 第2397号
昭和39年7月28日 第1870号
昭和61年3月25日 第762号

久米川 昭和30年3月17日 第205号
乗舟川 昭和57年5月17日 第1170号
丸川 昭和47年11月21日 第1956号
大久保川 昭和42年12月28日 第4607号
棚石川 昭和55年3月26日 第662号
福の浦川 志摩芥屋 昭和42年3月31日 第1179号

志摩吉田

奥の上川

吉原川
糸島市

志摩野北

志摩師吉



②久留米県土整備事務所管内
区　域　名 指定年月日 告示番号

草野町 平成23年12月21日 第1311号
草野町矢作 令和2年10月1日 第1067号

藤町川 草野町、山本町 平成21年10月20日 第1098号
堺川 昭和60年1月21日 第85号

昭和37年10月18日 第2665号
昭和41年8月18日 第2817号
平成6年6月2日 第1446号
昭和33年3月5日 第297号
令和2年10月1日 第1068号

三光川 草野町矢作 昭和35年2月4日 第181号
昭和34年6月26日 第1169号
昭和41年8月18日 第2817号
平成26年12月16日 第1153号

大浦谷川 山川町 平成17年3月14日 第271号
昭和23年5月20日 第93号
平成7年2月22日 第279号

折掛川 昭和23年5月20日 第93号
泉川 田主丸町秋成 昭和40年9月14日 第2686号
石垣川 平成15年11月13日 第1468号
筋違川 昭和39年3月4日 第379号

筋違川左支川 昭和47年11月21日 第1956号
三日谷川２ 平成13年3月16日 第252号
川原川 平成9年12月22日 第2183号

昭和42年12月28日 第4607号
平成11年9月24日 第1764号
令和2年10月1日 第1068号

七夕川 昭和44年3月31日 第817号
昭和40年9月14日 第2686号
昭和37年10月18日 第2665号

湯の口川 昭和44年3月31日 第821号
平成6年6月2日 第1446号
平成12年10月18日 第2026号
昭和41年8月18日 第2817号
昭和55年3月26日 第662号

湯の口川左支川 昭和44年7月4日 第3192号
昭和42年3月31日 第1179号
平成5年3月16日 第766号
平成12年1月27日 第161号

冷水川及び左支川 昭和44年3月31日 第817号
田主丸町中尾 昭和42年12月28日 第4607号
田主丸町竹野、中尾 令和3年3月3日 第142号

昭和37年12月26日 第3215号
昭和59年3月29日 第750号
昭和35年2月4日 第181号
昭和39年3月4日 第379号

東本川及び左支川 昭和44年3月31日 第821号
昭和40年2月23日 第320号
平成8年5月13日 第1328号

八幡川左支川 昭和46年7月7日 第1130号
泉川 田主丸町森部 昭和44年3月31日 第817号

平成19年12月20日 第1661号
平成20年10月27日 第1290号
平成21年4月2日 第403号

大浦谷川 山川町・山本町 平成20年6月13日 第731号
大谷川 山本町耳納 昭和23年5月20日 第93号

夫婦木川

草野町草野

七夕川

川原川及び石垣川

田主丸町石垣

田主丸町中尾

湯の口川

藤町川

冷水川

小屋川

山川町

三光川

田主丸町地徳

高良川

草野町吉木

東本川

八幡川

城川

久留米市

善院川

砂防指定地一覧表（県土整備事務所別）

概ねの位置
令和３年３月３１日時点　

発心川

田主丸町益生田

高良内町

田主丸町竹野千の尾川



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
乙原川 昭和53年6月8日 第1035号
巨瀬川 昭和23年5月20日 第93号
桂川 平成9年3月11日 第464号

昭和26年8月13日 第758号
昭和56年8月10日 第1379号
平成1年1月21日 第78号
平成8年5月13日 第1328号

東寺迫川 昭和61年3月25日 第762号
平成8年5月13日 第1328号
平成20年10月27日 第1290号

巨瀬川 平成21年10月20日 第1098号
小塩川 昭和27年9月17日 第1230号
赤尾川 昭和54年2月2日 第118号
裏迫川 平成15年2月13日 第122号
葛籠川 平成5年3月16日 第766号
巨瀬川 平成6年6月2日 第1446号
金井原川 平成8年5月13日 第1328号
隈ノ上川 昭和27年6月5日 第741号
持木川 平成6年6月2日 第1446号
鹿狩川 昭和39年3月4日 第379号

平成2年3月30日 第782号
平成8年2月5日 第163号

大屋谷川 浮羽町田籠 平成9年12月12日 第2183号
平成25年7月2日 第675号
平成26年2月21日 第139号

鹿狩川左支川 浮羽町新川 令和2年10月1日 第1067号
樋ノ口川 吉井町鷹取 平成2年12月12日 第1996号
山曽谷川 平成8年12月13日 第2258号

昭和40年9月14日 第2686号
昭和44年3月31日 第821号
平成7年2月22日 第279号
平成12年10月18日 第2026号
平成15年2月13日 第122号
昭和39年3月4日 第379号
昭和47年11月21日 第1956号
平成8年12月13日 第2258号
平成11年9月24日 第1764号
昭和32年10月7日 第1253号
昭和63年1月19日 第82号

深迫川 昭和37年12月26日 第3215号
深迫川及び左支川 昭和44年3月31日 第817号

吉井町福益
延寿寺川

山曽谷川

山口谷川 浮羽町田篭

持木川

東寺ヶ迫川

大谷川

浮羽町妹川

浮羽町新川

吉井町富永
千代久川

番屋川

裏迫川
うきは市

吉井町屋部

浮羽町小塩



③南筑後県土整備事務所管内（柳川支所管内を除く）
区　域　名 指定年月日 告示番号
善光寺川 昭和54年2月2日 第118号

昭和57年5月17日 第1170号
昭和58年3月23日 第759号

堂面川 昭和54年11月22日 第1751号
椛川 昭和47年11月21日 第1956号

昭和61年11月11日 第1778号
大字教楽来 昭和41年8月10日 第2634号

鳴川 大字櫟野 昭和54年11月22日 第1751号

大字上内

乙宮川

山口川

大牟田市

砂防指定地一覧表（県土整備事務所別）

概ねの位置
令和３年３月３１日時点　

大字今山



③－２南筑後県土整備事務所　柳川支所管内
区　域　名 指定年月日 告示番号

瀬高町長田 昭和56年2月3日 第119号
瀬高町大字長田 昭和63年1月19日 第82号

小防谷川 平成21年10月20日 第1098号
西谷川 昭和54年2月2日 第118号

昭和49年4月22日 第616号
昭和52年2月4日 第99号
平成21年4月2日 第403号

成合川 瀬高町本吉 平成12年1月27日 第161号
狐谷川 昭和42年12月28日 第4607号
飛塚川 平成10年7月16日 第1489号
イモジ川 昭和46年7月7日 第1130号
九折川 平成23年5月10日 第461号

平成14年8月27日 第761号
平成19年2月6日 第112号
平成3年7月29日 第1419号
平成5年3月16日 第766号

伍位軒川 昭和53年1月23日 第52号
伍位軒川及び支川 昭和49年4月22日 第616号

待居川 昭和59年3月30日 第794号
平成3年7月29日 第1419号
平成14年3月7日 第157号
昭和44年2月26日 第418号
昭和47年11月21日 第1956号
平成16年12月2日 第1490号
平成19年2月6日 第112号
昭和47年6月9日 第1088号
昭和61年3月25日 第762号
平成1年10月21日 第1781号
平成12年1月27日 第161号
平成12年10月18日 第2026号

北の関川5 山川町北関 平成29年7月5日 第669号

みやま市

真弓川

真弓川2及び同右支川

山川町真弓

返済川

大谷川

下伍位軒川

加茂川

黒ヶ谷川

概ねの位置

砂防指定地一覧表（県土整備事務所別）

令和３年３月３１日時点　

瀬高町小田

大根川

真弓川５

高田町亀谷

山川町河原内

山川町甲田

山川町立山



④直方県土整備事務所管内
区　域　名 指定年月日 告示番号

永満寺川右支川 平成16年1月28日 第52号
永満寺川及び右支川 昭和43年2月15日 第185号

平成14年12月13日 第1099号
平成18年2月10日 第247号

近津川 昭和41年8月10日 第2634号
元取川 昭和32年10月7日 第1253号
尺岳川 昭和32年8月22日 第1010号
天井川 昭和47年11月21日 第1956号

