
重要水防箇所一覧 

（令和元年８月時点） 

水

系

名 

河

川

名 

左

右

岸

別 

延長 

（ｍ） 

位    置 
重

要

度

予想 

される

事態 

対防水工法
市郡 区町村 大字 粁杭位置 

那

珂

川 

那

珂

川 

左 

右 

1,000 

500 
那珂川  今光 今光橋より下流 Ａ

洗掘 

溢水 

木流し工 

積み土俵工

左 1,800 那珂川  
別所 

西隈 

松尾橋上流200ｍ

より轟橋まで 
Ａ

洗掘 

溢水 

木流し工 

積み土俵工

（福岡県地域防災計画による） 

 

 

 

災害危険河川区域一覧 

（平成３１年１月１日時点） 

級別 水系 河川名 
左右

岸別 

延長 

(ｍ) 

災害危険河川区域 

位     置 

二 那珂川 那珂川 
左 

右 
120 市ノ瀬 日吉前井堰上下流 

二 那珂川 那珂川 右 54 市ノ瀬 山の神井堰下流 

二 那珂川 那珂川 
左 

右 
630 五ケ山 椎ノ木渕井堰上流 

二 那珂川 那珂川 右 30 五ケ山 水位観測所上流 

二 那珂川 梶原川 右 30 弥永２丁目 松本橋直下流 

二 那珂川 梶原川 右 27 松木６丁目 瀬戸橋上流 

二 那珂川 梶原川 
左 

右 
190 松木６丁目 瀬戸井堰下流 

二 那珂川 梶原川 
左 

右 
380 

下梶原２丁目

松木 
瀬戸橋～向江橋 

二 那珂川 梶原川 
左 

右 
27 上梶原 井堀井堰直下 

（福岡県地域防災計画による） 
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防災重点ため池一覧 

決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池 

（ア）ため池から１００ｍ未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの。 

（イ）ため池から１００～５００ｍの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量１，０００㎥

以上のもの。 

（ウ）ため池から５００ｍ以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量５，０００㎥以上

のもの。 

（エ）地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるも

の。 

（令和元年５月末時点） 

番号 ため池名称  番号 ため池名称 

2489 暗谷小池  2507 石坂池 

2490 暗谷池  2508 善角池 

2491 浦ノ原池  2509 大池 

2492 浦ノ谷池  2510 大万寺新池 

2493 記念池  2511 大藪旧池 

2494 久便池  2512 地別当共同池 

2495 恵子池  2513 地別当中の池 

2496 荒平池  2514 中ノ池 

2498 三好池  2515 長池下 

2499 山口池  2516 内河一池 

2500 四郎五郎池  2517 内河二池 

2501 寺倉水上池  2518 平石池 

2502 小池  2519 平田池 

2503 新池  2520 別当池 

2504 新池  2521 妙見池 

2505 新池下  2522 龍頭池 

2506 西の池    

（福岡県地域防災計画による） 
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砂防指定地指定箇所一覧 

（平成３０年１月１日現在） 

渓流名 地区名 告示年月日 告示番号 指定面積(ha) 

大谷川 市ノ瀬 S26. 8.13 758 1.8300

梶原川 上梶原 S37.10.18 2665 9.2900

芋生川 南面里 S41. 8.18 2817 0.5500

南面里川 南面里 S41. 8.18 2817 2.3200

桑の河内川 五ヶ山 S41. 8.18 2817 0.4700

桑の河内川左支川 五ヶ山 S44. 2.26 418 16.4000

埋金川、四郎五郎川、 

及び椋の木山川 
埋金 S45.11.24 1674 3.1100

猿山川 市ノ瀬 S47. 6. 9 1088 3.2000

妙見川 後野 S47. 6. 9 1088 2.6800

萩の原川左支川 西畑 S47.11.21 1956 1.3800

寺倉川 成竹 S47.11.21 1956 2.8800

埋金川 埋金 S48. 3. 9 426 4.6000

内河川 上梶原 S49. 4.22 616 9.2900

芋生川 西畑 S54. 2. 2 118 1.5300

井尻川 別所 S57. 5.17 1170 2.0000

内河川左支川 上梶原 S59. 3.29 750 0.7300

平蔵川 上梶原 S61. 3.25 762 0.0900

芋生川左支川 南面里 H 1. 1.21 78 0.7000

戸板川 南面里 H 5. 8.16 1701 1.2700

寺倉川 成竹 H 5.11.24 2208 1.1100

寺倉川 成竹 H 6.11.28 2267 0.1100

早口川 後野 H 7. 2.22 279 1.7100

芋生川左支川 南面里 H 9. 3.11 464 0.4000

南面里川 南面里 H11. 9.24 1764 15.8300

早口川 後野 H12. 5.16 1328 3.4500

南面里川左支川 南面里 H15.11.13 1468 0.5331

戸板川 南面里 H17. 8. 3 748 2.9408

南面里川 南面里 H20.12.10 1453 0.2640

戸板川 南面里 H21.10.20 1098 1.0573

梶原川 上梶原 H24. 6.14 712 0.7897

南面里川 南面里 H24.12.20 1472 0.2261

四郎五郎谷川 埋金 H25.9.3 836 1.5753

桑の河内川 五ヶ山 H25.9.3 836 7.8451

南面里川 南面里 H27.11.17 1149 4.0261

（福岡県地域防災計画による） 
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急傾斜地崩壊危険区域指定一覧 

（平成３０年１月１日現在） 

番号 区域名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所在地 
指定面積

(ha) 

告示 

年月日 

告示

番号

1 妙法寺 ﾐｮｳﾎｳｼﾞ 那珂川市大字恵子字妙法寺 2.6085 S53. 6.22 973 

2 後野 ｳｼﾛﾉ 

那珂川市後野三丁目、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 

0.4878 H27. 8.18 692 

3 西隈 ﾆｼｸﾏ 
那珂川市大字西隈字鳥越、西隈三

丁目 
0.7147 H30. 2.23 126 

（福岡県地域防災計画による） 
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市町村名：那珂川市 （令和3年1月1日時点）

自然現象
の 種 類

区 域 の 名 称
区 域 の 名 称
(読 み カ ナ)

