
事務所名 区　域　名 指定年月日 告示番号
藤ノ木 大字藤ノ木 昭和61年3月25日 第787号

東二島 二島 昭和48年4月4日 第830号

熊手 八幡西区 熊手 昭和48年6月22日 第1445号

花尾 八幡東区 花尾町 昭和57年3月27日 第860号

杁 泉元 昭和39年4月7日 第1142号

古賀 古賀 昭和38年2月19日 第232号

頃末 頃末 昭和36年5月18日 第1066号

鐙畑 みやこ町 犀川鐙畑 昭和35年8月13日 第1597号

猪熊 苅田町 下片山 昭和49年4月12日 第568号

高田 大字高田 平成3年3月30日 第912号

カガ久保 昭和41年7月23日 第2341号

栄谷 平成22年5月31日 第599号

長野 糸島市 大字長野 昭和54年12月10日 第1839号

玄界島 福岡市 西区 大字玄界島 平成18年7月25日 第865号

高山 杷木町志波 昭和62年3月16日 第697号

平榎（１） 平成30年8月29日 第1064号

平榎（２） 平成30年8月29日 第1064号

平榎（３） 平成30年12月5日 第1307号

那珂 柚須原 筑紫野市 大字柚須原 昭和48年4月4日 第830号

久留米 地徳 久留米市 田主丸町地徳 昭和61年3月25日 第787号

月足 大淵 昭和59年3月31日 第864号

庄屋村 昭和51年2月27日 第203号

振々 平成7年7月24日 第1396号

椿原 平成25年12月19日 第１247号

山中 平成1年3月31日 第876号

四条野 平成26年3月20日 第352号

里神 田代 昭和47年1月13日 第40号

下名 山ノ谷 平成25年6月25日 第647号

田代 田代、平石 平成25年6月25日 第647号

今（２） 風呂ノ口 平成26年5月14日 第547号

岩下 昭和37年10月9日 第2586号

田代 昭和48年4月4日 第830号

上藤木 昭和63年3月18日 第841号

向山 平成16年3月10日 第235号

木浦 昭和47年9月25日 第1633号

仏尾 昭和53年8月24日 第1395号

舟木 北川内 平成11年3月23日 第783号

松尾 昭和48年4月4日 第830号

高倉 昭和54年6月9日 第1116号

吹春（２） 昭和58年3月31日 第915号

吹春（１） 平成1年3月31日 第876号

鳴竹 平成11年3月23日 第783号

吹春（３） 平成15年3月28日 第301号

鹿伏（２） 平成4年3月12日 第602号

三社下 平成22年5月31日 第599号

柱原 字柱原 昭和48年2月14日 第299号

国武 国武 昭和43年2月5日 第116号

十籠 十籠 昭和34年1月6日 第2号

柳原 小西、小竹平 平成28年3月23日 第515号

秋伐 北矢部 昭和63年3月18日 第842号

谷野 昭和51年10月14日 第1388号

椎葉 平成25年12月19日 第1247号

朝倉

北九州
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事務所名 区　域　名 指定年月日 告示番号概ねの位置
釈迦堂 釈迦堂茂登山 昭和42年3月31日 第1174号

勝立 新勝立町、早鐘町 平成12年6月9日 第1509号

稲荷山団地 大字岩本 平成25年3月28日 第280号

亀谷 大字亀谷 平成11年3月23日 第783号

原 原、田尻、上楠田 平成4年3月12日 第602号

佐野 原町、甲田 平成4年3月12日 第602号

六反田 鞍手郡 鞍手町 大字永谷 昭和48年2月14日 第299号

本城 宮若市 大字本城 昭和59年3月31日 第864号

福田 大任町 大字大行事 昭和57年3月27日 第861号

添田 昭和34年1月6日 第2号

添田（２） 令和3年3月17日 第193号

土師 嘉穂郡 桂川町 土師 昭和35年8月25日 第1739号

西川 嘉麻市 上山田西川 昭和41年7月23日 第2341号

山口 飯塚市 山口 令和2年3月9日 第260号

みやま市

大字庄
田川 田川郡
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飯塚


