
①福岡県土整備事務所管内（前原支所管内を除く）
番号 区　域　名 指定年月日 告示番号
1 弘・堂山 大字志賀島字弘 昭和56年4月18日 第568号

2 香住ヶ丘二丁目② 香住ヶ丘二丁目 昭和62年2月17日 第227号

3 名島四丁目 名島４丁目 平成3年2月20日 第322号

4 弘 大字弘 平成9年3月31日 第621号

平成10年7月17日 第1196号

平成12年1月28日 第169号

平成11年12月17日 第2018号

平成13年3月21日 第482号

7 勝馬 大字勝馬字寺浦 平成17年10月28日 第2054号

8 弘（２） 大字弘字赤石、弘 平成17年12月28日 第2544号

9 志賀島 大字志賀島 平成19年2月16日 第330号

10 弘（３） 大字弘字弘 平成23年2月23日 第334号

11 松崎三丁目（２） 松崎三丁目 平成23年9月2日 第1476号

1 東平尾 福岡市博多区 東平尾二丁目 平成15年2月19日 第289号

1 野多目四丁目 野多目４丁目 平成11年12月17日 第2017号

2 和田二丁目 和田２丁目 平成13年2月2日 第186号

1 北浦（２） 大字能古字大瀬，丸山 昭和57年2月27日 第245号

2 城 大字今津字城 平成10年7月17日 第1195号

3 愛宕三丁目（４） 愛宕３丁目 平成11年1月8日 第51号

4 青木（１） 大字今宿 平成14年11月27日 第1881号

1 神松寺 福岡市城南区 大字片江字神松寺 昭和56年4月18日 第568号

1 野芥四区 大字野芥字宮ノ下 昭和58年2月15日 第196号

2 脇山谷② 大字脇山字谷 昭和60年3月16日 第375号

3 原町 東入部 平成5年2月15日 第298号

4 石釜 大字石釜 平成8年3月29日 第590号

5 北石釜 大字石釜 平成24年7月17日 第1285号

6 脇山 大字脇山字谷、脇山一丁目 平成24年8月17日 第1462号

1 船石 大字炭焼字小河原 昭和51年10月21日 第1556号

2 四時田（２） 大字炭焼字四時田 昭和59年3月13日 第333号

3 湯湧 大字炭焼字湯湧 昭和61年1月4日 第1号

4 中宿 大字宇美字中宿 昭和61年1月4日 第1号

5 船石（２） 大字炭焼字船石 昭和61年2月27日 第292号

6 今屋敷 大字宇美字後谷 昭和63年3月19日 第465号

7 後谷 大字宇美字後谷 昭和63年3月19日 第465号

昭和63年11月12日 第1780号

平成9年3月31日 第620号

9 田屋の前（２） 大字宇美 平成4年2月12日 第257号

10 炭焼 大字炭焼字本村谷左 平成9年3月3日 第343号

11 新田原 原田三丁目 令和2年10月2日 第750号

昭和52年2月22日 第222号

昭和56年11月5日 第1671号

昭和45年3月28日 第262号

平成26年2月7日 第76号

1 猪野 大字猪野字別所 昭和47年8月31日 第892-2号

2 神の前 大字猪野 平成23年10月12日 第1678号

①－２福岡県土整備事務所　前原支所管内
番号 区　域　名 指定年月日 告示番号

昭和58年5月26日 第828号

昭和63年12月17日 第2019号

平成3年4月17日 第753号

2 唐泊（３） 大字宮浦字向越，小泊 昭和62年10月15日 第1537号

3 元岡 大字元岡字舟引、字汐除 平成20年9月26日 第1565号

1 野北 志摩野北字波止 昭和47年8月31日 第892-2号

2 大和田 志摩船越字大和田 昭和51年11月16日 第1684号

3 相川 志摩小富士字相川 昭和56年2月24日 第247号

4 西の浦 志摩小富士字西の浦 昭和56年2月24日 第247号

5 小富士 志摩小富士字浜 昭和56年2月24日 第247号

6 浜 志摩野北字浜 昭和56年4月18日 第568号

7 向畑 志摩野北字向畑 昭和57年5月29日 第802号

8 西 二丈松末 平成3年10月28日 第1777号

9 水付 二丈福井，吉井 平成3年12月18日 第2103号

10 堀 二丈福井 平成7年1月27日 第142号

糸島市

大字炭焼字田屋ノ前

1 宝満山 糟屋郡志免町 大字南里字宝満山

1 相島 糟屋郡新宮町 大字相島字堂の上

糟屋郡宇美町

福岡市南区

福岡市西区

福岡市早良区

8 田屋ノ前

　急傾斜地崩壊危険区域指定一覧表（県土整備事務所別）

令和3年3月31日時点　
概ねの位置

福岡市東区

5 松崎三丁目 松崎三丁目

6 弘（１） 大字弘

糟屋郡久山町

令和3年3月31日時点　
概ねの位置

1 唐泊

福岡市西区

福岡市西区大字宮浦字泊道ノ上、脇ノ上、
泊り、若ノ浦



②久留米県土整備事務所管内
番号 区　域　名 指定年月日 告示番号

昭和48年2月15日 第150-3号

昭和56年8月20日 第1284号

2 堂所 田主丸町竹野字堂所 昭和53年11月11日 第1725号

3 隈山 国分町大字隈山 平成19年3月23日 第577号

4 藤山町 藤山町字片宗、字浦山、字下浦山 令和3年3月2日 第222号

平成5年10月13日 第1624号

平成21年1月21日 第112号

平成21年9月11日 第1399号

2 栗木野 浮羽町新川 平成8年7月10日 第1274号

平成22年2月17日 第302号

平成24年4月10日 第709号

③南筑後県土整備事務所管内（柳川支所管内を除く）
番号 区　域　名 指定年月日 告示番号
1 常盤 山上町泉町 昭和45年3月28日 第262号

2 岬 大字岬字波来 昭和45年3月28日 第262号

3 花園 花園町 昭和49年2月5日 第160号

4 松浦町 松浦町 昭和54年12月4日 第1802号

5 原山町 原山町 昭和57年9月16日 第1376号

6 天道町 天道町 昭和61年11月6日 第1634号

7 花園町２ 花園町 昭和63年1月23日 第127号

昭和64年1月7日 第13号