住　　　所 区域の番号
旧危険箇所

番　号

特別警
戒区域
告示

特別警
戒区域
人家

土石流 中原谷(2) ﾅｶﾊﾞﾙﾀﾞﾆ(2) 那珂川市中原 305-D-001 305-Ⅲ-007 ○

土石流 中原谷(1)-2 ﾅｶﾊﾞﾙﾀﾞﾆ(1)-2 那珂川市中原 305-D-002 305-Ⅲ-006-2 ○

土石流 中原谷(1)-1 ﾅｶﾊﾞﾙﾀﾞﾆ(1)-1 那珂川市中原 305-D-003 305-Ⅲ-006-1 ○

土石流 内河谷(2) ｳﾁｺﾞｳﾀﾞﾆ(2) 那珂川市上梶原 305-D-004 305-Ⅰ-068

土石流 内河川 ｳﾁｺﾞｳｶﾞﾜ 那珂川市上梶原 305-D-005 305-Ⅰ-067

土石流 内河谷(1) ｳﾁｺﾞｳﾀﾞﾆ(1) 那珂川市上梶原 305-D-006 305-Ⅰ-066 ○

土石流 上梶原沢 ｶﾐｶｼﾞﾜﾗｻﾜ 那珂川市上梶原 305-D-007 305-Ⅱ-056 ○

土石流 上梶原谷(1) ｶﾐｶｼﾞﾜﾗﾀﾆ(1) 那珂川市上梶原 305-D-008 305-Ⅱ-055 ○

土石流 中の瀬谷(3) ﾅｶﾉｾﾀﾞﾆ(3) 那珂川市上梶原 305-D-009 305-Ⅱ-054 ○

土石流 上梶原谷(3) ｶﾐｶｼﾞﾜﾗﾀﾆ(3) 那珂川市上梶原 305-D-010 305-Ⅱ-053 ○

土石流 梶原谷 ｶｼﾞﾜﾗﾀﾞﾆ 那珂川市上梶原 305-D-011 305-Ⅱ-052 ○

土石流 矢岳谷 ﾔﾀﾞｹﾀﾞﾆ 那珂川市上梶原 305-D-012 305-Ⅲ-005 ○ ○

土石流 上梶原谷(2)-1 ｶﾐｶｼﾞﾜﾗﾀﾆ(2)-1 那珂川市上梶原 305-D-013 305-Ⅱ-051-1 ○ ○

土石流 上梶原谷(2)-2 ｶﾐｶｼﾞﾜﾗﾀﾆ(2)-2 那珂川市上梶原 305-D-014 305-Ⅱ-051-2 ○

土石流 中の瀬谷(2) ﾅｶﾉｾﾀﾞﾆ(2) 那珂川市上梶原 305-D-015 305-Ⅱ-050 ○

土石流 中の瀬谷(1) ﾅｶﾉｾﾀﾞﾆ(1) 那珂川市上梶原 305-D-016 305-Ⅱ-049 ○ ○

土石流 西の池谷 ﾆｼﾉｲｹﾀﾞﾆ 那珂川市上梶原 305-D-017 305-Ⅰ-065 ○

土石流 浦山池谷 ｳﾗﾔﾏｲｹﾀﾞﾆ 那珂川市上梶原 305-D-018 305-Ⅲ-004 ○

土石流 高津谷 ﾀｶﾂﾀﾞﾆ 那珂川市山田 305-D-019 305-Ⅰ-064 ○

土石流 山田谷-2 ﾔﾏﾀﾞﾀﾞﾆ-2 那珂川市山田 305-D-020 305-Ⅰ-063-2 ○ ○

土石流 山田谷-1 ﾔﾏﾀﾞﾀﾞﾆ-1 那珂川市山田 305-D-021 305-Ⅰ-063-1 ○

土石流 青雲谷-2 ｾｲｳﾝﾀﾞﾆ-2 那珂川市山田 305-D-022 305-Ⅰ-062-2 ○

土石流 青雲谷-1 ｾｲｳﾝﾀﾞﾆ-1 那珂川市山田 305-D-023 305-Ⅰ-062-1 ○

土石流 伏見谷 ﾌｼﾐﾀﾞﾆ 那珂川市山田 305-D-024 305-Ⅱ-048 ○

土石流 井尻谷 ｲｼﾞﾘﾀﾞﾆ 那珂川市山田 305-D-025 305-Ⅱ-047 ○

土石流 中寺谷 ﾁｭｳｼﾞﾀﾞﾆ 那珂川市不入道 305-D-026 305-Ⅰ-061 ○ ○

土石流 広瀬谷 ﾋﾛｾﾀﾞﾆ 那珂川市不入道 305-D-027 305-Ⅰ-060 ○

土石流 水ヶ谷 ｽｲｶﾞﾀﾆ 那珂川市埋金 305-D-028 305-Ⅱ-046 ○

土石流 埋金谷 ｳﾒｶﾞﾈﾀﾞﾆ 那珂川市埋金 305-D-029 305-Ⅰ-059 ○

土石流 きし坂谷 ｷｼｻｶﾀﾞﾆ 那珂川市埋金 305-D-030 305-Ⅰ-058 ○

土石流 榎木ヶ原谷(3) ｴﾉｷｶﾞﾊﾙﾀﾞﾆ(3) 那珂川市埋金 305-D-031 305-Ⅱ-045 ○

土石流 埋金川 ｳﾒｶﾞﾈｶﾞﾜ 那珂川市埋金 305-D-032 305-Ⅰ-057

土石流 榎木ヶ原谷(2) ｴﾉｷｶﾞﾊﾙﾀﾞﾆ(2) 那珂川市埋金 305-D-034 305-Ⅱ-044 ○

土石流 榎木ヶ原谷(1) ｴﾉｷｶﾞﾊﾙﾀﾞﾆ(1) 那珂川市埋金 305-D-035 305-Ⅱ-043 ○

土石流 多々良谷 ﾀﾀﾗﾀﾞﾆ 那珂川市市ノ瀬 305-D-036 305-Ⅰ-055 ○

土石流 日吉前谷 ﾋﾖｼﾏｴﾀﾞﾆ 那珂川市市ノ瀬 305-D-037 305-Ⅰ-054 ○

土石流 市ﾉ瀬谷(3) ｲﾁﾉｾﾀﾞﾆ(3) 那珂川市市ノ瀬 305-D-038 305-Ⅰ-053 ○

土石流 市ﾉ瀬谷(2) ｲﾁﾉｾﾀﾞﾆ(2) 那珂川市市ノ瀬 305-D-039 305-Ⅰ-052

土石流 市ﾉ瀬谷(1) ｲﾁﾉｾﾀﾞﾆ(1) 那珂川市市ノ瀬 305-D-040 305-Ⅰ-051 ○ ○

土石流 下代久事川(9) ｹﾞﾀﾞｲｸｼﾞｶﾞﾜ(9) 那珂川市市ノ瀬 305-D-041 305-Ⅱ-042 ○

土石流 下代久事川(8) ｹﾞﾀﾞｲｸｼﾞｶﾞﾜ(8) 那珂川市市ノ瀬 305-D-042 305-Ⅱ-041 ○

土石流 下代久事川(7) ｹﾞﾀﾞｲｸｼﾞｶﾞﾜ(7) 那珂川市市ノ瀬 305-D-043 305-Ⅱ-040 ○

土石流 下代久事川(6) ｹﾞﾀﾞｲｸｼﾞｶﾞﾜ(6) 那珂川市市ノ瀬 305-D-044 305-Ⅰ-050 ○

土石流 下代久事川 ｹﾞﾀﾞｲｸｼﾞｶﾞﾜ 那珂川市市ノ瀬 305-D-045 305-Ⅰ-049 ○ ○

土石流 下代久事川(5) ｹﾞﾀﾞｲｸｼﾞｶﾞﾜ(5) 那珂川市市ノ瀬 305-D-046 305-Ⅰ-048 ○

土石流 下代久事川(4) ｹﾞﾀﾞｲｸｼﾞｶﾞﾜ(4) 那珂川市市ノ瀬 305-D-047 305-Ⅰ-047 ○

土石流 下代久事川(3) ｹﾞﾀﾞｲｸｼﾞｶﾞﾜ(3) 那珂川市市ノ瀬 305-D-048 305-Ⅱ-039 ○

土石流 下代久事川(2) ｹﾞﾀﾞｲｸｼﾞｶﾞﾜ(2) 那珂川市市ノ瀬 305-D-049 305-Ⅱ-038 ○

土砂災害(特別)警戒区域指定箇所概要書(土石流)
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市町村名：那珂川市 （令和3年1月1日時点）