昭和54年2月2日 第118号
平成19年2月6日 第112号

夫婦木川 千石 昭和54年4月21日 第902号
龍徳川 本城 平成15年2月13日 第122号
龍徳川 龍徳 平成12年10月18日 第2026号
有木川 上有木 平成27年4月28日 第593号
ゆの木川 昭和42年3月31日 第1179号
下の谷川 昭和45年8月28日 第1336号
犬鳴川 昭和26年8月13日 第758号
犬鳴川 昭和37年12月26日 第3215号

犬鳴川(水落川） 昭和26年8月13日 第758号
犬鳴川右支川 昭和41年8月18日 第2817号
藤七谷川 昭和42年12月28日 第4607号
草場川 昭和59年3月29日 第750号
草場川 昭和61年11月11日 第1778号
御字頭川 昭和39年7月28日 第1870号
黒丸川 昭和23年5月20日 第93号
黒丸川 昭和30年1月13日 第19号
黒丸川 平成2年3月9日 第482号
清水川 昭和23年5月20日 第93号
清水川 昭和35年12月20日 第2729号
長谷川 昭和56年2月3日 第119号
縁山川 昭和45年8月28日 第1336号
縁山川 平成12年10月18日 第2026号
縁山川 平成13年12月6日 第1714号
小谷川 昭和50年1月31日 第75号
八木山川 昭和53年6月8日 第1035号
浦の谷川 下 昭和51年2月19日 第159号
貴船川 平成6年11月28日 第2267号
桐ノ木川 昭和59年3月29日 第750号
桐ノ木川 平成6年11月28日 第2267号
原ノ前川 昭和60年1月21日 第85号
原の前川 平成2年12月12日 第1996号
山下川右支川 昭和62年10月9日 第1721号
山下川右支川 平成12年1月27日 第161号
山口川 昭和30年1月13日 第19号

山口川左支川 平成1年1月21日 第78号
畑川 昭和30年1月13日 第19号

畑川左支川 昭和61年3月25日 第762号
鳴水川 昭和54年4月21日 第902号

山口

宮若市

犬鳴

乙野

黒丸

三ケ畑

砂防指定地一覧表（県土整備事務所別）

令和３年３月３１日時点　
概ねの位置

直方市

大字永満寺

大字上頓野

大字下新入

身老川

法花寺川



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
岩倉川左支川 昭和61年3月25日 第762号
山の口川 昭和56年2月3日 第119号

山の口川右第2支川 昭和60年1月21日 第85号
山の口川及び同右支川 昭和59年3月30日 第794号
山の口川左支川 昭和61年11月11日 第1778号
山口川 昭和23年5月20日 第93号

福井川左第二支川 平成18年6月29日 第720号
福井川左第三支川 平成25年9月3日 第836号
福井川左第四支川 平成24年4月11日 第438号
福井川左第５支川 平成13年12月6日 第1714号
福井川左第６支川 平成10年3月17日 第646号
安河内川 昭和57年5月17日 第1170号
恵後川 平成4年3月17日 第678号
天入寺川 昭和63年11月15日 第2214号

昭和62年10月9日 第1721号
平成1年10月21日 第1781号

裏ノ山川 昭和57年5月17日 第1170号
昭和42年12月28日 第4607号
平成20年10月27日 第1290号

春田川 平成25年9月3日 第836号
打木原川 大字古門 平成9年6月12日 第1321号
南田川 昭和38年11月14日 第2834号
北田川 昭和40年2月23日 第320号
水上川１ 大字長谷 平成12年1月27日 第161号
奥畑川 平成17年3月14日 第271号

奥畑川右支川 平成22年3月1日 第117号

大字新延

大字室木

宮若市

脇田

尾場山川

福井川

鞍手郡 鞍手町

湯原



⑤京築県土整備事務所管内（行橋支所管内を除く）
区　域　名 指定年月日 告示番号

昭和24年12月21日 第921号
昭和35年12月20日 第2729号

稲積川及び稲積川左支川 昭和42年12月28日 第4607号
枝川内川 大字大河内 平成8年5月13日 第1328号
佐井川 昭和24年12月21日 第921号

轟川及び同左支川 昭和59年3月30日 第793号
猪迫川 大字狹間 平成6年11月28日 第2267号

大字求菩提 昭和24年12月21日 第921号
大字鳥井畑 昭和28年2月12日 第139号

下笹川 大字下川底 平成6年6月2日 第1446号
中川 大字鳥越 昭和23年5月20日 第93号

昭和24年12月21日 第921号
昭和35年12月20日 第2729号

松尾川内川右支川 昭和41年4月7日 第1198号
稗畑川 昭和62年1月12日 第38号
角田川 昭和24年12月21日 第921号
真河内川 昭和24年12月21日 第921号
小河内川 昭和24年12月21日 第921号

平成26年2月21日 第139号
平成30年7月23日 第953号

湯の河内川 昭和24年12月21日 第921号
湯の河内川及び右支川 昭和41年4月7日 第1198号

昭和23年5月20日 第93号
平成5年8月16日 第1701号

友枝川 昭和25年8月11日 第983号
小川内川 昭和31年4月16日 第724号

昭和39年7月28日 第1870号
昭和49年4月22日 第616号
平成14年12月13日 第1099号
平成25年9月3日 第836号

東友枝川及び支川 昭和39年3月4日 第379号
津賀川 昭和41年4月7日 第1198号

昭和41年4月7日 第1198号
昭和60年1月21日 第85号
平成1年1月21日 第78号

三田川 平成5年8月16日 第1701号
昭和23年5月20日 第93号
昭和27年4月11日 第381号
昭和35年12月20日 第2729号
昭和23年5月20日 第93号
平成5年8月16日 第1701号
平成10年3月17日 第646号
昭和28年2月12日 第139号
平成12年10月18日 第2026号

御在所川 昭和41年4月7日 第1198号
戸の下川 昭和41年8月18日 第2817号
御在所川 平成16年12月2日 第1490号
北谷川 大字原井 令和2年12月8日 第1438号

下尾平川

大字畑

友枝川

松尾川

築上郡 上毛町

大字東上

東友枝川

有田川

松尾川内川

岩岳川

大字上川底

枝川内川

大字西友枝

大字中川底

松淵川

大字馬場

砂防指定地一覧表（県土整備事務所別）

令和３年３月３１日時点　

豊前市

大字岩屋

大桐川

概ねの位置



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
昭和23年5月20日 第93号
昭和28年2月12日 第139号
昭和40年9月14日 第2686号
平成6年1月28日 第140号
平成9年3月11日 第464号
平成9年12月22日 第2183号
平成10年7月16日 第1488号
平成18年6月29日 第720号
平成19年4月25日 第518号

樋ヶ迫川及び左支川 昭和59年3月30日 第793号
連川内川 昭和62年11月2日 第1855号
上の河内川 昭和23年5月20日 第93号

平成1年1月21日 第78号
平成2年12月12日 第1996号
平成4年7月21日 第1333号
平成4年12月22日 第2037号
平成8年5月13日 第1328号

奥村川 平成9年6月12日 第1231号
木原川 昭和41年4月7日 第1198号
水尾川 平成14年3月7日 第157号
城井川 大字上香楽 昭和24年12月21日 第921号

昭和23年5月20日 第93号
昭和28年2月12日 第139号
平成6年1月28日 第140号
昭和23年5月20日 第93号
昭和28年2月12日 第139号
昭和29年7月16日 第1266号

二の戸川 昭和27年6月5日 第741号
四畑川 昭和35年2月4日 第181号

昭和37年12月26日 第3214号
昭和44年3月31日 第821号

床浪川 昭和40年9月14日 第2686号
昭和23年5月20日 第93号
昭和28年2月12日 第139号
平成4年12月22日 第2037号

小迫谷川 平成21年4月2日 第403号
原ノ上川 大字奈古 平成11年3月19日 第745号
郎迫川 大字日奈古 平成11年9月24日 第1764号

昭和23年5月20日 第93号
平成2年12月12日 第1996号
平成6年11月28日 第2267号
平成8年12月13日 第2258号

小川内川 昭和23年5月20日 第93号

大字上ノ河内

中園川

大字小山田

大字本庄
中川内川

築上郡 築上町

城井川

大字真如寺
真如寺川

引地ヶ迫川

極楽寺川 大字極楽寺

溝口川

大字寒田

上河内川

大字岩丸

岩丸川



⑤－２京築県土整備事務所　行橋支所管内
区　域　名 指定年月日 告示番号

昭和23年5月20日 第93号
昭和29年7月16日 第1266号

内ノ蔵川 大字大行事 昭和56年2月3日 第119号
平成12年5月16日 第1328号
平成14年12月13日 第1099号

別所谷川 令和2年12月8日 第1438号
弁入川 昭和23年5月20日 第93号
白川 昭和44年2月26日 第418号
殿川 大字馬場 昭和37年10月18日 第2665号
浄土院川 大字片島 昭和42年3月31日 第1179号
一口川 昭和42年3月31日 第1179号
新津谷川 平成26年2月21日 第139号
提谷川 大字提 平成30年10月18日 第1090号
上河内谷川 平成16年12月2日 第1490号
浦河内川 昭和41年4月7日 第1198号