平成23年7月11日 第1193号

9 教楽来 大字教楽来 平成17年12月19日 第2457号

③－２南筑後県土整備事務所　柳川支所管内
番号 区　域　名 指定年月日 告示番号
1 青々 山川町甲田 平成3年4月10日 第711号

2 下伍位軒（１） 山川町甲田 平成3年4月10日 第711号

平成3年4月10日 第711号

平成5年4月5日 第647号

4 北ノ関 山川町北関 平成3年4月10日 第711号

5 東濃施 高田町東濃施，下楠田 平成3年4月22日 第798号

6 佐野（１） 山川町甲田 平成10年4月3日 第666号

7 真弓 山川町真弓 平成10年7月1日 第1112号

8 九折 山川町九折 平成16年3月17日 第488号

9 小田 瀬高町小田 平成19年8月13日 第1528号

10 上飯江 高田町舞鶴字上飯江 平成25年12月24日 第1901号

11 河原内 山川町河原内字宮ノ脇 平成26年2月21日 第107号

12 真弓（1） 山川町真弓字荒谷、字火ノ口 平成30年8月3日 第689号

令和3年3月31日時点　
概ねの位置

みやま市

3 下伍位軒（２） 山川町甲田

令和3年3月31日時点　
概ねの位置

大牟田市

8 萩尾町 萩尾町

1 小松堀

うきは市

浮羽町小塩

3 注連原 浮羽町田篭字向注連原、字出島、字日南片

　急傾斜地崩壊危険区域指定一覧表（県土整備事務所別）

令和3年3月31日時点　
概ねの位置

1 二田 田主丸町益生田字二田

久留米市



④直方県土整備事務所管内
番号 区　域　名 指定年月日 告示番号
1 中泉 大字中泉字犬田 昭和49年2月5日 第160号

昭和52年4月16日 第532号

平成3年2月27日 第384号

平成10年4月3日 第668号

3 宮前 大字中泉字宝ヶ浦 昭和52年12月13日 第1781号

4 日焼６組 大字下境字日焼 昭和52年12月13日 第1781号

5 日焼六組Ｂ 大字下境字日焼 昭和54年2月17日 第228号

6 高見町 大字山部字側筒谷 昭和54年8月28日 第1272号

7 藤河内 大字上新入字和田 昭和55年4月22日 第631号

8 宮前Ｂ 大字中泉字今林 昭和55年4月22日 第631号

9 寺町組 大字中泉字宝ヶ浦 昭和55年4月22日 第631号

10 日焼七組 大字下境字日焼 昭和55年4月22日 第631号

11 西御館町 大字直方字御館山 昭和55年12月6日 第1811号

12 日焼八組 大字下境字日焼 昭和56年6月6日 第861号

13 赤地 大字赤地字古賀の道 昭和56年6月6日 第861号

14 （赤地）高見町（１） 大字赤地字林口 昭和57年10月21日 第1592号

15 （赤地）高見町（２） 大字赤地字林口 昭和57年10月21日 第1592号

16 大和組 大字直方字御館山 昭和58年8月9日 第1317号

17 八斑 大字山部字喜藤太 昭和58年8月9日 第1317号

18 二組 大字山部字側筒谷 昭和58年8月9日 第1317号

昭和59年8月14日 第1192号

昭和61年9月25日 第1389号

昭和59年9月18日 第1364号

平成7年5月31日 第1079号

21 養生寺（２） 大字上頓野字養生寺 昭和59年10月25日 第1599号

昭和61年1月4日 第1号

昭和61年12月18日 第1901号

23 門前町 大字山部字七軒家 昭和61年1月4日 第1号

24 泉町（B) 大字山部字浦山 昭和61年10月16日 第1544号

昭和61年10月16日 第1544号

昭和63年2月13日 第235号

26 泉町（A) 大字山部字市久 昭和61年10月23日 第1584号

27 一丁田 大字中泉字一丁田 昭和61年10月23日 第1584号

28 尾崎下組 大字山部字小浦，岩鼻 昭和62年9月5日 第1344号

29 打向七組 大字山部 昭和62年10月13日 第1502号

30 中泉二区八組B 大字下境字古田浦 昭和64年1月7日 第13号

31 養生寺 大字上頓野字養生寺 昭和64年1月7日 第13号

32 新声組（Ａ） 大字山部 平成1年12月6日 第1951号

33 西御舘町（二） 大字直方字御舘町 平成1年12月6日 第1951号

34 西田 大字畑字西田 平成6年1月17日 第126号

35 中泉２区８組Ｄ 大字下境字古田浦 平成6年1月17日 第126号

36 日焼６組（C) 大字下境字古田坂 平成10年4月3日 第667号

37 日焼７組（３) 大字下境字古田浦 平成10年4月22日 第762号

38 寺町組（２） 大字中泉字サコ 平成10年7月1日 第1114号

39 日焼 大字下境字古田浦 平成10年12月16日 第2058号

40 不動口 大字畑 平成13年9月17日 第1543号

平成14年10月28日 第1712号

平成15年2月21日 第335号

42 頓野上組 大字頓野 平成15年2月21日 第334号

43 中泉２区８組（１） 大字中泉 平成16年3月5日 第427号

44 猪久保 大字下境 平成17年3月7日 第406号

45 天神山 大字植木字天神山 平成23年9月2日 第1477号

46 楠木 大字永満寺 平成24年11月30日 第1999号

47 泉町（C) 大字山部 平成25年11月1日 第1651号

48 中泉二区－３ 大字中泉 令和2年1月24日 第61号

　急傾斜地崩壊危険区域指定一覧表（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

2 二区牟田 大字中泉字牟田

19 日焼七組（２） 大字下境字日焼

25 神子谷 大字山部字浦山

41 中泉２区牟田（２） 大字中泉字牟田

20 池上 大字山部字喜藤田

22 尾崎 大字山部字小浦



番号 区　域　名 指定年月日 告示番号
1 山の持 宮田町竜徳字山の持 昭和49年2月5日 第160号

2 向田 若宮町福丸字古賀の原 昭和49年2月5日 第160号