自然現象
の 種 類

区 域 の 名 称
区 域 の 名 称
(読 み カ ナ)

住　　　所 区域の番号
旧危険箇所

番　号

特別警
戒区域
告示

特別警
戒区域
人家

土砂災害(特別)警戒区域指定箇所概要書(土石流)

土石流 下代久事川(1) ｹﾞﾀﾞｲｸｼﾞｶﾞﾜ(1) 那珂川市市ノ瀬 305-D-050 305-Ⅱ-037 ○

土石流 大浦谷 ｵｳｳﾗﾀﾞﾆ 那珂川市市ノ瀬 305-D-051 305-Ⅱ-036 ○

土石流 万事谷 ﾏﾝｼﾞﾀﾞﾆ 那珂川市市ノ瀬 305-D-052 305-Ⅰ-046 ○

土石流 黒木谷(2) ｸﾛｷﾀﾞﾆ(2) 那珂川市市ノ瀬 305-D-053 305-Ⅱ-035 ○

土石流 黒木谷(1) ｸﾛｷﾀﾞﾆ(1) 那珂川市市ノ瀬 305-D-054 305-Ⅱ-034 ○

土石流 大谷(3) ｵｳﾀﾆ(3) 那珂川市市ノ瀬 305-D-055 305-Ⅱ-033 ○

土石流 大谷(2) ｵｳﾀﾆ(2) 那珂川市市ノ瀬 305-D-056 305-Ⅱ-032 ○

土石流 大谷(1) ｵｳﾀﾆ(1) 那珂川市市ノ瀬 305-D-057 305-Ⅰ-045 ○

土石流 苗ヶ尾谷(2) ﾅｴｶﾞｵﾀﾞﾆ(2) 那珂川市市ノ瀬 305-D-058 305-Ⅰ-044 ○ ○

土石流 苗ヶ尾谷(1) ﾅｴｶﾞｵﾀﾞﾆ(1) 那珂川市市ノ瀬 305-D-059 305-Ⅰ-043 ○

土石流 大谷川(8) ｵｳﾀﾆｶﾞﾜ(8) 那珂川市市ノ瀬 305-D-060 305-Ⅰ-042 ○

土石流 大谷川(7) ｵｳﾀﾆｶﾞﾜ(7) 那珂川市市ノ瀬 305-D-061 305-Ⅰ-041 ○

土石流 大谷川(6) ｵｳﾀﾆｶﾞﾜ(6) 那珂川市市ノ瀬 305-D-062 305-Ⅰ-040 ○

土石流 大谷川(5) ｵｳﾀﾆｶﾞﾜ(5) 那珂川市市ノ瀬 305-D-063 305-Ⅰ-039 ○

土石流 大谷川(4)-1 ｵｳﾀﾆｶﾞﾜ(4)-1 那珂川市市ノ瀬 305-D-064 305-Ⅰ-038-1 ○

土石流 大谷川(4)-2 ｵｳﾀﾆｶﾞﾜ(4)-2 那珂川市市ノ瀬 305-D-065 305-Ⅰ-038-2 ○

土石流 大谷川(3) ｵｳﾀﾆｶﾞﾜ(3) 那珂川市市ノ瀬 305-D-066 305-Ⅱ-031 ○

土石流 大谷川(2) ｵｳﾀﾆｶﾞﾜ(2) 那珂川市市ノ瀬 305-D-067 305-Ⅱ-030 ○

土石流 大谷川(1) ｵｳﾀﾆｶﾞﾜ(1) 那珂川市市ノ瀬 305-D-068 305-Ⅱ-029 ○

土石流 釣垂谷 ﾂﾀﾙﾀﾆ 那珂川市市ノ瀬 305-D-069 305-Ⅰ-037 ○

土石流 堀切谷 ﾎﾘｷﾘﾀﾞﾆ 那珂川市市ノ瀬 305-D-070 305-Ⅱ-022 ○

土石流 堀切沢 ﾎﾘｷﾘｻﾜ 那珂川市市ノ瀬 305-D-071 305-Ⅱ-021 ○

土石流 亀尾谷 ｶﾒｵﾀﾞﾆ 那珂川市市ノ瀬 305-D-072 305-Ⅱ-020 ○ ○

土石流 猿山川 ｻﾙﾔﾏｶﾞﾜ 那珂川市市ノ瀬 305-D-073 305-Ⅱ-019 ○ ○

土石流 小峠谷 ｺﾄｳｹﾞﾀﾞﾆ 那珂川市市ノ瀬 305-D-074 305-Ⅱ-018 ○

土石流 城内谷 ｼﾛﾉｳﾁﾀﾞﾆ 那珂川市市ノ瀬 305-D-075 305-Ⅰ-027 ○

土石流 大原谷 ｵｵﾊﾞﾙﾀﾞﾆ 那珂川市成竹 305-D-076 305-Ⅰ-026 ○

土石流 屋形ヶ谷 ﾔｶﾀｶﾞﾀﾞﾆ 那珂川市成竹 305-D-077 305-Ⅰ-025 ○

土石流 成竹谷(1) ﾅﾙﾀｹﾀﾆ(1) 那珂川市成竹 305-D-078 305-Ⅰ-024 ○

土石流 成竹谷(2) ﾅﾙﾀｹﾀﾆ(2) 那珂川市成竹 305-D-079 305-NEW-001 ○ ○

土石流 寺倉川 ﾃﾗｸﾞﾗｶﾞﾜ 那珂川市成竹 305-D-080 305-Ⅰ-023

土石流 共栄谷 ｷｮｳｴｲﾀﾞﾆ 那珂川市南面里 305-D-081 305-Ⅱ-017 ○ ○

土石流 田久保谷(2) ﾀｸﾎﾞﾀﾞﾆ(2) 那珂川市南面里 305-D-082 305-Ⅰ-022 ○

土石流 田久保谷(1) ﾀｸﾎﾞﾀﾞﾆ(1) 那珂川市南面里 305-D-083 305-Ⅰ-021 ○

土石流 南面里川 ﾅﾒﾘｶﾞﾜ 那珂川市南面里 305-D-084 305-Ⅰ-020

土石流 戸板川 ﾄｲﾀｶﾞﾜ 那珂川市南面里 305-D-085 305-Ⅰ-018

土石流 戸板谷(1) ﾄｲﾀﾀﾞﾆ(1) 那珂川市南面里 305-D-086 305-Ⅰ-017 ○

土石流 戸板谷(2) ﾄｲﾀﾀﾞﾆ(2) 那珂川市南面里 305-D-087 305-Ⅰ-016 ○

土石流 芋生谷 ｲﾓｵﾀﾆ 那珂川市西畑 305-D-088 305-Ⅱ-014 ○

土石流 豆谷川-1 ﾏﾒﾀﾞﾆｶﾞﾜ-1 那珂川市西畑 305-D-089 305-Ⅰ-015-1 ○ ○

土石流 豆谷川-2 ﾏﾒﾀﾞﾆｶﾞﾜ-2 那珂川市西畑 305-D-090 305-Ⅰ-015-2 ○