昭和59年3月29日 第750号
平成5年3月16日 第766号
平成13年12月6日 第1714号
平成14年12月13日 第1099号

道越川 昭和39年7月28日 第1870号
昭和37年12月26日 第3215号
平成4年3月17日 第678号
平成8年2月5日 第163号

別所河内川 昭和63年11月15日 第2214号
昭和24年12月21日 第921号
昭和35年2月4日 第181号
昭和41年4月7日 第1198号

宇田川 昭和29年7月16日 第1266号
初代川 昭和35年12月20日 第2729号
研場川 勝山御手洗 昭和37年12月26日 第3215号
喜多良川 犀川鐙畑 昭和37年10月18日 第2665号
宇土川 平成6年6月2日 第1446号
猿田川 昭和61年3月25日 第762号

猿田川及び同右支川 昭和59年3月29日 第750号
原川 昭和41年4月7日 第1198号

昭和41年8月18日 第2817号
平成12年5月16日 第1328号
平成14年5月9日 第388号

向川 昭和39年7月28日 第1870号
昭和39年7月28日 第1870号
昭和47年11月21日 第1956号
昭和47年6月9日 第1088号
平成6年6月2日 第1446号
昭和28年2月12日 第139号
昭和61年3月25日 第762号

原川 平成18年10月2日 第1180号
昭和31年4月16日 第724号
平成8年12月13日 第2258号
昭和23年5月20日 第93号
昭和30年3月17日 第205号

天ヶ谷川 昭和28年2月12日 第139号
昭和61年11月11日 第1778号
昭和63年11月15日 第2214号

犀川木井馬場

犀川大坂

犀川上伊良原

高屋川
犀川上高屋

みやこ町

古屋河内川

寺河内川

祓川

藤神川

勝山上矢山

桃迫川

味見谷川

矢山川

京都郡

一ノ井手川

勝山松田

京都郡 苅田町

大字新津

行橋市

大字入覚

大坂川

砂防指定地一覧表（県土整備事務所別）

概ねの位置
令和３年３月３１日時点　

勝山浦河内

広谷川

小波瀬川

入堂川

大字矢山

大字山口



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
昭和23年5月20日 第93号
昭和26年8月13日 第758号
昭和28年2月12日 第139号

峠川 犀川喜多良 昭和46年7月7日 第1130号
三十田川 犀川崎山 昭和62年11月2日 第1855号
釜の河内川 昭和52年2月4日 第99号

平成9年3月11日 第464号
平成16年8月12日 第942号

宮園川 昭和37年12月26日 第3214号
昭和23年5月20日 第93号
昭和28年2月12日 第139号

鉾立川 平成12年1月27日 第161号
昭和63年11月15日 第2214号
平成6年1月28日 第140号

高越川 平成6年6月2日 第1446号
昭和35年7月8日 第1248号
昭和55年10月29日 第1697号

山の神川 昭和35年2月4日 第181号
市場川 昭和45年8月28日 第1225号
帆柱川 平成6年6月2日 第1446号

昭和61年3月25日 第762号
平成2年3月9日 第482号
昭和35年2月4日 第181号
平成1年10月21日 第1781号

馬場川 犀川横瀬 昭和39年3月4日 第379号
山の神川 犀川大坂 平成28年3月31日 第547号

犀川帆柱

平鶴川

祓川

岩屋河内川

蔵持川

荒畑川

砂坂川

みやこ町

喜多良川 犀川喜多良

京都郡

犀川下伊良原



⑥朝倉県土整備事務所管内
区　域　名 指定年月日 告示番号
横谷川 昭和41年8月18日 第2817号

昭和24年12月21日 第921号
昭和28年2月12日 第139号
昭和44年2月26日 第418号

野鳥川支川 昭和37年12月26日 第3214号
高内川 秋月 昭和47年2月21日 第230号
甘水川 甘水 昭和37年12月26日 第3214号
新立川 烏集院 昭和42年12月28日 第4607号
上ノ山谷川 平成21年10月20日 第1098号
小石原川 昭和29年7月16日 第1226号
下戸河内川 平成24年12月17日 第1461号

昭和54年2月2日 第118号
昭和42年12月28日 第4607号
平成31年3月28日 第438号
昭和47年2月21日 第230号
平成30年12月21日 第1375号
平成18年10月2日 第1180号
平成11年9月24日 第1764号
昭和47年11月21日 第1956号
平成1年10月21日 第1781号
平成4年3月17日 第678号
平成10年3月17日 第646号

小石原川 昭和27年9月17日 第1230号
別荘川 昭和47年11月21日 第1956号
隈江谷川 平成16年3月17日 第303号

隈江谷川左支川 平成16年8月12日 第942号
元ノ目川 昭和56年2月3日 第119号
黒松谷川 平成14年5月9日 第388号

昭和23年5月20日 第93号
昭和41年8月18日 第2817号
昭和49年5月23日 第801号

黒川右支川 昭和42年12月28日 第4607号
昭和47年2月21日 第230号
平成31年3月28日 第439号
令和3年3月3日 第141号

黒川左支川 昭和42年3月31日 第1180号
帝釈川 昭和41年8月10日 第2634号

昭和23年5月20日 第93号
昭和44年2月26日 第418号
平成6年11月28日 第2267号

宮園川 平成31年4月12日 第568号
昭和23年5月20日 第93号
昭和28年2月12日 第139号
昭和31年4月16日 第724号
昭和42年3月31日 第1179号
昭和52年6月20日 第935号
昭和55年3月26日 第662号

吹谷川 昭和46年7月7日 第1130号
昭和39年7月28日 第1870号
昭和45年11月24日 第1674号
平成5年8月16日 第1701号
平成10年3月17日 第646号
平成12年1月27日 第161号

鳥屋川 昭和42年12月28日 第4607号

黒川

小原川

荷原川右支川

黒川

朝倉市

砂防指定地一覧表（県土整備事務所別）

概ねの位置

秋月野鳥

令和３年３月３１日時点　

荷原

江川

上秋月

野鳥川

荷原川

弓削川

佐田川

大城川

地下川

隈江

疣目川

佐田

黒川右支川



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
箸立川 佐田 昭和41年8月18日 第2817号
赤岩川 下渕 昭和46年7月7日 第1130号
桂川 昭和32年8月22日 第1010号

桂川左支川 昭和46年7月7日 第1130号
昭和42年12月28日 第4607号
昭和61年3月25日 第762号
令和2年3月23日 第404号

権現谷川左支川 平成16年8月12日 第942号
権現谷川 平成14年12月13日 第1099号

昭和24年12月21日 第921号
昭和26年10月2日 第894号
平成30年10月18日 第1088号
令和3年3月9日 第161号

葛生谷川 令和2年3月25日 第417号
白木谷川 杷木池田 平成2年12月12日 第1996号
大山川 平成21年10月20日 第1098号

大山川及び大山川右支川 平成16年3月17日 第303号
馬の谷川 昭和45年8月28日 第1336号
大山川１ 令和3年3月4日 第148号

昭和46年7月7日 第1130号
平成1年1月21日 第78号
平成2年3月9日 第482号

杷木古賀、寒水 令和3年3月3日 第141号
寒水川（６） 令和3年3月3日 第141号

平成11年9月24日 第1764号
令和3年1月29日 第51号

寒水川（５） 杷木古賀、久喜宮 令和2年3月25日 第416号
昭和37年12月26日 第3215号
昭和47年2月21日 第230号
平成5年3月16日 第766号
平成31年2月27日 第243号

白木谷川 昭和48年3月9日 第426号
白木谷川 昭和54年11月22日 第1751号
中組谷川 平成30年12月12日 第1322号
白木谷川 平成31年1月18日 第77号
白木谷川（２） 令和2年12月11日 第1452号
由の川 杷木白木、池田 令和3年3月9日 第161号