3 生見 宮田町田字生見 昭和49年12月14日 第1671号

4 如来田 宮田町宮田字満汐 昭和54年4月21日 第608号

5 石宗 若宮町小伏字石宗 昭和54年10月25日 第1604号

6 向田Ｂ 若宮町福丸字古賀原 昭和55年7月5日 第1054号

7 京野 宮田町長井鶴字京野、岩野 昭和56年11月24日 第1750号

8 亀石 宮田町本城字田渕 昭和56年11月24日 第1750号

9 向田（Ｃ） 若宮町福丸字古賀原 昭和58年12月27日 第2174号

10 太蔵西 宮田町宮田字定森 昭和60年1月10日 第39号

11 畑 若宮町山口字大坪 昭和61年1月4日 第1号

昭和61年12月27日 第1947号

平成7年7月10日 第1296号

13 恵ヶ谷 宮田町龍徳字高畠 平成1年1月17日 第73号

14 本白 宮田町本城，上大隈 平成3年4月10日 第711号

15 畑（B) 若宮町山口字大坪 平成7年1月27日 第143号

16 井手浦 宮田町芹田字井手浦 平成8年5月10日 第929号

17 羅漢（１） 宮田町宮田 平成14年2月8日 第183号

平成14年3月1日 第295号

平成14年3月15日 正誤（大字）

19 江下 若宮町金生字宮日田 平成16年10月8日 第1782号

20 城（２） 本城字城 平成18年11月13日 第2228号

21 亀石（２） 本城字亀石 平成23年9月2日 第1475号

22 五郎ヶ畑 三ヶ畑字田尻 平成26年12月5日 第1008号

23 宮日田 金生字宮日田 平成27年4月24日 第439号

24 鶴田
鶴田字尾勝、鞍手郡小竹町大字赤地字元
橋

平成29年7月28日 第514号

25 脇田 脇田字湯寺、字古賀 平成29年9月22日 第600号

1 鴻之巣四組 大字御徳字鴻の巣 昭和52年6月7日 第767号

2 雀堂 大字御徳字雀堂 平成8年5月10日 第929号

3 六田ヶ浦 大字新多 平成10年7月6日 第1146号

4 新多 大字新多字上白 平成14年8月16日 第1330号

5 鴻ノ巣 大字御徳字鴻ノ巣 平成17年1月26日 第161号

6 芦北 大字勝野字沓抜、塩頭 平成18年3月10日 第467号

7 赤地 大字赤地字柳原 平成21年2月2日 第172号

8 御徳二区 大字御徳 平成23年3月30日 第567号

9 鴻ノ巣１１組 大字御徳 平成25年3月1日 第306号

10 新町 大字新多字上日 平成27年5月29日 第535号

－
鶴田
　（※再掲）

大字赤地字元橋、宮若市鶴田字尾勝 平成29年7月28日 第514号

昭和61年1月4日 第1号

昭和61年11月6日 第1635号

2 城ヶ崎 大字中山字城ヶ崎 平成12年12月8日 第1898号

3 小部良 大字中山字小部良 平成16年3月10日 第444号

4 八尋神田 大字八尋字小広木、字神田 平成27年6月12日 第566号

鞍手郡小竹町

1 幸の浦

鞍手郡鞍手町

大字八尋

※鶴田地区は、宮若市と鞍手郡小竹町に跨る。地区数は重複しないよう、宮若市で計上。

概ねの位置

宮若市

12 城 宮田町本城字城

18 羅漢 宮田町宮田



⑤京築県土整備事務所管内（行橋支所管内を除く）
番号 区　域　名 指定年月日 告示番号
1 夫婦木 合河町大字上川底字夫婦木 昭和52年4月16日 第532号

2 枝川内 大字岩屋 昭和54年10月25日 第1604号

昭和60年12月13日 第1820-2号

平成5年10月25日 第1718号

昭和61年12月27日 第1947号

平成2年8月8日 第1215号

5 迫 大字四郎丸 平成6年4月1日 第660号

6 川内 大字川内 平成6年4月13日 第765号

7 立岩 大字上川底 平成12年3月17日 第449号

8 堂の前 大字畑 平成13年10月12日 第1673号

9 杉ヶ谷 大字四郎丸 平成13年12月5日 第1963号

10 堂の前（Ｂ） 大字畑 平成15年3月5日 第421号

11 馬場（Ａ） 大字馬場、大字中村 平成17年1月19日 第82号

12 小谷 大字岩屋 平成21年6月26日 第1074号

13 平原 大字川内 平成27年6月12日 第565号

14 中畑－２ 大字岩屋 令和1年10月15日 第360号

1 御山 大字広津字御山 昭和53年6月15日 第940号

2 事比羅（１） 大字広津 昭和57年7月29日 第1117号

1 峯 大字東上 昭和56年2月24日 第247号

2 有野 大字原井 平成17年2月16日 第281号

昭和52年4月16日 第532号

令和2年3月24日 第273号

2 福間 大字上ノ河内 平成1年2月9日 第203号

⑤－２京築県土整備事務所　行橋支所管内
番号 区　域　名 指定年月日 告示番号

平成12年7月17日 第1131号

平成30年1月12日 第26号

1 宮殿 大字山口字貴舟 昭和56年4月2日 第492号

2 集 大字集字丸山、字前、字徳宝 平成19年5月9日 第951号

3 山口 大字山口字田中、字平原、字城山 平成22年1月20日 第88号

4 二崎 大字二崎字垣ノ内、二先山、白石 令和2年2月18日 第138号

1 浦河内 勝山浦河内字ゴク、メキ 昭和49年12月14日 第1671号

2 藪の下 勝山浦河内 平成23年4月13日 第670号

3 一木 犀川大熊 平成27年4月24日 第438号

4 喜多良 犀川喜多良 平成27年5月8日 第489号

京都郡苅田町

京都郡みやこ町

　急傾斜地崩壊危険区域指定一覧表（県土整備事務所別）

令和3年3月31日時点　
概ねの位置

豊前市

3 松尾川内（２） 大字中川底

4 馬場 大字馬場

築上郡吉富町

築上郡上毛町

築上郡築上町

令和3年3月31日時点　
概ねの位置

1 南泉 行橋市 南泉４丁目

1 荒谷 大字上香楽字中渡



⑥朝倉県土整備事務所管内
番号 区　域　名 指定年月日 告示番号
1 城先 杷木林田字城先 昭和52年1月25日 第92号