土石流 大山谷 ｵｵﾔﾏﾀﾆ 那珂川市西畑 305-D-091 305-Ⅰ-014 ○ ○

土石流 小中川 ｺﾅｶｶﾞﾜ 那珂川市西畑 305-D-092 305-Ⅱ-012 ○ ○

土石流 小中谷 ｺﾅｶﾀﾆ 那珂川市西畑 305-D-093 305-Ⅱ-013 ○

土石流 萩原沢(1) ﾊｷﾞﾉﾊﾙｻﾜ(1) 那珂川市西畑 305-D-094 305-Ⅰ-013 ○ ○

土石流 萩原沢(2) ﾊｷﾞﾉﾊﾙｻﾜ(2) 那珂川市西畑 305-D-095 305-Ⅱ-011 ○

土石流 萩ﾉ原谷 ﾊｷﾞﾉﾊﾙﾀﾆ 那珂川市西畑 305-D-096 305-Ⅰ-012 ○

土石流 萩ﾉ原川左谷(3) ﾊｷﾞﾉﾊﾙｶﾞﾜﾋﾀﾞﾘﾀﾆ(3) 那珂川市西畑 305-D-097 305-Ⅱ-010 ○
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市町村名：那珂川市 （令和3年1月1日時点）

自然現象
の 種 類

区 域 の 名 称
区 域 の 名 称
(読 み カ ナ)

住　　　所 区域の番号
旧危険箇所

番　号

特別警
戒区域
告示

特別警
戒区域
人家

土砂災害(特別)警戒区域指定箇所概要書(土石流)

土石流 萩ﾉ原川左谷(2) ﾊｷﾞﾉﾊﾙｶﾞﾜﾋﾀﾞﾘﾀﾆ(2) 那珂川市西畑 305-D-098 305-Ⅱ-009 ○

土石流 萩ﾉ原川左谷(1) ﾊｷﾞﾉﾊﾙｶﾞﾜﾋﾀﾞﾘﾀﾆ(1) 那珂川市西畑 305-D-099 305-Ⅱ-008 ○

土石流 坂ﾉ上谷(3) ｻｶﾉｳｴﾀﾞﾆ(3) 那珂川市西畑 305-D-100 305-Ⅱ-007 ○ ○

土石流 坂ﾉ上谷(2) ｻｶﾉｳｴﾀﾞﾆ(2) 那珂川市西畑 305-D-101 305-Ⅱ-006 ○

土石流 坂ﾉ上谷(1) ｻｶﾉｳｴﾀﾞﾆ(1) 那珂川市西畑 305-D-102 305-Ⅱ-005 ○

土石流 西畑谷 ﾆｼﾊﾀﾀﾞﾆ 那珂川市西畑 305-D-103 305-Ⅰ-011 ○

土石流 水上谷 ﾐﾅｶﾐﾀﾞﾆ 那珂川市西畑 305-D-104 305-Ⅰ-010 ○ ○

土石流 大野谷 ｵｵﾉﾀﾞﾆ 那珂川市別所 305-D-105 305-Ⅲ-003 ○

土石流 井尻川 ｲｼﾞﾘｶﾞﾜ 那珂川市別所 305-D-106 305-Ⅰ-019

土石流 上別所谷(1) ｶﾐﾍﾞｯｼｮﾀﾞﾆ(1) 那珂川市別所 305-D-107 305-Ⅱ-016 ○ ○

土石流 上別所谷(2) ｶﾐﾍﾞｯｼｮﾀﾞﾆ(2) 那珂川市別所 305-D-108 305-Ⅱ-015 ○

土石流 ｳｿﾔﾏ谷(2)-1 ｳｿﾔﾏﾀﾆ(2)-1 那珂川市別所 305-D-109 305-Ⅰ-009-1 ○ ○

土石流 ｳｿﾔﾏ谷(2)-2 ｳｿﾔﾏﾀﾆ(2)-2 那珂川市別所 305-D-110 305-Ⅰ-009-2 ○

土石流 ｳｿﾔﾏ谷(1) ｳｿﾔﾏﾀﾆ(1) 那珂川市別所 305-D-111 305-Ⅱ-004 ○

土石流 畠坂谷 ﾊﾀｹｻﾞｶﾀﾞﾆ 那珂川市別所 305-D-112 305-Ⅲ-002 ○

土石流 次郎谷 ｼﾞﾛｳﾀﾞﾆ 那珂川市別所 305-D-113 305-Ⅲ-001 ○

土石流 次郎丸谷(1) ｼﾞﾛｳﾏﾙﾀﾞﾆ(1) 那珂川市別所 305-D-114 305-Ⅰ-008 ○

土石流 次郎丸谷(2) ｼﾞﾛｳﾏﾙﾀﾞﾆ(2) 那珂川市別所 305-D-115 305-Ⅰ-007 ○ ○

土石流 次郎丸谷(3) ｼﾞﾛｳﾏﾙﾀﾞﾆ(3) 那珂川市別所 305-D-116 305-Ⅰ-006 ○

土石流 松尾谷 ﾏﾂｵﾀﾞﾆ 那珂川市別所 305-D-117 305-Ⅱ-003 ○

土石流 岩戸谷 ｲﾜﾄﾞﾀﾞﾆ 那珂川市西隈 305-D-118 305-Ⅰ-005 ○

土石流 妙見谷 ﾐｮｳｹﾝﾀﾞﾆ 那珂川市後野 305-D-119 305-Ⅰ-004 ○

土石流 柚原谷 ﾕｽﾊﾞﾙﾀﾞﾆ 那珂川市後野 305-D-120 305-Ⅱ-002 ○

土石流 後野谷 ｳｼﾛﾉﾀﾞﾆ 那珂川市後野 305-D-121 305-Ⅰ-003 ○

土石流 早口川 ﾊﾔｸﾞﾁｶﾞﾜ 那珂川市後野 305-D-122 305-Ⅰ-002

土石流 西川 ﾆｼｶﾞﾜ 那珂川市後野 305-D-123 305-Ⅰ-001 ○ ○

土石流 新池谷 ｼﾝｲｹﾀﾞﾆ 那珂川市片縄 305-D-124 305-Ⅱ-001 ○ ○

土石流 四郎五郎谷川 ｼﾛｺﾞﾛﾀﾆｶﾞﾜ 那珂川市埋金 305-D-125 305-Ⅱ-056

土石流 箱池沢 ﾊｺｲｹｻﾜ

福岡市南区柏原１丁目、柏原２
丁目、鶴田１丁目、鶴田２丁
目、鶴田３丁目、那珂川市片縄
西５丁目及び片縄北７丁目

134-D-001 134-Ⅰ-012 ○※

※134-D-001は、那珂川市片縄西５丁目及び片縄北７丁目に特別警戒区域は位置していない。
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市町村名：那珂川市 （令和3年1月1日時点）