平成10年3月17日 第646号
令和2年3月25日 第416号

山の神川 昭和61年3月25日 第762号
平成1年1月21日 第78号
平成7年2月22日 第279号

導目木川谷川 平成11年3月19日 第745号
平成12年10月18日 第2026号
平成30年11月7日 第1230号
昭和23年5月20日 第93号
昭和31年4月16日 第724号
昭和42年12月28日 第4607号
昭和45年8月28日 第1336号
令和2年3月25日 第417号

導目木川（１） 令和2年3月25日 第417号
昭和62年1月12日 第38号
昭和63年11月15日 第2214号
昭和14年10月31日 第522号
昭和16年8月5日 第483号
昭和28年2月12日 第139号
昭和57年5月17日 第1170号
昭和60年1月21日 第85号

杷木古賀

導目木川 杷木志波

杷木赤谷

烏山谷川

杷木白木

北川

船底谷川

寒水川
杷木古賀

山ノ神谷川

堤

杷木大山

赤谷川

杷木赤谷
東峰村大字福井

朝倉市寒水川

導目木川谷川２

須川

杷木寒水

妙見川

第二平榎谷川

平榎谷川



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
平成31年2月27日 第242号
令和2年3月25日 第416号

塚原谷川 令和3年3月4日 第148号
志波谷・志波沢 令和3年3月9日 第161号
園山谷川 杷木穂坂 平成11年3月19日 第744号
赤谷川 昭和54年2月2日 第118号
正信川 平成30年10月18日 第1087号

獺ノ口右下谷 平成31年2月22日 第229号
獺ノ口右中谷 平成31年3月1日 第268号
赤谷川（５） 平成31年3月19日 第377号

平成31年3月19日 第380号
令和2年11月4日 第1347号

獺ノ口左上谷 令和2年6月18日 第682号
正信沢川 令和3年3月4日 第148号

昭和53年1月23日 第52号
昭和56年2月3日 第119号
令和2年1月30日 第42号
令和2年6月22日 第689号

小川内川 令和2年1月29日 第38号
本村川 平成30年7月9日 第806号

本村川左支川 平成31年2月6日 第157号
赤谷川（３） 平成31年3月1日 第267号
乙石川（１）（２） 平成31年3月19日 第378号

平成31年3月19日 第379号
令和2年11月4日 第1348号

本村谷本川 平成31年3月19日 第381号
本村谷 令和2年11月2日 第1343号
上中村谷 令和2年8月3日 第771号
小河内川 令和2年8月27日 第815号

本村沢、赤谷川
（４）、本村川

令和2年8月27日 第816号

乙石川（一）・（二） 令和2年12月10日 第1448号
石詰沢・中石詰谷 令和3年3月1日 第138号
若市沢川 杷木若市 平成31年2月27日 第241号
上万寺谷川 長谷山 平成11年9月24日 第1764号
妙見川 菱野 昭和54年2月2日 第118号
長谷川 日向石 昭和51年2月19日 第159号

昭和32年10月7日 第1253号
昭和39年3月4日 第379号

荷原、城 令和2年12月11日 第1452号
佐田川 三奈木 昭和26年8月13日 第758号
桂川 昭和52年6月20日 第935号

昭和42年12月28日 第4607号
昭和47年6月9日 第1088号
平成31年3月28日 第437号

八坂谷２ 令和2年3月25日 第417号
屋形原川 昭和49年4月22日 第616号
梅ヶ谷川 昭和47年11月21日 第1956号
矢の竹川 昭和40年9月14日 第2686号
矢野竹川 昭和59年3月29日 第750号

昭和42年12月28日 第4607号
平成31年3月11日 第324号

竹山口谷川４ 令和3年3月9日 第161号
山見谷川 平成11年9月24日 第1764号
愛光園谷川 平成28年11月25日 第1333号
馬場谷川 黒川 平成31年3月11日 第325号

獺ノ口右上谷

杷木松末

朝倉市

奈良ヶ谷川

山見

三奈木

杷木志波

荷原川

矢野竹

八坂川

乙石川

中村川

北川右支川

宮野

屋形原

山田

杷木星丸



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
谷川 上高場 昭和41年8月18日 第2817号
御化粧川 昭和48年3月9日 第426号

昭和44年3月31日 第821号
昭和53年1月23日 第52号

梅川及び右支川 昭和42年3月31日 第1179号
梅川左支川 平成4年3月17日 第678号
黒岩川 昭和55年8月19日 第1430号

平成16年3月17日 第303号
昭和57年5月17日 第1170号
昭和60年1月21日 第85号
昭和62年10月9日 第1721号
平成2年3月9日 第482号
平成5年3月16日 第766号

水京川 昭和42年12月28日 第4607号
渓　川 下髙場 昭和37年10月18日 第2665号
上曽谷川 平成23年3月7日 第247号

昭和41年8月18日 第2817号
昭和61年3月25日 第762号
平成7年2月22日 第279号
昭和49年4月21日 第616号
昭和51年2月19日 第159号

坂根下川及び助荘川 平成24年4月11日 第438号
昭和47年6月9日 第1088号
昭和59年3月29日 第750号
昭和42年3月31日 第1179号
昭和42年3月31日 第1180号
昭和62年1月12日 第38号
平成1年1月21日 第78号
昭和47年11月21日 第1956号
昭和60年1月21日 第85号

勝山川 平成16年8月12日 第942号
昭和16年8月5日 第483号
昭和28年2月12日 第139号
昭和32年10月7日 第1253号
昭和39年3月4日 第379号

曽根田川 昭和37年12月26日 第3214号
内村谷川 弥永 平成16年8月12日 第942号
前田谷川 三牟田 平成24年12月17日 第1461号
浦谷谷川 砥上 平成24年12月17日 第1461号
うみ口谷川 平成14年12月13日 第1099号

平成16年8月12日 第942号
平成25年9月3日 第836号

皿山川 昭和41年8月18日 第2817号
小石原川 昭和37年10月18日 第2665号
大肥川 昭和52年6月20日 第935号
塔ノ瀬川 昭和59年3月29日 第750号
野中川 昭和61年3月25日 第762号
花園川 昭和45年8月28日 第1336号
鼓川 昭和23年5月20日 第93号
黒谷川 昭和49年4月22日 第616号

昭和54年11月22日 第1751号
平成8年5月13日 第1328号
平成13年12月6日 第1714号

赤薮川 昭和45年8月28日 第1336号
赤藪川 昭和52年2月4日 第99号
鶴川 平成7年2月22日 第279号
湯の谷川 平成5年8月16日 第1701号
木城川 昭和48年10月31日 第2196号

三箇山

今道川

南原谷川

助荘川

曽根田川右支川

砥上川

湯の谷川

白石谷川

大字小石原

大字小石原鼓

坂根川

梅川

三並川

朝倉郡

栗田

三並川

筑前町

東峰村朝倉郡

曽根田

三並



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
屋椎川 昭和51年2月19日 第159号

昭和44年2月26日 第418号
平成6年11月28日 第2267号
昭和40年9月14日 第2686号
昭和47年11月21日 第1956号

松山川及び松山川左支川 昭和56年2月3日 第119号
昭和42年12月28日 第4607号
平成30年11月7日 第1231号
令和3年3月3日 第141号
昭和37年12月26日 第3214号
平成31年3月5日 第282号
昭和45年8月28日 第1336号
平成30年11月7日 第1231号

原谷川 平成30年10月18日 第1092号
紙屋谷川 平成30年11月7日 第1231号
紙屋上谷川 平成30年11月7日 第1231号
延田谷川 令和3年3月4日 第148号

平成30年10月18日 第1088号
令和3年3月9日 第161号

葛生谷川 令和2年3月25日 第417号

山ノ神谷川

大字福井

大字福井
朝倉市杷木赤谷　（再掲）

朝倉郡 東峰村

本迫川

鎌割川

千代丸川

栗林川

宝珠山川

大字宝珠山



⑦八女県土整備事務所管内
区　域　名 指定年月日 告示番号

平成13年12月6日 第1714号
平成26年6月5日 第664号
昭和23年5月20日 第93号
昭和37年12月26日 第3215号
昭和52年6月20日 第935号
平成2年12月12日 第1996号

五本松川 昭和55年3月26日 第662号
山神川 平成11年9月24日 第1764号
石原川 昭和42年12月28日 第4607号
田代川 平成11年3月19日 第744号