2 女男石 千手字女男石 昭和52年8月25日 第1258号

3 野添 上秋月字野添 昭和53年6月15日 第940号

4 城先Ｂ 杷木林田字宿の原 昭和53年6月15日 第940号

5 通堂 山田字通堂 昭和60年11月28日 第1741号

昭和61年12月18日 第1902号

平成22年1月6日 第23号

7 平榎 杷木志波字榎 昭和61年12月18日 第1902号

8 疣目 高木町黒川字疣目 平成1年4月15日 第653号

9 地下 佐田字清水 平成7年5月31日 第1078号

10 北小路 黒川字北小路 平成12年7月10日 第1102号

11 宮園 黒川字宮園 平成17年2月2日 第211号

12 地蔵庵 杷木池田字地蔵庵、字下池田 平成25年1月11日 第20号

13 伽藍 山見字堂園 平成25年11月1日 第1650号

14 清水元 杷木星丸字清水ヶ元、字坂ノ上 平成25年11月8日 第1684号

15 杷木星丸 杷木星丸字正信 平成26年5月23日 第471号

16 杷木池田 杷木池田字立聞、字上村 平成26年5月23日 第472号

17 杷木白木 杷木白木字松本、字宮ノ前 平成26年6月6日 第524号

18 杷木穂坂 杷木穂坂字堺谷 平成28年3月1日 第168号

杷木町星丸 平成29年3月21日 第200号

杷木星丸字砂原 平成31年1月15日 第17号

20 長安寺 須川字長安寺原 平成30年8月17日 第721号

21 正信 杷木星丸字砂原 平成31年1月15日 第18号

22 杷木志波平 杷木志波字平、字榎 平成31年1月15日 第19号

23 尾迫-１ 杷木寒水字尾迫、字畦高、字若宮 令和2年4月7日 第357号

24 真竹 杷木松末字真竹、字彦手 令和2年4月10日 第366号

25 宮野 宮野字八坂、字山ノ下 令和2年12月4日 第913号

1 峯町 久光字峯町 昭和52年1月25日 第92号

2 清水Ａ 三箇山字清水、向へ山 昭和58年8月27日 第1427号

3 清水Ｂ 三箇山字清水、丸尾 昭和58年8月27日 第1427号

4 森 櫛木字森の上 平成15年8月1日 第1384号

1 大行司 大字宝珠山字大行司、字フケ原 平成31年3月22日 第225号

2 紙屋 大字福井字国門 令和2年7月3日 第564号

6 楢原 楢原字中谷、字中尾、字井ノ口、字雑油

19

　急傾斜地崩壊危険区域指定一覧表（県土整備事務所別）

朝倉郡東峰村

星丸

令和3年3月31日時点　
概ねの位置

朝倉市

朝倉郡筑前町



⑦八女県土整備事務所管内
番号 区　域　名 指定年月日 告示番号

昭和45年3月28日 第262号

平成17年4月1日 第717号

昭和52年12月3日 第1721号

平成8年9月4日 第1550号

3 山下 立花町北山字山下 昭和54年12月4日 第1802号

4 西辻 立花町谷川字西辻 昭和54年12月4日 第1802号

5 松尾 立花町上辺春字松尾 昭和56年11月24日 第1750号

6 長瀬 立花町上辺春字長瀬 昭和57年5月29日 第802号

7 中村（２） 矢部村北矢部字中村 昭和57年5月29日 第802号

8 古賀 上陽町上横山字古賀 昭和58年1月4日 第4号

9 中村（１） 矢部村北矢部字中村 昭和58年8月9日 第1317号

10 三川 上陽町上横山字下ノ園 昭和59年5月31日 第821号

11 渡り上り 黒木町大渕字中畠 昭和60年3月16日 第376号

12 土野々 立花町白木字土野々 昭和61年1月25日 第98号

13 柴尾 上陽町北川内字柴尾山 平成2年2月26日 第280号

14 殊正寺 矢部村北矢部字殊正寺 平成2年3月16日 第379号

15 日出 矢部村北矢部 平成3年3月20日 第551号

16 黒岩 上陽町下横山 平成3年5月1日 第829号

平成6年5月11日 第841号

平成12年3月1日 第319号

18 御側 矢部村北矢部字御側 平成6年7月22日 第1293号

平成10年3月18日 第504号

平成15年6月23日 第1141号

20 飯塚 上陽町横山 平成14年4月3日 第568号

21 石原 上陽町横山字飯塚、字石原 平成17年6月17日 第1192号

22 石原（２） 上陽町横山字飯塚 平成18年9月6日 第1689号

23 藤木 上陽町北川内、上横山 平成20年11月14日 第1844号

24 蚪道 矢部村矢部字椿原 平成20年11月14日 第1845号

25 石原（３） 上陽町上横山字石原 平成24年3月5日 第349号

26 鹿里 星野村字岩元、字杉ノ元 平成25年3月15日 第376号

平成25年3月22日 第440号

令和2年3月3日 第193号

28 込野 黒木町土窪字込野、字不動山 平成25年8月9日 第1269号

29 山下（２） 立花町北山字口割谷、字城ノ谷 平成25年10月1日 第1482号

30 遠久谷（３）
立花町遠久谷字大宮司田、字百田道、字陣
床

平成26年10月21日 第877号

31 遠久谷（２）
立花町遠久谷字崩ノ平、字池ノ草、字大宮
司田

平成26年11月7日 第926号

32 遠久谷（１）
立花町遠久谷字百田道、字大宮司田、字崩
ノ平

平成26年11月14日 第947号

33 出原 立花町兼松字出ノ原、字椋ヶ瀬 平成26年11月14日 第948号

34 野辺田 黒木町北木屋字野辺田、字千手ノ上 平成26年12月5日 第1009号

35 今屋敷 立花町白木字今屋敷、字難ヶ倉、字平野 平成26年12月12日 第1022号

36 中村 立花町白木字宮ノ谷、字中村 平成27年3月6日 第182号

37 神露渕 黒木町木屋字家鋪、字小谷ノ迫、字浦小路 平成27年3月13日 第219号

38 柴尾（２） 上陽町北川内字洗玉、字浦山 平成27年3月20日 第259号

39 田本 黒木町田本 平成28年6月10日 第512号

40 宮ノ尾（a） 矢部村北矢部字宮ノ尾 令和2年3月3日 第194号

27 椋谷
星野村字浦之山、字堀切、字上坂田、字西