自然現象
の 種 類

区 域 の 名 称
区 域 の 名 称
(読 み カ ナ)

住　　　所 区域の番号
旧危険箇所

番　号

特別警
戒区域
告示

特別警
戒区域
人家

急傾斜地 中原(a) ﾅｶﾊﾞﾙ(a) 那珂川市中原 305-K-001 305-Ⅰ-022A ○

急傾斜地 中原(b) ﾅｶﾊﾞﾙ(b) 那珂川市中原 305-K-002 305-Ⅱ-005N ○

急傾斜地 王塚台南 ｵｳﾂｶﾀﾞｲﾐﾅﾐ 那珂川市下梶原2丁目 305-K-003 305-Ⅰ-030A ○

急傾斜地 王塚台(3) ｵｳﾂｶﾀﾞｲ(3) 那珂川市王塚台1丁目 305-K-005 305-Ⅰ-021A ○ ○

急傾斜地 谷団地(1) ﾀﾆﾀﾞﾝﾁ(1) 那珂川市五郎丸4丁目 305-K-007 305-Ⅰ-017A ○ ○

急傾斜地 仲丸団地 ﾁｭｳﾏﾙﾀﾞﾝﾁ 那珂川市仲丸1丁目 305-K-008 305-Ⅰ-018N ○ ○

急傾斜地 仲(a) ﾁｭｳ(a) 那珂川市仲4丁目 305-K-009 305-Ⅱ-013N ○

急傾斜地 仲(b) ﾁｭｳ(b) 那珂川市仲4丁目 305-K-010 305-Ⅱ-012A

急傾斜地 上梶原(c) ｶﾐｶｼﾞﾜﾗ(c)  那珂川市上梶原 305-K-011 305-Ⅱ-023N ○

急傾斜地 上梶原(f)-2 ｶﾐｶｼﾞﾜﾗ(f)-2 那珂川市上梶原 305-K-012 305-Ⅲ-004N-2 ○

急傾斜地 上梶原(f)-1 ｶﾐｶｼﾞﾜﾗ(f)-1 那珂川市上梶原 305-K-013 305-Ⅲ-004N-1 ○

急傾斜地 上梶原(d)-1 ｶﾐｶｼﾞﾜﾗ(d)-1 那珂川市上梶原 305-K-014 305-Ⅱ-021N-1 ○

急傾斜地 上梶原(d)-2 ｶﾐｶｼﾞﾜﾗ(d)-2 那珂川市上梶原 305-K-015 305-Ⅱ-021N-2 ○

急傾斜地 上梶原(d)-3 ｶﾐｶｼﾞﾜﾗ(d)-3 那珂川市上梶原 305-K-016 305-Ⅱ-021N-3 ○

急傾斜地 上梶原(a) ｶﾐｶｼﾞﾜﾗ(a) 那珂川市上梶原 305-K-017 305-Ⅰ-040A ○

急傾斜地 上梶原ｰ3 ｶﾐｶｼﾞﾜﾗ-3 那珂川市上梶原 305-K-018 305-Ⅰ-039N-3 ○ ○

急傾斜地 上梶原ｰ1 ｶﾐｶｼﾞﾜﾗ-1 那珂川市上梶原 305-K-019 305-Ⅰ-039N-1 ○ ○

急傾斜地 上梶原ｰ2 ｶﾐｶｼﾞﾜﾗ-2 那珂川市上梶原 305-K-020 305-Ⅰ-039N-2 ○ ○

急傾斜地 山田(a)-1 ﾔﾏﾀﾞ(a)-1 那珂川市山田 305-K-021 305-Ⅰ-038N-1 ○ ○

急傾斜地 山田(a)-2 ﾔﾏﾀﾞ(a)-2 那珂川市山田 305-K-022 305-Ⅰ-038N-2 ○

急傾斜地 山田団地 ﾔﾏﾀﾞﾀﾞﾝﾁ 那珂川市山田 305-K-023 305-Ⅰ-046A ○ ○

急傾斜地 山田(b) ﾔﾏﾀﾞ(b) 那珂川市山田 305-K-024 305-Ⅱ-028N ○ ○

急傾斜地 不入道(a) ﾌﾆｭｳﾄﾞｳ(a) 那珂川市不入道 305-K-025 305-Ⅰ-045N ○ ○

急傾斜地 中寺-1 ﾁｭｳｼﾞ-1 那珂川市不入道 305-K-026 305-Ⅱ-031N-1 ○ ○

急傾斜地 中寺-2 ﾁｭｳｼﾞ-2 那珂川市不入道 305-K-027 305-Ⅱ-031N-2 ○ ○

急傾斜地 中寺-3 ﾁｭｳｼﾞ-3 那珂川市不入道 305-K-028 305-Ⅱ-031N-3 ○

急傾斜地 不入道(b) ﾌﾆｭｳﾄﾞｳ(b) 那珂川市不入道 305-K-029 305-Ⅱ-029N ○

急傾斜地 不入道(c) ﾌﾆｭｳﾄﾞｳ(c)  那珂川市不入道 305-K-030 305-Ⅱ-034N ○ ○

急傾斜地 不入道(d) ﾌﾆｭｳﾄﾞｳ(d) 那珂川市不入道 305-K-031 305-Ⅱ-033N ○

急傾斜地 山中-1 ﾔﾏﾅｶ-1 那珂川市不入道 305-K-032 305-Ⅱ-035N-1 ○ ○

急傾斜地 山中-2 ﾔﾏﾅｶ-2 那珂川市不入道 305-K-033 305-Ⅱ-035N-2 ○ ○

急傾斜地 水ヶ谷-1 ﾐｽﾞｶﾞﾀﾆ-1 那珂川市埋金 305-K-034 305-Ⅰ-048N-1

急傾斜地 水ヶ谷-2 ﾐｽﾞｶﾞﾀﾆ-2 那珂川市埋金 305-K-035 305-Ⅰ-048N-2 ○

急傾斜地 埋金(2)-1 ｳﾒｶﾞﾈ(2)-1 那珂川市埋金 305-K-037 305-Ⅰ-049N-1 ○ ○

急傾斜地 埋金(2)-2 ｳﾒｶﾞﾈ(2)-2 那珂川市埋金 305-K-038 305-Ⅰ-049N-2 ○

急傾斜地 埋金(2)-3 ｳﾒｶﾞﾈ(2)-3 那珂川市埋金 305-K-039 305-Ⅰ-049N-3 ○ ○

急傾斜地 埋金(1) ｳﾒｶﾞﾈ(1) 那珂川市埋金 305-K-040 305-Ⅰ-050N ○ ○

急傾斜地 市ﾉ瀬(c) ｲﾁﾉｾ(c)  那珂川市市ノ瀬 305-K-041 305-Ⅱ-036N ○

急傾斜地 市ﾉ瀬(4) ｲﾁﾉｾ(4) 那珂川市市ノ瀬 305-K-042 305-Ⅰ-052N ○ ○

急傾斜地 市ﾉ瀬(1) ｲﾁﾉｾ(1) 那珂川市市ノ瀬 305-K-043 305-Ⅰ-053N ○ ○

急傾斜地 市ﾉ瀬(2) ｲﾁﾉｾ(2) 那珂川市市ノ瀬 305-K-044 305-Ⅰ-054N ○

急傾斜地 城ﾉ内 ｼﾛﾉｳﾁ 那珂川市市ノ瀬 305-K-045 305-Ⅰ-051N ○ ○

急傾斜地 市ﾉ瀬(3) ｲﾁﾉｾ(3) 那珂川市市ノ瀬 305-K-046 305-Ⅰ-055N ○ ○

急傾斜地 市ﾉ瀬(a)-1 ｲﾁﾉｾ(a)-1 那珂川市市ノ瀬 305-K-047 305-Ⅱ-038N-1 ○ ○

急傾斜地 市ﾉ瀬(a)-2 ｲﾁﾉｾ(a)-2 那珂川市市ノ瀬 305-K-048 305-Ⅱ-038N-2 ○ ○

急傾斜地 市ﾉ瀬(a)-3 ｲﾁﾉｾ(a)-3 那珂川市市ノ瀬 305-K-049 305-Ⅱ-038N-3 ○ ○

急傾斜地 堀切-2 ﾎﾘｷﾘ-2 那珂川市市ノ瀬 305-K-050 305-Ⅱ-037N-2 ○ ○

急傾斜地 堀切-1 ﾎﾘｷﾘ-1 那珂川市市ノ瀬 305-K-051 305-Ⅱ-037N-1 ○ ○

土砂災害(特別)警戒区域指定箇所概要書(急傾斜地の崩壊)
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自然現象
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区 域 の 名 称
区 域 の 名 称
(読 み カ ナ)

住　　　所 区域の番号
旧危険箇所
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戒区域
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特別警
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土砂災害(特別)警戒区域指定箇所概要書(急傾斜地の崩壊)