田代川及び田代川左支川 昭和54年2月2日 第118号
東浦田川 昭和42年3月31日 第1180号
迫尻川 昭和61年3月25日 第762号
飯塚向川 昭和49年4月22日 第616号
飯塚川 昭和41年8月18日 第2817号
柳迫川 昭和63年11月15日 第2214号
下横山川 昭和61年3月25日 第762号
広川 昭和30年3月17日 第205号
木浦川 昭和29年7月16日 第1266号

平成25年7月2日 第675号
平成26年3月18日 第340号

江後川 平成3年7月29日 第1419号
松尾川 平成3年7月29日 第1419号
仁合川 兼松 昭和47年11月21日 第1956号
男ノ子川 北山 昭和55年3月26日 第662号
大倉谷川 北山 平成26年4月8日 第493号
柴折川 平成12年10月18日 第2026号
柚ノ木川 昭和45年8月28日 第1336号
横ヶ倉川 昭和49年4月22日 第616号
鹿伏谷川 平成3年7月29日 第1419号
七曲川 平成3年7月29日 第1419号
大中尾川 昭和42年12月28日 第4607号
大道谷川 昭和45年8月28日 第1336号
東本谷川 平成7年2月22日 第279号
本山川 昭和42年12月28日 第4607号
啌の谷川 平成15年11月13日 第1468号
吉ケ谷川 平成22年4月26日 第447号
唐谷川 昭和56年2月3日 第119号

唐谷川右支川 昭和62年10月9日 第1721号
唐谷川及び右支川 平成1年10月21日 第1781号
田ノ浦川 平成20年11月14日 第1343号

遠久谷川右支川 平成13年12月6日 第1714号

タシノ尾川

栗林川

令和３年３月３１日時点　

白木

上横山

下辺春

久木原

砂防指定地一覧表（県土整備事務所別）

概ねの位置

（上陽町）

横山川

上辺春

（立花町）

八女市

田形

遠久谷



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
剣持川 昭和29年7月16日 第1266号
無田川 昭和37年12月26日 第3215号
月足川 平成23年3月7日 第247号
吉ノ迫川 平成7年2月22日 第279号
月足川 平成7年2月22日 第279号
山中川 平成19年4月25日 第518号
下松尾川 昭和50年1月31日 第75号

昭和26年8月13日 第758号
昭和32年8月22日 第1010号

小川内川 昭和40年3月25日 第805号
昭和47年6月9日 第1088号
平成9年3月11日 第464号
平成7年2月22日 第279号
平成8年2月5日 第163号
平成25年10月30日 第1067号
平成26年3月18日 第340号
昭和40年9月14日 第2686号
平成26年2月21日 第139号
昭和27年6月5日 第741号
昭和42年3月31日 第1180号
平成25年7月2日 第675号
平成26年3月18日 第340号
平成25年7月2日 第675号
平成26年3月18日 第340号

釈形川 平成26年4月8日 第493号
左手上川 平成26年4月8日 第493号
ロクシ川 平成26年4月8日 第493号
枝折川 平成9年3月11日 第464号

平成7年2月22日 第279号
平成8年2月5日 第163号
平成8年5月13日 第1328号

日向神川及び同左支川 平成12年5月16日 第1328号
八升蒔川 平成7年2月22日 第279号

昭和57年5月17日 第1170号
平成5年11月24日 第2208号
昭和32年8月22日 第1010号
平成8年2月5日 第163号
平成9年6月12日 第1321号

野田川 平成2年3月9日 第482号
越後の谷川 平成9年6月12日 第1321号
下美野尾川 昭和61年11月11日 第1778号

昭和50年4月26日 第792号
平成9年3月11日 第464号
昭和63年11月15日 第2214号
平成4年12月22日 第2037号
平成6年6月2日 第1446号
平成21年10月20日 第1098号
平成25年7月2日 第675号

小川内川 昭和63年11月15日 第2214号
小川内川及び同右支川 昭和60年1月21日 第85号

昭和63年11月15日 第2214号
平成6年1月28日 第140号
平成9年6月12日 第1321号

大谷川 昭和41年8月18日 第2817号
落穴川 昭和54年2月2日 第118号
山中川内川 木屋、大淵 平成21年6月17日 第639号
柿木迫川 平成4年12月22日 第2037号
田代川 平成9年3月11日 第464号
堂目木川 平成6年11月28日 第2267号

四条野川

神露渕川

うどう川

田代川

上松尾川

枝折川

峯尾川

笠原川

山中川

荒谷川

蔵柱川

松瀬川

笠原

田代

北木屋

木屋

大渕

八女市 （黒木町）

鰐八川

大淵

北大渕

北大淵



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
下名川 平成15年2月13日 第122号
鹿子生川 昭和45年8月28日 第1336号
広野川 字白餅田、他 平成22年12月8日 第1452号
星野川 字青石 昭和28年2月12日 第139号

昭和37年12月26日 第3215号
昭和56年2月3日 第119号

滝ノ脇川 字井手口 平成15年2月13日 第122号
上原川 字上原 平成6年1月28日 第140号

昭和56年2月3日 第119号
昭和63年11月15日 第2214号

字南栁原　他 令和3年3月18日 第201号
大薮川 字大藪 昭和41年8月18日 第2817号
椋谷川 字尾切田 昭和35年2月7日 第181号
広内川 字カイキ 昭和32年10月7日 第1253号
コロビ谷川 字狩田 昭和30年1月13日 第19号
本星野川 字川端 昭和61年3月25日 第762号
星野川 昭和23年5月20日 第93号
木浦川 昭和55年3月26日 第662号
椋谷川 字堅木畑 昭和39年7月28日 第1870号
御立山川 字高良山 平成4年12月22日 第2037号

御立山川
字マチ、字下高良山、字
中高良山、字向高良山 平成26年12月16日 第1153号

上原川 字下子安原 昭和61年3月25日 第762号
字下仁田坂 平成15年2月13日 第122号
字下仁田坂　他 平成21年12月25日 第1370号

上原川 字渋柿 平成7年2月22日 第279号
木浦川 字清水谷 昭和37年10月18日 第2665号
龍川内川 字鷲ケ岩 平成8年2月5日 第163号
洗川 字外園 平成15年11月13日 第1468号
谷頭川 字谷頭　他 平成21年12月25日 第1370号
龍川内川 字戸家 昭和29年7月16日 第1266号

昭和41年8月18日 第2817号
平成4年12月22日 第2037号

古塚川 字中の山 昭和30年3月17日 第205号
平成8年5月13日 第1328号
平成10年7月16日 第1488号

洗川 字ハ子タ 平成14年8月27日 第761号
星野川 字柱原下 昭和44年3月31日 第821号
土の谷川 字藤山 平成7年2月22日 第279号
星野川 字崩の瀬 昭和37年10月18日 第2665号
椋谷川 字堀切 平成9年3月11日 第464号
土穴川 字前川 昭和54年2月2日 第118号
熊渡川 字松カブ 平成6年11月28日 第2267号
狸穴川 字狸穴 昭和54年2月2日 第118号
コロビ谷川 字吉城 昭和30年1月13日 第19号
龍川内川 字龍川内 平成6年11月28日 第2267号
志屋川 字丸山西、麻生 平成25年7月2日 第675号
おいわ川 字上り立、大岩 平成25年7月2日 第675号

おいわ川
字大岩、西川原、村中、上
り立 平成26年2月21日 第139号

志屋川
字志屋ツル、丸山西、麻
生 平成26年2月21日 第139号

上小野川 字村際、堂ノ上、上ノ山 平成26年2月21日 第139号

長尾川
字中ソネ、竹ノ山、竹ノ山
下、長尾北 平成26年2月21日 第139号

平成25年2月26日 第146号
平成26年4月3日 第476号

三坂川

ウッソ川

広野川

字アマリ

字大草

字木浦

字中野

字小竹平　他

八女市

吉城川

仁田坂川

星野川

土窪

字西川原

（星野村）



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
桑取薮川 平成7年2月22日 第279号
桑取藪川 平成1年10月21日 第1781号
虎伏木川 昭和49年4月22日 第616号

昭和27年6月5日 第741号
平成8年2月5日 第163号
昭和39年3月4日 第379号
昭和42年12月28日 第4607号

田の本川 昭和52年2月4日 第99号
昭和26年8月13日 第758号
昭和63年1月19日 第82号

樅鶴川 昭和29年7月16日 第1266号
臼の拂川 昭和23年5月20日 第93号
臼拂川 昭和16年8月8日 第490号
臼払川 平成6年1月28日 第140号