田、字村屋敷、字前田、字東六本松

八女市

井の下 上陽町上横山字井の下

17 生駒野 上陽町北川内字生駒野

19 轟 上陽町下横山字鮎帰

　急傾斜地崩壊危険区域指定一覧表（県土整備事務所別）

令和3年3月31日時点　
概ねの位置

1 本田 黒木町大渕字本田

2



⑧北九州県土整備事務所管内（宗像支所管内を除く）
番号 区　域　名 指定年月日 告示番号
1 長谷 桜峠長谷 昭和45年3月24日 第239号

2 清滝 大字門司字丸山 昭和47年4月4日 第329号

昭和47年8月31日 第892-2号

平成8年3月29日 第591号

4 上二十町 大字大里字上二十町 昭和47年8月31日 第892-2号

昭和50年10月23日 第1539号

昭和62年9月19日 第1412号

6 小森江 大字風師字丸山狸 昭和52年4月16日 第532号

7 庄司町 大字庄司字上の山 昭和52年4月16日 第532号

8 城山 城山町 昭和53年6月15日 第940号

昭和53年6月15日 第940号

昭和59年3月3日 第279号

平成7年2月20日 第300号

10 大久保二丁目 大字大久保２丁目 昭和56年8月20日 第1285号

11 清見二丁目 大字清見二丁目 昭和60年11月28日 第1741号

12 鳴竹一丁目 鳴竹一丁目 昭和61年1月25日 第98号

13 大久保一丁目 大久保一丁目 昭和61年1月25日 第98号

14 新開 大字新開 昭和61年7月10日 第1009号

15 長谷一丁目（B） 長谷１丁目 平成3年2月27日 第382号

平成3年5月22日 第938号

平成16年5月31日 第985号

17 白野江三丁目 白野江三丁目 平成4年6月1日 第979号

18 旧門司一丁目 門司１丁目 平成5年9月17日 第1498号

平成5年9月17日 第1498号

平成13年9月17日 第1544号

大字柄杓田字イノ迫 平成27年3月6日 第181号

20 清滝四丁目 清滝四丁目、清滝五丁目 平成7年2月20日 第299号

平成7年2月20日 第299号

平成10年5月13日 第868号

22 元清滝 元清滝 平成8年5月10日 第928号

平成8年5月10日 第928号

平成13年1月5日 第18号

24 東門司二丁目 東門司２丁目 平成12年9月27日 第1463号

25 光町一丁目 光町一丁目、光町二丁目 平成12年10月13日 第1551号

26 谷町一丁目 谷町一丁目 平成12年12月8日 第1896号

27 柄杓田（B) 柄杓田 平成12年12月8日 第1897号

28 柄杓田（C) 柄杓田 平成13年1月5日 第19号

29 上藤松二丁目 上藤松二丁目 平成14年5月24日 第855号

30 猿喰 大字猿喰 平成15年12月17日 第2193号

31 清見二丁目（Ａ） 清見二丁目 平成16年2月23日 第299号

平成16年12月27日 第2255号

平成24年6月15日 第1083号

33 喜多久 大字喜多久 平成18年10月30日 第2138号

34 広石二丁目 広石二丁目 平成18年12月13日 第2451号

35 恒見 大字恒見 平成19年2月28日 第430号

36 春日町 春日町 平成19年4月4日 第750号

37 長谷２丁目（Ｃ） 長谷二丁目 平成19年10月26日 第2011号

38 白野江（Ｃ） 大字白野江、白野江三丁目 平成20年9月24日 第1528号

39 猿喰（Ｂ） 大字猿喰字間谷 平成22年8月4日 第1312号

40 東門司二丁目(2) 東門司二丁目 平成24年6月1日 第982号

41 奥田三丁目 奥田三丁目 平成24年10月19日 第1765号

42 黒川 黒川、黒川西二丁目 平成25年3月15日 第377号

43 畑
大字畑字角ノ林、字片宗、字森ノ上、字河
内

平成26年9月12日 第791号

44 上藤松一丁目 上藤松一丁目 平成30年1月26日 第58号

45 大里東５丁目 大里東五丁目、大字大里 令和2年10月23日 第788号

46 田の浦 田野浦二丁目 令和2年10月23日 第789号

47 奥田１丁目 奥田一丁目 令和3年3月2日 第221号

32 伊川 大字伊川

19 柄杓田
柄杓田

21 白野江（B）
大字白野江字雨ヶ迫、字高立、白野江４丁
目

23 柄杓田（A) 大字柄杓田

北九州市門司区

9 長谷二丁目 大字長谷２丁目

16 旧門司二丁目 旧門司二丁目

　急傾斜地崩壊危険区域指定一覧表（県土整備事務所別）

令和3年3月31日時点　
概ねの位置

3 上本町 大字門司字上本町

5 長谷一丁目 大字門司字長谷



番号 区　域　名 指定年月日 告示番号
1 古前町 大字古前町１丁目 昭和47年12月28日 第1341号

平成1年3月30日 第536号

平成5年9月17日 第1499号

3 用勺 字用勺 平成2年3月16日 第379号

平成15年2月14日 第265号

平成23年12月9日 第1992号

平成26年5月30日 第494号

5 高須西 高須西二丁目 平成30年10月12日 第846号

6 大池町 大池町 令和2年12月4日 第914号

1 高峰 高峰二丁目、高峰三丁目 昭和62年1月17日 第53号

2 丸町二丁目 丸町二丁目 平成2年12月28日 第2071号

1 藍島 大字藍島字大泊 昭和56年12月15日 第1860号

2 藍島 大字藍島 昭和60年11月28日 第1741号

3 藍島（３） 大字藍島 昭和63年1月23日 第127号

4 泉台四丁目 泉台四丁目 平成22年6月28日 第1065号

1 石原町 大字石原町 平成18年10月30日 第2139号

2 徳吉 大字徳吉 平成24年8月3日 第1391号

1 祝町 大字大蔵字森ヶ谷 昭和45年3月24日 第239号

2 東台良Ａ 大字前田 昭和46年11月20日 第1062号

3 東台良Ｂ 大字前田字山の神 昭和47年4月4日 第329号

4 羽衣町 羽衣町 昭和47年4月4日 第329号