急傾斜地 市ﾉ瀬(b) ｲﾁﾉｾ(b) 那珂川市市ノ瀬 305-K-052 305-Ⅱ-039N ○

急傾斜地 市ﾉ瀬(e)-2 ｲﾁﾉｾ(e)-2 那珂川市市ノ瀬 305-K-053 305-Ⅱ-041N-2 ○

急傾斜地 市ﾉ瀬(e)-1 ｲﾁﾉｾ(e)-1 那珂川市市ノ瀬 305-K-054 305-Ⅱ-041N-1 ○

急傾斜地 市ﾉ瀬(d) ｲﾁﾉｾ(d) 那珂川市市ノ瀬 305-K-055 305-Ⅱ-040N ○ ○

急傾斜地 ダム事務所 ﾀﾞﾑｼﾞﾑｼｮ 那珂川市五ヶ山 305-K-056 305-Ⅰ-056A ○

急傾斜地 成竹 ﾅﾙﾀｹ 那珂川市成竹 305-K-057 305-Ⅱ-032N ○ ○

急傾斜地 西畑(h) ﾆｼﾊﾀ(h) 那珂川市西畑 305-K-058 305-Ⅱ-027N ○ ○

急傾斜地 西畑(d)-1 ﾆｼﾊﾀ(d)-1 那珂川市西畑 305-K-059 305-Ⅱ-025N-1 ○

急傾斜地 西畑(d)-2 ﾆｼﾊﾀ(d)-2 那珂川市西畑 305-K-060 305-Ⅱ-025N-2 ○ ○

急傾斜地 西畑(c)-1 ﾆｼﾊﾀ(c)-1  那珂川市西畑 305-K-061 305-Ⅰ-041N-1 ○

急傾斜地 西畑(c)-2 ﾆｼﾊﾀ(c)-2  那珂川市西畑 305-K-062 305-Ⅰ-041N-2 ○

急傾斜地 西畑(c)-3 ﾆｼﾊﾀ(c)-3  那珂川市西畑 305-K-063 305-Ⅰ-041N-3 ○

急傾斜地 西畑(e) ﾆｼﾊﾀ(e) 那珂川市西畑 305-K-064 305-Ⅱ-026A ○

急傾斜地 西畑(g) ﾆｼﾊﾀ(g) 那珂川市西畑 305-K-065 305-Ⅱ-016N ○ ○

急傾斜地 西畑(i) ﾆｼﾊﾀ(i) 那珂川市西畑 305-K-066 305-Ⅱ-024N ○

急傾斜地 西畑(k)-1 ﾆｼﾊﾀ(k)-1 那珂川市西畑 305-K-067 305-Ⅱ-014N-1 ○ ○

急傾斜地 西畑(k)-2 ﾆｼﾊﾀ(k)-2 那珂川市西畑 305-K-068 305-Ⅱ-014N-2 ○ ○

急傾斜地 西畑(f)-2 ﾆｼﾊﾀ(f)-2 那珂川市西畑 305-K-069 305-Ⅱ-015N-2 ○

急傾斜地 西畑(f)-1 ﾆｼﾊﾀ(f)-1 那珂川市西畑 305-K-070 305-Ⅱ-015N-1 ○ ○

急傾斜地 西畑 ﾆｼﾊﾀ 那珂川市西畑 305-K-071 305-Ⅰ-032N ○ ○

急傾斜地 西畑(b) ﾆｼﾊﾀ(b) 那珂川市西畑 305-K-072 305-Ⅰ-033N ○ ○

急傾斜地 西畑(a) ﾆｼﾊﾀ(a) 那珂川市西畑 305-K-073 305-Ⅰ-034N ○

急傾斜地 西畑(j)-2 ﾆｼﾊﾀ(j)-2 那珂川市西畑 305-K-074 305-Ⅱ-017N-2 ○

急傾斜地 西畑(j)-1 ﾆｼﾊﾀ(j)-1 那珂川市西畑 305-K-075 305-Ⅱ-017N-1 ○

急傾斜地 西畑橋 ﾆｼﾊﾀﾊﾞｼ 那珂川市西畑 305-K-076 305-Ⅰ-035N ○

急傾斜地 京団地(2) ﾐﾔｺﾀﾞﾝﾁ(2) 那珂川市別所 305-K-077 305-Ⅰ-042N ○ ○

急傾斜地 京団地(1) ﾐﾔｺﾀﾞﾝﾁ(1) 那珂川市別所 305-K-078 305-Ⅰ-043A ○ ○

急傾斜地 京団地 ﾐﾔｺﾀﾞﾝﾁ 那珂川市別所 305-K-079 305-Ⅰ-044N ○ ○

急傾斜地 旭団地(1)-1 ｱｻﾋﾀﾞﾝﾁ(1)-1 那珂川市別所 305-K-080 305-Ⅰ-036N-1 ○

急傾斜地 旭団地(1)-2 ｱｻﾋﾀﾞﾝﾁ(1)-2 那珂川市別所 305-K-081 305-Ⅰ-036N-2 ○ ○

急傾斜地 旭団地(1)-3 ｱｻﾋﾀﾞﾝﾁ(1)-3 那珂川市別所 305-K-082 305-Ⅰ-036N-3 ○ ○

急傾斜地 別所(c) ﾍﾞｯｼｮ(c)  那珂川市別所 305-K-083 305-Ⅱ-018N ○ ○

急傾斜地 別所(e) ﾍﾞｯｼｮ(e) 那珂川市別所 305-K-084 305-Ⅲ-003N ○

急傾斜地 別所(d)-2 ﾍﾞｯｼｮ(d)-2 那珂川市別所 305-K-085 305-Ⅱ-019N-2 ○ ○

急傾斜地 別所(d)-1 ﾍﾞｯｼｮ(d)-1 那珂川市別所 305-K-086 305-Ⅱ-019N-1 ○ ○

急傾斜地 別所(a) ﾍﾞｯｼｮ(a) 那珂川市別所 305-K-087 305-Ⅱ-020A ○ ○

急傾斜地 松尾 ﾏﾂｵ 那珂川市別所 305-K-088 305-Ⅰ-037N ○ ○

急傾斜地 安徳ｰ1 ｱﾝﾄｸ-1 那珂川市安徳 305-K-089 305-Ⅰ-027N-1 ○ ○

急傾斜地 安徳ｰ2 ｱﾝﾄｸ-2 那珂川市安徳 305-K-090 305-Ⅰ-027N-2 ○ ○