昭和40年3月25日 第805号
平成6年11月28日 第2267号
平成8年2月5日 第163号

杉ノ谷川 平成3年7月29日 第1419号
石子柿川 平成7年2月22日 第279号
椎葉川 昭和56年2月3日 第119号
田出尾川 昭和45年8月28日 第1336号
柏木川 昭和44年2月26日 第418号
矢部川 昭和56年2月3日 第119号
小椎尾川 大字小椎尾 昭和29年7月16日 第1266号
逆瀬谷川 大字水原 昭和40年9月14日 第2686号
尾山谷川 大字長延 昭和40年9月14日 第2686号

大字水原 平成26年2月21日 第139号
大字水原 平成28年3月31日 第547号

八女市

山口川

北矢部

矢部

八女郡 広川町

（矢部村）

御側川

中間川

矢部川

城尾屋谷川



⑧北九州県土整備事務所管内（宗像支所管内を除く）
区　域　名 指定年月日 告示番号
寒竹川 大字足原 昭和30年1月13日 第19号
足原川 大字足原 昭和39年7月28日 第1870号

寿山町 昭和44年3月31日 第821号
妙見町 昭和34年6月26日 第1169号

石原川 石原町 平成5年3月16日 第766号
立石川 大字井手浦 昭和40年9月14日 第2686号
原川 昭和32年8月22日 第1010号
麻生川 昭和32年10月7日 第1253号
原川 昭和35年2月4日 第181号
上林川 昭和39年3月4日 第379号

昭和26年12月15日 第1039号
昭和27年6月5日 第741号
昭和33年3月5日 第297号
平成14年5月9日 第388号
平成14年12月13日 第1099号
平成18年10月2日 第1180号
平成19年4月25日 第518号

狸川 昭和30年1月13日 第19号
路木川 昭和30年1月13日 第19号
中の谷川 昭和30年3月17日 第205号
船坂川 昭和31年4月16日 第724号

路木川右支川 昭和37年10月18日 第2665号
畑川 大字道原 昭和32年10月7日 第1253号
長野川 大字長野 昭和42年3月31日 第1179号
貫川 昭和34年6月26日 第1169号
中貫川 昭和42年3月31日 第1179号
新手川 大字沼 平成12年10月18日 第2026号
轟川 大字春吉 昭和27年8月6日 第1098号
小原川 大字湯川 昭和37年12月26日 第3214号

吉田川
上吉田６丁目、吉田、中吉
田６丁目 平成21年4月2日 第403号

古川 徳吉３丁目 昭和37年12月26日 第3214号
昭和42年12月28日 第4607号
平成8年5月13日 第1328号

葛葉東谷川 昭和29年7月16日 第1266号
藤見谷川 昭和29年7月16日 第1266号

昭和30年1月13日 第19号
平成2年3月30日 第782号

葛葉西川 昭和31年4月16日 第724号
昭和31年4月16日 第724号
平成7年2月22日 第279号

矢筈川 昭和33年3月5日 第297号
片上川 昭和37年10月18日 第2665号
羽山川 昭和37年12月26日 第3215号
藤見谷川 昭和62年10月9日 第1721号
猿喰川 昭和41年8月10日 第2634号

猿喰川右支川 昭和42年3月31日 第1180号
大川 昭和30年1月13日 第19号

昭和31年4月16日 第724号
昭和32年10月7日 第1253号

中村川 昭和31年9月5日 第1390号

小森江川

砂防指定地一覧表（県土整備事務所別）

絹川

横山川

妙見川

頂吉川 大字頂吉

山寺川 大字葛原

大積川 大字大積

大字合馬

大字辻三

大字貫

令和３年３月３１日時点　
概ねの位置

門司区

小倉北区

小倉南区

北九州市

大字小森江

大字猿喰

大字大里



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
昭和31年9月5日 第1390号
昭和32年8月22日 第1010号

梅の木谷川 昭和32年10月7日 第1253号
戸の上川 昭和34年6月26日 第1169号

小森江大川地区 昭和37年10月18日 第2665号
田畑川 昭和43年2月15日 第185号
金迫川 昭和37年12月26日 第3215号
奥迫川 昭和42年3月31日 第1179号

昭和29年7月16日 第1266号
昭和30年1月13日 第19号
昭和30年3月17日 第205号
昭和35年2月4日 第181号
昭和29年7月16日 第1266号
昭和30年1月13日 第19号

清滝川 昭和29年7月16日 第1266号
白木崎谷川 昭和29年7月16日 第1266号
清見川 昭和30年1月13日 第19号

昭和30年1月13日 第19号
昭和31年4月16日 第724号
昭和30年1月13日 第19号
昭和31年9月5日 第1390号
昭和30年1月13日 第19号
昭和32年8月22日 第1010号
昭和35年2月4日 第181号
昭和30年9月7日 第1177号
昭和35年2月4日 第181号

原田川 昭和31年4月16日 第724号
昭和34年6月26日 第1169号
昭和41年8月10日 第2634号

丸山川 昭和34年6月26日 第1169号
田の浦緑川地区 昭和37年10月18日 第2665号
丸山風師地区① 昭和37年10月18日 第2665号
中の谷川 昭和37年10月18日 第2665号

宗利川及び宗利西川 昭和43年4月27日 第1308号
清滝川 大字元清滝 昭和56年8月10日 第1379号
大久保川 大久保１丁目 昭和40年9月14日 第2686号
河内川 奥田３丁目 昭和34年6月26日 第1169号

丸山風師地区② 片山町 昭和37年10月18日 第2665号
谷岡川 上本町 昭和37年10月18日 第2665号
小森江川 北川町 平成18年10月2日 第1180号
八幡川 旧文字１丁目 昭和37年10月18日 第2665号
清見川 清滝４丁目 昭和35年2月4日 第181号
宮川 大里戸の上４丁目 昭和37年12月26日 第3214号
勢川 大里桃山町 昭和42年3月31日 第1179号
宗利西川 谷町２丁目 昭和34年6月26日 第1169号
大里東川 永黒１丁目 平成5年11月24日 第2208号
筆立川 畑田町 昭和37年10月18日 第2665号
丸山川 昭和31年9月5日 第1390号
丸山川 昭和32年8月22日 第1010号
山中川 昭和34年6月26日 第1169号

丸山川左支川 昭和37年12月26日 第3214号
丸山川 丸山４丁目 昭和32年10月7日 第1253号
清滝川 元清滝 平成12年10月18日 第2026号

丸山谷川

宗利川左支川

大字大里

大字田野浦

大字門司

堀の谷川

門司緑川

門司区北九州市

清滝川

宗利川

白木崎川

白木崎東谷川

丸山３丁目



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
割子川(市の瀬) 市瀬３丁目 昭和41年8月10日 第2634号

昭和32年8月22日 第1010号
昭和37年12月26日 第3214号

鮎返川 昭和42年3月31日 第1179号
金山川 大字上上津役 昭和34年6月26日 第1169号

昭和24年12月21日 第921号
昭和32年10月7日 第1253号

揆川 大字鳴水 昭和30年6月4日 第913号
笹尾川 大字野面 昭和32年8月22日 第1010号
黒川 昭和37年10月18日 第2665号

黒川右支川 昭和41年8月10日 第2634号
昭和52年2月4日 第99号
昭和55年3月16日 第662号

野面川 金剛３丁目 昭和24年12月21日 第921号
笹尾川 金剛４丁目 昭和33年3月5日 第297号
板櫃川 昭和30年1月13日 第19号
豊川 昭和30年3月17日 第205号

昭和31年4月16日 第724号
昭和32年10月7日 第1253号

板櫃川 昭和32年10月7日 第1253号
澄吾川 昭和34年6月26日 第1169号

槻田川左支川 大字小熊野 昭和34年6月26日 第1169号
籏生川 昭和30年1月13日 第19号
神山川 昭和31年4月16日 第724号
神代川 昭和32年8月22日 第1010号
平野川 昭和30年3月17日 第205号
角岩川 昭和34年6月26日 第1169号
平野川 前田 昭和26年8月13日 第758号
用勺川 若松区 童子丸１丁目 昭和37年10月18日 第2665号
汐入川 昭和30年9月7日 第1177号
金山川 昭和42年3月31日 第1179号