5 末広町 大字大蔵字長谷 昭和47年8月31日 第892-2号

6 森ヶ谷 大字大蔵字森ヶ谷 昭和47年8月31日 第892-2号

7 八幡上本町 上本町２丁目 昭和47年12月28日 第1341号

8 東丸山町 大字尾倉字東丸山町 昭和49年2月5日 第160号

9 神保町 大字羽衣町 昭和50年10月23日 第1539号

10 帆柱町 大字帆柱町 昭和51年7月31日 第1212号

11 山路 大字小熊野字善幸畑 昭和52年4月16日 第532号

12 大平町 大平町 昭和63年1月7日 第31号

13 枝光四丁目 枝光四丁目 平成3年12月6日 第2020号

14 帆柱 帆柱 平成8年5月10日 第928号

15 祝町一丁目（C) 祝町１丁目 平成8年9月6日 第1561号

16 大平町 大平町 平成13年3月2日 第335号

17 帆柱４丁目 大字小倉、帆柱４丁目 平成16年3月12日 第471号

18 大谷二丁目 大谷二丁目 平成16年5月31日 第984号

19 西丸山町 西丸山町 平成16年8月30日 第1532号

平成18年12月4日 第2384号

平成19年3月2日 正誤（名称）

21 山路一丁目 山路一丁目、清田一丁目 平成22年10月13日 第1583号

22 豊町 豊町 平成24年12月28日 第2172号

23 枝光 枝光三丁目 令和2年4月7日 第356号

24 大蔵２丁目 大蔵二丁目 令和3年2月5日 第101号

昭和46年3月13日 第229号

昭和59年1月26日 第108号

2 中坪 大字市の瀬字中坪 昭和47年12月28日 第1341号

昭和50年10月23日 第1539号

平成5年9月17日 第1500号

昭和52年4月16日 第532号

平成1年2月21日 第272号

昭和53年6月15日 第940号

昭和59年10月16日 第1554号

6 日吉台二丁目 日吉台２丁目 平成10年7月6日 第1145号

7 別所町 別所町、小鷺田町 平成10年11月27日 第1933号

8 則松五丁目 則松五丁目、大字則松 平成14年5月1日 第718号

9 御開１丁目 御開一丁目 平成15年3月24日 第535号

10 市瀬二丁目 市瀬二丁目 平成16年8月20日 第1472号

11 屋敷一丁目 屋敷一丁目、田町一丁目 平成28年7月29日 第615号

1 京良城

北九州市八幡西区

大字熊手字京良城

3 木屋ヶ谷 大字折尾字木屋ヶ谷

4 西川頭 西川頭町

5 浅川 大字浅川

概ねの位置

北九州市戸畑区

北九州市小倉北区

北九州市小倉南区

20 大谷二丁目（２） 大谷二丁目

2 宮丸一丁目 宮丸一丁目、宮丸二丁目、大字藤木字松尾

4 高須南 高須南五丁目

北九州市若松区

北九州市八幡東区



番号 区　域　名 指定年月日 告示番号
1 寿町 大字岩瀬字塘ノ内 昭和61年1月25日 第98号

昭和61年1月25日 第98号

平成3年3月20日 第550号

平成13年10月12日 第1672号

昭和62年9月19日 第1413号

昭和63年6月16日 第940号

1 西浜町 遠賀郡芦屋町 大字西浜町 平成13年2月2日 第185号

1 頃末 大字頃末字大西、松尾 昭和49年2月5日 第160号

平成18年10月13日 第1971号

平成21年4月27日 第758号

平成21年5月13日 正誤

3 宮尾台 宮尾台 平成29年2月28日 第132号

1 波津 大字波津字仲 昭和50年7月8日 第957号

昭和59年1月26日 第109号

昭和60年12月13日 第1820-5号

3 西山田 大字山田字山下 昭和60年11月28日 第1741号

4 戸切 大字戸切字龍王 昭和61年8月23日 第1260号

5 大道 大字波津字大道 昭和62年9月5日 第1345号

6 高陽 大字山田字恋ノ田 昭和63年10月18日 第1655号

7 白谷（Ｂ） 大字戸切字白谷 平成1年12月8日 第1976号

1 千代丸 大字別府 平成10年12月16日 第2057号

2 高家 大字上別府字高家 平成11年10月29日 第1756号

概ねの位置

遠賀郡岡垣町

2 恋ノ田（Ａ） 大字山田字恋の田

遠賀郡遠賀町

中間市
2 自由ヶ丘 岩瀬三丁目

3 岩瀬東町 大字岩瀬字野添

遠賀郡水巻町2 吉田東３丁目 吉田東三丁目



⑧－２北九州県土整備事務所　宗像支所管内
番号 区　域　名 指定年月日 告示番号
1 須賀浦 大字須恵字平原 昭和52年10月13日 第1463号

昭和54年1月20日 第88号

昭和61年7月22日 第1099号

昭和54年1月20日 第88号

昭和61年7月10日 第1010号

4 山ノ後 大字野坂字入免 昭和56年4月2日 第492号

5 松山（Ｂ） 大字稲元字松山 昭和56年4月2日 第492号

6 真名箸（１） 大字大島字真名箸 昭和56年12月15日 第1860号

7 真名箸（２） 大字大島字真名箸 昭和56年12月15日 第1860号

昭和56年12月15日 第1860号

平成9年3月3日 第344号

9 名見 大字田野字名見 昭和57年10月21日 第1592号

10 泊 大字地ノ島字泊 昭和58年8月9日 第1317号

11 川端 大字吉田字川端 昭和59年3月13日 第333号

12 大谷 大字土穴字船頭寺 昭和60年12月13日 第1820-2号

13 大岸（Ｂ） 大字大島字大岸 昭和60年12月13日 第1820-2号

昭和61年4月10日 第557号

昭和62年3月12日 第371号

15 日の里一丁目 日の里一丁目 昭和62年5月28日 第804号

16 中西 大字大島字中西 平成3年12月11日 第2046号

17 叶川 大字大島字谷 平成11年3月17日 第526号

平成12年9月27日 第1462号

平成16年3月17日 第489号

19 本村 大字河東 平成14年2月8日 第182号

20 中谷 大字稲元字中谷、字上谷 平成17年3月2日 第382号