急傾斜地 安徳ｰ3 ｱﾝﾄｸ-3 那珂川市安徳 305-K-091 305-Ⅰ-027N-3 ○ ○

急傾斜地 安徳ｰ4 ｱﾝﾄｸ-4 那珂川市安徳 305-K-092 305-Ⅰ-027N-4 ○

急傾斜地 西隈(h)-1 ﾆｼｸﾞﾏ(h)-1 那珂川市西隈 305-K-093 305-Ⅱ-010N-1 ○ ○

急傾斜地 西隈(h)-2 ﾆｼｸﾞﾏ(h)-2 那珂川市西隈 305-K-094 305-Ⅱ-010N-2 ○ ○

急傾斜地 冠ヶ丘団地ｰ1 ｶﾝﾑﾘｶﾞｵｶﾀﾞﾝﾁ-1 那珂川市西隈 305-K-095 305-Ⅰ-024A-1 ○ ○

急傾斜地 冠ヶ丘団地ｰ2 ｶﾝﾑﾘｶﾞｵｶﾀﾞﾝﾁ-2 那珂川市西隈 305-K-096 305-Ⅰ-024A-2 ○ ○

急傾斜地 商工会館裏 ｼｮｳｺｳｶｲｶﾝｳﾗ 那珂川市西隈 305-K-097 305-Ⅰ-026N ○ ○

急傾斜地 西隈(g) ﾆｼｸﾞﾏ(g) 那珂川市西隈 305-K-098 305-Ⅱ-011N ○

急傾斜地 小丸(3) ｺﾏﾙ(3) 那珂川市西隈 305-K-099 305-Ⅰ-025N ○ ○
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市町村名：那珂川市 （令和3年1月1日時点）

自然現象
の 種 類

区 域 の 名 称
区 域 の 名 称
(読 み カ ナ)

住　　　所 区域の番号
旧危険箇所

番　号

特別警
戒区域
告示

特別警
戒区域
人家

土砂災害(特別)警戒区域指定箇所概要書(急傾斜地の崩壊)

急傾斜地 西隈(d) ﾆｼｸﾞﾏ(d) 那珂川市西隈 305-K-100 305-Ⅱ-008N ○ ○

急傾斜地 西隈(f) ﾆｼｸﾞﾏ(f) 那珂川市西隈 305-K-101 305-Ⅱ-009N ○ ○

急傾斜地 後野(a)-2 ｳｼﾛﾉ(a)-2 那珂川市後野 305-K-102 305-Ⅰ-023N-2 ○

急傾斜地 後野(h) ｳｼﾛﾉ(h) 那珂川市後野 305-K-103 305-Ⅱ-006N ○ ○

急傾斜地 後野(a)-1 ｳｼﾛﾉ(a)-1 那珂川市後野 305-K-104 305-Ⅰ-023N-1 ○ ○

急傾斜地 後野(i)-1 ｳｼﾛﾉ(i)-1 那珂川市後野 305-K-105 305-Ⅱ-007N-1 ○ ○

急傾斜地 後野(i)-2 ｳｼﾛﾉ(i)-2 那珂川市後野 305-K-106 305-Ⅱ-007N-2 ○

急傾斜地 後野(d) ｳｼﾛﾉ(d) 那珂川市後野 305-K-107 305-Ⅱ-001N ○ ○

急傾斜地 後野 ｳｼﾛﾉ 那珂川市後野 305-K-108 305-Ⅰ-011N ○

急傾斜地 後野(e)-2 ｳｼﾛﾉ(e)-2 那珂川市後野 305-K-109 305-Ⅱ-002N-2 ○ ○

急傾斜地 後野(e)-3 ｳｼﾛﾉ(e)-3 那珂川市後野 305-K-110 305-Ⅱ-002N-3 ○

急傾斜地 後野(e)-1 ｳｼﾛﾉ(e)-1 那珂川市後野 305-K-111 305-Ⅱ-002N-1 ○

急傾斜地 後野(c)-2 ｳｼﾛﾉ(c)-2 那珂川市後野 305-K-112 305-Ⅰ-013N-2 ○ ○

急傾斜地 後野(c)-1 ｳｼﾛﾉ(c)-1 那珂川市後野 305-K-113 305-Ⅰ-013N-1 ○ ○

急傾斜地 後野(f) ｳｼﾛﾉ(f) 那珂川市後野 305-K-114 305-Ⅱ-003N ○

急傾斜地 後野(g) ｳｼﾛﾉ(g) 那珂川市後野 305-K-115 305-Ⅱ-004N ○ ○

急傾斜地 福岡学園ｰ1 ﾌｸｵｶｶﾞｸｴﾝ-1 那珂川市後野 305-K-116 305-Ⅰ-012A-1 ○

急傾斜地 福岡学園ｰ2 ﾌｸｵｶｶﾞｸｴﾝ-2 那珂川市後野 305-K-117 305-Ⅰ-012A-2 ○

急傾斜地 福岡学園ｰ3 ﾌｸｵｶｶﾞｸｴﾝ-3 那珂川市後野 305-K-118 305-Ⅰ-012A-3 ○

急傾斜地 妙法寺 ﾐｮｳﾎｳｼﾞ 那珂川市恵子4丁目 305-K-120 305-Ⅰ-014N ○ ○

急傾斜地 片縄(a)-1 ｶﾀﾅﾜ(a)-1 那珂川市片縄 305-K-121 305-Ⅰ-006N-1 ○ ○

急傾斜地 片縄(a)-2 ｶﾀﾅﾜ(a)-2 那珂川市片縄 305-K-122 305-Ⅰ-006N-2 ○

急傾斜地 片縄(a)-3 ｶﾀﾅﾜ(a)-3 那珂川市片縄 305-K-123 305-Ⅰ-006N-3 ○

急傾斜地 鶴田団地 ﾂﾙﾀﾀﾞﾝﾁ 那珂川市片縄 305-K-124 305-Ⅰ-004A ○ ○

急傾斜地 緑ヶ丘団地 ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾀﾞﾝﾁ 那珂川市片縄 305-K-125 305-Ⅰ-005N ○ ○