昭和37年10月18日 第2665号
昭和37年12月26日 第3215号

海蔵寺川 昭和42年12月28日 第4607号
水頭川 昭和46年7月7日 第1130号

戸切川 大字戸切岡垣町遠賀郡

笹尾川 大字笹田

白木川

北九州市

割子川

八幡東区

大字市瀬

大字畑

槻田川

大字内浦

大字大蔵

大字尾倉

大字前田

大字高倉

八幡西区



⑧－２北九州県土整備事務所　宗像支所管内
区　域　名 指定年月日 告示番号

昭和24年12月21日 第921号
平成4年3月17日 第678号
平成9年6月12日 第1321号
昭和51年2月19日 第159号
昭和57年5月17日 第1170号

上大王寺川 昭和59年3月29日 第750号
昭和61年11月11日 第1778号
昭和63年11月15日 第2214号
昭和61年11月11日 第1778号
昭和62年10月9日 第1721号

根石川 平成2年12月12日 第1996号
石原川右支川 平成2年12月12日 第1996号
孔大寺川 平成5年11月24日 第2208号
梛野谷川 平成14年12月13日 第1099号

梛野谷川右支川 平成19年2月6日 第112号
許斐谷川 大字王丸 平成11年3月19日 第744号
天の川 昭和45年8月28日 第1336号
深口川 昭和46年7月7日 第1130号
津和瀬川 昭和49年4月22日 第616号
沖津谷川 平成16年1月28日 第52号
高瀬川 昭和35年12月20日 第2729号
山口川 昭和35年12月20日 第2729号

山口川左支川 昭和42年12月28日 第4607号
昭和35年2月4日 第181号
昭和45年8月28日 第1336号
昭和47年11月21日 第1956号
昭和52年6月20日 第935号

名見川 大字田野 平成4年3月17日 第678号
深田谷川 大字深田 平成9年12月22日 第2183号

昭和24年12月21日 第921号
昭和42年12月28日 第4607号
平成8年2月5日 第163号
昭和49年4月22日 第616号
昭和59年3月29日 第750号

用山川 令和2年4月30日 第581号
狩倉谷川 大字陵厳寺 平成9年12月22日 第2183号
内岳川 在自 昭和42年3月31日 第1179号

大内川及び大内川右支川 舎利蔵 昭和53年1月23日 第52号
昭和41年8月10日 第2634号
平成4年12月22日 第2037号

大字大島

諸見川

大字上八

本木本木川

石原川

大字山田

大字池田

山田川

大井川

宗像市

大字用山

梛野川

大字大穂

福津市

令和３年３月３１日時点　

砂防指定地一覧表（県土整備事務所別）

あみだ川

門前川

樽見川

概ねの位置



⑨田川県土整備事務所管内
区　域　名 指定年月日 告示番号
荒谷川 大字猪位金 昭和54年2月2日 第118号
山の神川 昭和30年6月4日 第913号
猪国川 昭和32年8月22日 第1010号

平成12年10月18日 第2026号
大字猪膝 昭和50年4月26日 第792号

簑田川 大字川宮 昭和32年8月22日 第1010号
大薮川 大字奈良 昭和32年8月22日 第1010号

昭和40年3月25日 第805号
昭和41年4月7日 第1198号
昭和41年8月10日 第2634号
昭和54年2月2日 第118号
昭和54年11月22日 第1751号
昭和63年1月19日 第82号
平成2年3月9日 第482号

黒木川 昭和40年3月25日 第805号
昭和37年12月26日 第3214号
昭和40年3月25日 第805号
平成7年2月22日 第279号

大坂川 平成2年3月30日 第782号
平成8年12月13日 第2258号
平成14年5月9日 第388号

朝倉川 昭和35年2月4日 第181号
五徳川及び五徳川右支川 大字香春 昭和42年12月28日 第4607号

昭和30年6月4日 第913号
平成4年3月17日 第678号

金辺川 昭和30年6月4日 第913号
黒中川 昭和30年6月4日 第913号

黒中川左支川 平成16年12月2日 第1490号
黒中川及び黒中川左支川 平成25年9月3日 第836号
才ヶ坂川 昭和30年6月4日 第913号

昭和30年6月4日 第913号
昭和61年3月25日 第762号
平成21年12月25日 第1370号
平成24年12月20日 第1472号

城山川および味見川 昭和46年7月7日 第1130号
昭和30年6月4日 第913号
平成20年6月13日 第731号
昭和30年6月4日 第913号
平成2年12月12日 第1996号

道越川 昭和30年6月4日 第913号
昭和30年6月4日 第913号
昭和63年11月15日 第2214号
平成6年1月28日 第140号
平成12年1月27日 第161号
平成12年12月18日 第2397号
平成14年5月9日 第388号

柳谷川 昭和30年6月4日 第913号
高野川 昭和37年12月26日 第3215号
湯山川 平成8年12月13日 第2258号

平成4年7月21日 第1333号
平成8年12月13日 第2258号

大字柿下

大字採銅所

谷後川

鮎返川

城山川

大谷川

川崎町

安宅川

筒丸川

大字安真木

矢山川

浦松川

大字高野

大字中津原

香春町

田川郡

住野川

砂防指定地一覧表（県土整備事務所別）

田川市
大字猪国

猪膝川

令和３年３月３１日時点　
概ねの位置



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
一の宮川 大字一の宮 昭和40年3月25日 第805号
猿掛川 平成12年12月18日 第2397号
吉木川 昭和32年10月7日 第1253号

昭和27年6月5日 第741号
昭和40年3月25日 第805号
平成5年11月24日 第2208号
平成7年2月22日 第279号
昭和24年12月21日 第921号
昭和29年7月16日 第1266号
平成7年2月22日 第279号

深倉川左支川 平成4年7月21日 第1333号
昭和29年7月16日 第1266号
平成7年2月22日 第279号

内野川 昭和40年3月25日 第805号
彦山川 昭和32年10月7日 第1253号
別所河内川 昭和31年4月16日 第724号
小谷川 平成16年3月17日 第303号
吉祥寺川 平成8年12月13日 第2258号
小谷川 平成12年10月18日 第2026号
清水川 昭和41年4月7日 第1198号

大谷川及び小谷川 平成13年3月16日 第252号
昭和44年3月31日 第821号
平成5年8月16日 第1701号
平成19年9月12日 第1184号

不動川､大谷川及び小谷川 昭和41年4月7日 第1198号
木浦川 昭和41年4月7日 第1198号

昭和24年12月21日 第921号
昭和40年3月25日 第805号

白藤川 昭和40年3月25日 第805号
木浦川 昭和40年3月25日 第805号
山口川 平成21年12月22日 第1357号

昭和23年5月20日 第93号
昭和40年2月23日 第320号

後川 昭和40年3月25日 第805号
昭和38年11月14日 第2834号
昭和40年2月23日 第320号
昭和28年2月12日 第139号
昭和32年10月7日 第1253号
昭和61年11月11日 第1778号
昭和63年11月15日 第2214号

汐井川 昭和40年2月23日 第320号
上汐井川 昭和40年3月25日 第805号
神返川 昭和40年3月25日 第805号
生ヶ谷川 昭和40年2月23日 第320号
大峰川 昭和40年2月23日 第320号
長吾林川 昭和40年3月25日 第805号
牟田川 昭和37年12月26日 第3215号
戸谷川 大字戸谷 昭和40年3月25日 第805号
今川 平成16年3月17日 第303号
彦山川 昭和24年12月21日 第921号

彦山川右支川 昭和38年11月14日 第2834号
別所河内川 昭和40年3月25日 第805号

大字添田

大字中元寺

田川郡
中元寺川

大字津野
今川

荒古川

添田町

大字英彦山

奥山川

深倉川

長谷川

不動川

大字落合

駒啼川



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
昭和23年5月20日 第93号
平成21年12月22日 第1358号
昭和63年11月15日 第2214号
平成16年1月28日 第52号
平成21年12月22日 第1357号
昭和40年2月23日 第320号
昭和54年2月2日 第118号

平治越川 昭和54年2月2日 第118号
福智川 昭和34年6月26日 第1169号
福智川 昭和42年12月28日 第4607号

昭和23年5月20日 第93号
昭和34年6月26日 第1169号
平成25年10月30日 第1067号

吉右衛門川 平成23年7月6日 第726号
後山川 昭和42年3月31日 第1179号
十津川 昭和24年12月21日 第921号
大谷川 昭和47年11月21日 第1956号
藤ノ木川 昭和42年3月31日 第1179号
大坂川 昭和39年7月28日 第1870号