21 本村２ 河東 平成17年9月7日 第1681号

22 大穂 大穂字湯園 平成20年9月26日 第1564号

23 釈迦院 大井字峠、字前、字水上、字宮ノ浦 平成24年4月10日 第708号

大字大穂 平成25年3月1日 第305号

大字大穂字湯園、字柚ノ木 平成30年8月10日 第709号

25 地島 地島字ショウド 令和3年3月2日 第220号

昭和52年2月22日 第222号

昭和59年5月17日 第774号

2 内殿 内殿字坂丸 昭和54年12月4日 第1802号

3 原町 字竹尾（福間南２丁目） 昭和56年4月2日 第492号

4 宿 畦町字宿 昭和56年4月2日 第492号

5 鞍掛 上西郷字鞍掛 昭和56年4月2日 第492号

6 渡 渡字蛭子元 昭和62年7月18日 第1085号

7 奴山 奴山字山中、字内畑、字屋敷 平成1年10月20日 第1687号

平成2年2月5日 第176号

平成4年7月8日 第1148号

9 百田 字百田 平成3年11月15日 第1875号

10 坂丸 内殿字坂丸 平成6年7月8日 第1195号

11 宮司ｄ 宮司、津屋崎 平成15年2月7日 第224号

12 本木（a） 福津市本木字万歳丸 平成26年2月28日 第161号

13 水落 福津市奴山字水落 平成30年6月26日 第607号

1 石穴

福津市

手光字峠

8 宿（Ａ） 畦町字宿

令和3年3月31日時点　
概ねの位置

2 原 大字江口字原

3 原Ｂ 大字江口字原

18 松山 城西ヶ丘４丁目、大字稲元

宗像市

24 大穂（２）

8 潮差（１） 大字大島字潮差

14 野添 大字田熊字野添



⑨田川県土整備事務所管内
番号 区　域　名 指定年月日 告示番号
1 岩屋 大字夏吉字出水 昭和54年4月12日 第541号

2 轟尾 大字伊田字轟尾 昭和55年4月22日 第631号

昭和55年4月22日 第631号

昭和60年12月13日 第1820-2号

大字猪国 平成28年11月11日 第786号

4 川宮 大字川宮 平成4年2月3日 第202号

5 鉄砲町 大字伊田字法月 平成7年5月15日 第976号

6 新町 新町 平成10年5月13日 第867号

7 鉄砲町（２） 大字伊田 平成22年2月3日 第210号

昭和48年2月15日 第150-3号

平成12年7月17日 第1130号

昭和57年2月27日 第245号

昭和63年11月12日 第1781号

平成13年3月21日 第481号

平成17年8月5日 第1487号

平成16年3月19日 第521号

平成20年2月13日 第215号

昭和45年3月24日 第239号

令和1年6月11日 第75号

昭和49年2月5日 第160号

昭和54年11月29日 第1779号

平成21年5月18日 第848号

昭和51年9月21日 第1411号

昭和60年12月13日 第1820-4号

4 畑川 大字添田字毘沙門 昭和54年10月25日 第1604号

5 寺崎 大字添田字新屋敷 昭和60年1月19日 第110号

6 猿渡 大字中元寺 平成12年1月7日 第20号

7 鳥迫（１） 大字添田 平成12年1月7日 第21号

8 鳥迫（２） 大字添田 平成12年1月7日 第22号

9 上伊原 大字添田字火渡 平成26年3月28日 第343号

1 宮床 田川郡糸田町 仏の膝 平成2年11月9日 第1776号

1 櫛毛
大字川崎字櫛毛、字櫛毛屋敷、字馬小渕、
字櫛毛上谷、字菰ヶ谷

平成24年6月1日 第983号

2 池尻 大字池尻字徳重、字山下、字傳重寺 令和1年12月6日 第470号

1 大行事 大字大行事 昭和55年4月22日 第631号

平成6年12月16日 第2175号

平成8年5月10日 第927号

3 柿原 大字大行事 平成7年7月17日 第1335号

4 島台 大字大行事 平成11年3月17日 第525号

1 見取 田川郡赤村 大字赤 平成17年4月1日 第718号

1 西町 赤池字高尾 昭和60年12月13日 第1820-2号

2 高尾 大字赤池字伏原、字高尾、字長林 平成16年3月5日 第382号

3 旭ヶ丘 大字赤池 平成16年3月12日 第472号

4 伏原２ 大字赤池字伏原 平成16年3月19日 第520号

5 伏原４ 大字赤池字髙尾 平成16年3月24日 第586号

6 稲荷 大字赤池 平成21年2月27日 第357号

平成21年4月27日 第757号

平成21年5月13日 正誤

平成29年3月24日 第213号

8 旭町 赤池 平成28年9月9日 第687号

田川郡大任町
2 大峰 大字大行事字イフ谷

田川郡福智町

7 伏原３ 大字赤池

4 下高野

田川郡川崎町

田川郡添田町

2

本町

大字香春字職人町山ノ方、字本町山ノ方、
字町浦、字横町北側、字山下町西側、字町
浦屋敷ノ上、字ヲモノキ、字鬼ヶ城、字藪
下、字殿町山ノ方

3 瀬戸 大字香春、大字鏡山

大字高野字砂尾

1 本町 大字添田字新開、字笑田、字石落

不動
大字中元寺字不動、字七草木、字金ノ原、
字中津町、字奥ノ谷、字苅上

3 不動Ｂ 大字中元寺字不動

　急傾斜地崩壊危険区域指定一覧表（県土整備事務所別）

令和3年3月31日時点　
概ねの位置

田川市

3 猪位金
大字猪国字猪膝

1 山下

田川郡香春町

大字香春字立堀

2



⑩飯塚県土整備事務所管内
番号 区　域　名 指定年月日 告示番号

昭和49年2月9日 第188号

昭和55年4月22日 第632号

2 荒巻 川島字荒巻 昭和50年1月11日 第46号

3 南谷 明星寺字屋敷 昭和54年10月25日 第1604号

昭和55年4月22日 第631号

平成21年3月23日 第508号

5 三緒浦 柏の森字三緒浦 昭和55年4月22日 第631号

6 大谷（一） 勢田字大谷 昭和56年2月24日 第247号

7 大谷（二） 勢田字大谷 昭和56年2月24日 第247号

8 大坪 綱分字大坪 昭和56年8月20日 第1285号

9 石丸 口原字古堤 昭和56年11月24日 第1750号