大坂川右支川 昭和61年3月25日 第762号
滑川 大字上赤 昭和40年3月25日 第805号

上野

伊方川

弁城

大字赤

弁城川

長浦川

福智町

田川郡

大字内田

赤村

伊方



⑩飯塚県土整備事務所管内
区　域　名 指定年月日 告示番号

平成17年8月3日 第748号
平成13年3月16日 第252号

横山川左支川 平成16年12月2日 第1490号
四郎丸川 平成11年3月19日 第744号

平成19年4月25日 第518号
平成19年12月20日 第1661号

関屋川 平成8年12月13日 第2258号
平成4年3月17日 第678号
平成9年6月12日 第1321号

松浦川 昭和30年6月4日 第913号
穂波川 昭和32年8月22日 第1010号
北川 昭和30年6月4日 第913号
鳴子川 昭和30年6月4日 第913号

昭和40年9月14日 第2686号
昭和47年11月21日 第1956号
昭和42年12月28日 第4607号
昭和52年6月20日 第935号

冷水川 昭和52年6月20日 第935号
 建花寺川 建花寺 昭和55年10月29日 第1697号

平成16年3月17日 第303号
平成16年12月2日 第1490号
昭和26年8月13日 第758号
昭和28年2月12日 第139号
昭和30年6月4日 第913号
昭和32年10月7日 第1253号
平成5年11月24日 第2208号
平成15年2月13日 第122号
平成14年3月7日 第157号
昭和35年2月4日 第181号
平成18年2月10日 第247号
平成11年3月19日 第744号
平成14年5月9日 第388号
平成14年12月13日 第1099号
平成16年3月17日 第303号
平成17年3月14日 第271号

はる川 昭和48年10月31日 第2196号
本村川 平成17年3月14日 第271号
篠栗川 昭和49年4月22日 第616号
切畑川 昭和52年6月20日 第935号
大野川 昭和42年12月28日 第4607号

兎山川及び四月谷川 昭和60年1月21日 第85号
昭和24年12月21日 第921号
昭和26年8月13日 第758号
昭和54年4月21日 第902号

福ヶ谷川 昭和42年12月28日 第4607号
平塚川 平塚 昭和30年6月4日 第913号
馬敷川２ 平成17年3月14日 第271号
茜屋川 昭和42年12月28日 第4607号
小椎川 昭和46年7月7日 第1130号
米の山川 昭和42年12月28日 第4607号
久保ノ尾川 平成26年6月5日 第664号

内住川

内住川

山口

多田川

赤松川

赤松川左支川

飯塚市

内住

多田

綱分

内野

見定川

馬敷川

穂波川

大分川

馬敷

桑曲

高倉川

大分

高倉

令和３年３月３１日時点　
概ねの位置

砂防指定地一覧表（県土整備事務所別）

阿恵
横山川

中峠川 入水



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
竹谷川 平成22年4月26日 第447号

昭和32年10月7日 第1253号
昭和34年6月26日 第1169号

畑川 昭和34年6月26日 第1169号
尾谷川 馬見 昭和50年1月31日 第75号
小野谷川 小野谷 平成8年2月5日 第163号

昭和61年11月11日 第1778号
平成4年3月17日 第678号

小富士川左支川 昭和61年11月11日 第1778号
小富士川左支川 平成10年7月16日 第1488号
咽ノ畑川 昭和60年1月21日 第85号

昭和45年11月24日 第1674号
昭和55年3月26日 第662号

遠賀川 平成2年3月30日 第782号
市野川 平成2年3月30日 第782号

昭和54年4月21日 第902号
昭和61年3月25日 第762号
昭和63年11月15日 第2214号
昭和63年11月15日 第2214号
平成7年2月22日 第279号

長野川 昭和40年3月25日 第805号
本町川 昭和40年3月25日 第805号

昭和14年10月31日 第522号
昭和23年5月20日 第93号
昭和40年3月25日 第805号
昭和54年4月21日 第902号
昭和55年3月26日 第662号

屏川 屏 昭和40年3月25日 第805号
吉庵川 下山田 平成26年12月16日 第1153号
徳力川 嘉穂郡 桂川町 大字土師 昭和30年6月4日 第913号

大力

東畑

蛇谷川

青井手川

大力川

畑川

嘉麻市

泉河内川

小富士川

桑野

長原川
熊ケ畑

千手

泉河内

上山田



⑪那珂県土整備事務所管内
区　域　名 指定年月日 告示番号
御笠川 五条一丁目 昭和23年5月20日 第93号
熊崎谷川 平成16年12月2日 第1490号
長浦川 平成16年12月2日 第1490号
御笠川 昭和28年2月12日 第139号
長浦川 昭和55年3月26日 第662号

平成18年6月29日 第720号
昭和48年10月31日 第2196号

原川 平成16年3月17日 第303号
松川川 平成16年12月2日 第1490号

昭和54年2月2日 第119号
昭和55年3月26日 第662号
平成16年12月2日 第1490号
平成17年8月3日 第748号
昭和48年10月31日 第2196号

松川川 御笠三丁目 昭和52年6月20日 第935号
御笠沢川 平成16年12月2日 第1490号
東谷口川 昭和55年8月19日 第1430号
四ツ柄川 水城五丁目 昭和53年6月8日 第1035号
岩渕谷川２ 大字太宰府 令和2年4月30日 第581号
内山谷川 大字内山 令和3年3月3日 第142号

昭和62年1月12日 第38号
平成1年1月21日 第78号

杉谷川及び同左支川 昭和60年1月21日 第85号
四郎五郎谷川 平成10年3月17日 第646号
小原川 平成2年3月9日 第482号
大石川 平成1年10月21日 第1781号
宝満川 昭和29年7月16日 第1266号

平成2年12月12日 第1996号
平成6年6月2日 第1446号

大根地川 昭和37年10月18日 第2665号
宝満川 昭和37年10月18日 第2665号
山口川 大字平等寺 昭和27年6月5日 第741号
宝満川 大字本導寺 昭和28年2月12日 第139号
石輪谷川 平成19年4月25日 第518号

昭和47年11月21日 第1956号
平成25年9月3日 第836号

山家川 昭和23年5月20日 第93号
大江谷川 平成30年10月18日 第1089号
管ヶ原川 昭和62年10月9日 第1721号
宝満川 昭和42年3月31日 第1179号
大石谷川 平成14年8月27日 第761号
東吉木谷川 平成25年10月30日 第1067号
地禄沢川 大字天山 平成30年7月23日 第952号
平野川 昭和40年3月25日 第805号
桑の浦谷川 平成16年8月12日 第942号
猿山川 昭和47年6月9日 第1088号
大谷川 昭和26年8月13日 第758号
埋金川 昭和48年3月9日 第426号

埋金川､四郎五郎川及び
椋の木山川 昭和45年11月24日 第1674号

四郎五郎谷川 平成25年9月3日 第836号
平成7年2月22日 第279号
平成12年5月16日 第1328号

妙見川 昭和47年6月9日 第1088号

早口川

大字埋金

大字後野

大字牛頸

那珂川市

大字国分

大字太宰府

大字水城

下西山川

筑紫野市

大字吉木

大字香園

大字大石

大字柚須原

杉谷川

浦野谷川

大字阿志岐

大字市ノ瀬

大野城市

大字山家

砂防指定地一覧表（県土整備事務所別）

概ねの位置
令和３年３月３１日時点　

大字北谷

三条一丁目

御笠五丁目

四ツ柄川

原川

大谷川

太宰府市



区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
昭和37年10月18日 第2665号
平成24年6月14日 第712号

内河川 昭和49年4月22日 第616号
内河川左支川 昭和59年3月29日 第750号
平蔵川 昭和61年3月25日 第762号

昭和41年8月18日 第2817号
平成25年9月3日 第836号

桑の河内川左支川 昭和44年2月26日 第418号
昭和47年11月21日 第1956号
平成5年11月24日 第2208号
平成6年11月28日 第2267号

南面里川 平成20年12月10日 第1453号
芋生川 昭和41年8月18日 第2817号

平成1年1月21日 第78号
平成9年3月11日 第464号
平成5年8月16日 第1701号
平成17年8月3日 第748号
昭和41年8月18日 第2817号
平成11年9月24日 第1764号
平成24年12月20日 第1472号
平成27年11月17日 第1149号

南面里川左支川 平成15年11月13日 第1468号
戸板川 平成21年10月20日 第1098号
芋生川 昭和54年2月2日 第118号

萩の原川左支川 昭和47年11月21日 第1956号
井尻川 大字別所 昭和57年5月17日 第1170号

寺倉川

大字五ヶ山

大字上梶原

桑の河内川

南面里川

梶原川

大字成竹

大字南面里

芋生川左支川

戸板川

那珂川市

大字西畑