10 大谷（３） 勢田字大谷 昭和57年7月29日 第1117号

11 南尾 南尾字辻 昭和57年9月16日 第1376号

12 桜本 下三緒字桜本 昭和59年1月26日 第109号

昭和59年12月11日 第1859号

昭和62年10月15日 第1538号

14 野添（３） 幸袋字野添 昭和61年7月22日 第1100号

15 有井 有井字大道畑 昭和62年10月13日 第1502号

16 大谷５ 勢田字大谷 昭和63年10月18日 第1654号

17 片島一丁目（三） 片島１丁目 平成1年10月20日 第1687号

18 片島一丁目（二） 片島１丁目 平成1年10月20日 第1687号

19 長楽寺 大分字長楽寺 平成1年11月1日 第1765号

20 太郎丸 太郎丸 平成3年12月11日 第2046号

21 奥ノ谷 佐与字奥ノ谷 平成7年9月20日 第1612号

22 新町二区 赤坂字山伏松 平成8年7月10日 第1275号

23 安恒 安恒 平成16年3月5日 第383号

24 津原 津原 平成16年3月8日 第430号

平成16年3月10日 第449号

平成16年3月19日 正誤（地点）

26 中村 勢田 平成16年3月24日 第587号

27 小谷 勢田 平成16年3月26日 第609号

28 古門 内野字古門、迫山王 平成20年1月28日 第131号

29 高田 高田字梅ヶ本 平成25年11月15日 第1724号

30 天道 天道字下石、字天神森 平成26年11月14日 第946号

31 勢田土手外 勢田字苗代谷、字波打 平成28年12月27日 第900号

32 大城－２ 勢田字大城、字倉谷 平成29年10月27日 第686号

　急傾斜地崩壊危険区域指定一覧表（県土整備事務所別）

令和3年3月31日時点　
概ねの位置

1 野添

13 大谷４ 勢田字大谷

25 立岩 立岩

飯塚市

幸袋字野添

4 忠隈 忠隈字段々、宮ノ前



番号 区　域　名 指定年月日 告示番号
1 白門 山野字白門 昭和45年3月28日 第262号

2 立石 下山田字矢の浦 昭和54年4月12日 第541号

3 猿尾田 下山田字猿尾田 昭和54年8月28日 第1272号

4 新原 下山田字ムタダ 昭和54年8月28日 第1272号

5 大和 上山田字西川 昭和54年10月25日 第1604号

6 昭和 上山字猪ノ鼻 昭和56年2月24日 第247号

7 神幸 下山田字杉町 昭和58年1月18日 第75号

昭和58年7月28日 第1245号

平成3年3月29日 第635号

昭和59年3月13日 第333号

昭和63年9月20日 第1462号

昭和59年7月10日 第1037号

昭和60年12月13日 第1820-3号

昭和59年9月18日 第1364号

昭和62年7月4日 第1004号

平成9年3月3日 第345号

12 西郷 西郷 平成3年2月27日 第383号

13 柿の木 上山田 平成4年5月20日 第912号

14 櫨ノ木 下山田櫨ノ木、上山田猪ノ鼻 平成5年3月19日 第525号

平成5年3月19日 第525号

平成8年2月9日 第249号

平成6年1月12日 第100号

平成6年12月16日 第2174号

17 市ヶ坂 岩崎字市ヶ坂 平成7年9月20日 第1612号

18 下臼井西 臼井字木屋ノ谷 平成8年1月10日 第58号

19 政所 上山田字熊ヶ畑 平成8年3月25日 第568号

20 新原 下山田字新原 平成8年3月25日 第568号

21 尾浦 上山田字尾浦 平成10年2月25日 第367号

平成10年6月19日 第1048号

平成26年2月21日 第108号

平成10年7月1日 第1113号

平成15年2月7日 第225号

24 柿ノ木（２） 山田柿ノ木 平成11年7月9日 第1176号

25 寺谷 下山田字安国寺 平成12年10月13日 第1552号

26 迫浦 下山田 平成13年12月26日 第2089号

27 中央（三） 上山田 平成14年5月1日 第717号

28 石ヶ崎 下山田字ウナブシ 平成20年3月31日 第553号

29 一丁五反 千手字一丁五反 平成24年3月28日 第529号

30 東岩崎 岩崎字鍛治屋 平成26年4月25日 第413号

31 上山田 上山田字木城 平成26年6月13日 第540号

32 西新（２） 下山田字寺ノ谷、字門前、字安国寺 平成27年1月6日 第１号

33 五反田 下山田字ムタダ 平成28年10月4日 第728号

⑪那珂県土整備事務所管内
番号 区　域　名 指定年月日 告示番号
1 京町 大字二日市 昭和54年2月17日 第228号

大字二日市 平成5年1月20日 第141号

二日市北一丁目 平成28年10月4日 第727号

3 阿志岐 大字阿志岐 平成22年2月10日 第265号

4 筑紫 大字筑紫、大字原田 平成23年1月19日 第164号

5 阿志岐２ 大字阿志岐 令和2年3月24日 第272号

1 平野台団地 大字牛頚 昭和59年4月19日 第617号

2 畑ケ坂 若草二丁目、畑ケ坂一丁目 平成22年2月10日 第266号

1 岩渕 大字太宰府字岩渕 昭和56年4月18日 第568号

2 坂本 大字坂本字堂廻 昭和63年3月5日 第352号

1 妙法寺 大字恵子字妙法寺 昭和53年6月22日 第973号

2 後野
後野三丁目、道善四丁目、大字後野字大万
寺裏、大字道善字油田、大字恵子字岸ノ上

平成27年8月18日 第692号

3 西隈 大字西隈字鳥越、西隈三丁目 平成30年2月23日 第126号

太宰府市

那珂川市

22 中央（２） 上山田字サワラテ

令和3年3月31日時点　

9 西新 下山田字吉庵

10 柿ノ木

大野城市

23 蛭子（３） 上山田

概ねの位置

2 峰畑

筑紫野市

概ねの位置

嘉麻市

8 長野 下山田字岩穴、大柳

16 井ノ浦 西郷字井ノ浦

上山田字柿ノ木

11 蛭子（２） 上山田字蛭子

15 新原（２） 下山田新原