急傾斜地 ときわ台団地 ﾄｷﾜﾀﾞｲﾀﾞﾝﾁ 那珂川市片縄西3丁目 305-K-126 305-Ⅰ-007A ○ ○

急傾斜地 片縄(b)-2 ｶﾀﾅﾜ(b)-2 那珂川市片縄北2丁目 305-K-127 305-Ⅰ-008A-2 ○ ○

急傾斜地 片縄(b)-1 ｶﾀﾅﾜ(b)-1 那珂川市片縄北2丁目 305-K-128 305-Ⅰ-008A-1 ○ ○

急傾斜地 小丸(2) ｺﾏﾙ(2) 那珂川市片縄北2丁目 305-K-129 305-Ⅰ-009N ○

急傾斜地 観音堂 ｶﾝﾉﾝﾄﾞｳ 那珂川市片縄北3丁目 305-K-132 305-Ⅰ-003N

急傾斜地 後野(b) ｳｼﾛﾉ
那珂川市後野、後野3丁目、
恵子、道善4丁目、道善5丁
目

305-K-133 305-Ⅰ-016N ○

急傾斜地 王塚台(2) ｵｳﾂｶﾀﾞｲ 那珂川市王塚台1丁目 305-K-134 305-Ⅰ-031A ○ ○

急傾斜地 南畑小 ﾐﾅﾐﾊﾀｼｮｳ 那珂川市埋金 305-K-135 305-Ⅰ-047A ○
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土砂災害警戒区域指定箇所概要書(地滑り) 

 

 

 

 

市が別途指定した危険箇所一覧 

（がけ地） 

（令和３年３月現在） 

災害名 箇所名 位置 
がけ地の概要 

備考 
高さ 長さ 

平成 30年 7月

豪雨 
成竹 A 那珂川市大字成竹 26ｍ 28ｍ  

平成 30年 7月

豪雨 
成竹 A 那珂川市大字成竹 15ｍ 17ｍ  

平成 30年 7月

豪雨 
南面里 那珂川市大字南面里 22ｍ 61ｍ  

平成 30年 7月

豪雨 
別所 那珂川市大字別所 18ｍ 51ｍ 305-K-078京団地(1)内 

平成 30年 7月

豪雨 
西畑 那珂川市大字西畑 14ｍ 33ｍ  

 

 

 

市町村名：那珂川市 （令和3年1月1日時点）

自然現象

の 種 類
区 域 の 名 称

区 域 の 名 称

(読 み カ ナ)
住　　　所 区域の番号

旧危険箇所

番　号

ﾌﾞﾛｯｸ

名

特別警

戒区域

告示

特別警

戒区域

人家

地すべり 南面里 ﾅﾒﾘ 那珂川市南面里 305-J-001 305-J-0089 A
B

C

D

E
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道路危険箇所一覧 

 

道路

種別 
路線名 郡市 字 施設管理番号 総合評価 危険内容 対策工法 

主地 
福岡早良

大野城 
那珂川市 西畑 L056G010 防災カルテ 擁壁 ロックボルト工 

主地 
福岡早良

大野城 
那珂川市 西畑 L056A020 防災カルテ 落石崩壊 地盤改良工 

主地 
福岡早良

大野城 
那珂川市 西畑 L056A030 防災カルテ 落石崩壊 擁壁前面洗堀防止工 

主地 
福岡早良

大野城 
那珂川市 別所 L056G020 防災カルテ 擁壁 ロックボルト工 

主地 
福岡早良

大野城 
那珂川市 

片縄・ 

道善 
L056G060 防災カルテ 擁壁  

一県 
入部中原

停車場線 
那珂川市 五ヶ山 L136A010 防災カルテ 落石崩壊  

一県 
入部中原

停車場線 
那珂川市 五ヶ山 L136A020 防災カルテ 落石崩壊  

一県 
入部中原

停車場線 
那珂川市 五ヶ山 L136A030 防災カルテ 落石崩壊  

一県 
入部中原

停車場線 
那珂川市 五ヶ山 L136A050 要対策 落石崩壊 吹付工・水路工 

一県 
入部中原

停車場線 
那珂川市 五ヶ山 L136A060 防災カルテ 落石崩壊  

一県 
入部中原

停車場線 
那珂川市 五ヶ山 L136A070 防災カルテ 落石崩壊  

一県 
入部中原

停車場線 
那珂川市 五ヶ山 L136A080 防災カルテ 落石崩壊  

一県 
入部中原

停車場線 
那珂川市 五ヶ山 L136A090 防災カルテ 落石崩壊  

一県 
入部中原

停車場線 
那珂川市 五ヶ山 L136A100 要対策 落石崩壊 吹付工・水路工 

一県 
入部中原

停車場線 
那珂川市 五ヶ山 L136A110 防災カルテ 落石崩壊  

一県 
入部中原

停車場線 
那珂川市 五ヶ山 L136A120 防災カルテ 落石崩壊  

一県 
入部中原

停車場線 
那珂川市 五ヶ山 L136A130 防災カルテ 落石崩壊  

一県 
入部中原

停車場線 
那珂川市 五ヶ山 L136E010 防災カルテ 土石流  

一県 
入部中原

停車場線 
那珂川市 五ヶ山 L136E020 防災カルテ 土石流  

一県 
入部中原

停車場線 
那珂川市 五ヶ山 L136E030 防災カルテ 土石流  

一県 
入部中原

停車場線 
那珂川市 五ヶ山 L136E040 防災カルテ 土石流  

一県 
山田中原

福岡 
那珂川市 山田 Ｌ575A010 防災カルテ 落石崩壊 枠工 

一県 
山田中原

福岡 
那珂川市 安徳 L575A020 防災カルテ 落石崩壊 枠工 

一県 
山田中原

福岡 
那珂川市 安徳 Ｌ575A030 防災カルテ 落石崩壊 枠工 

一県 
山田中原

福岡 
那珂川市 安徳 L575A040 防災カルテ 落石崩壊 枠工 
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道路

種別 
路線名 郡市 字 施設管理番号 総合評価 危険内容 対策工法 

一県 
山田中原

福岡 
那珂川市 安徳 Ｌ575A050 防災カルテ 落石崩壊 枠工 

一県 
山田中原

福岡 
那珂川市 安徳 Ｌ575A070 防災カルテ 落石崩壊 枠工 

一県 
山田中原

福岡 
那珂川市 安徳 L575F010 防災カルテ 盛土 排水工 

一県 
山田中原

福岡 
那珂川市 安徳 L575F020 防災カルテ 盛土 枠工 

一県 
山田中原

福岡 
那珂川市 安徳 L575F030 防災カルテ 盛土 枠工 

一県 
山田中原

福岡 
那珂川市 山田 L575G010 防災カルテ 擁壁 擁壁前面洗掘防止工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A370 防災カルテ 落石崩壊 構造物による法面保護工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A380 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A390 防災カルテ 落石崩壊 

ﾛｯｸﾈｯﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁、 

ｽﾄﾝｶﾞｰﾄﾞ 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A400 防災カルテ 落石崩壊 ﾛｯｸﾈｯﾄ 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A410 防災カルテ 落石崩壊 

防護柵、ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁、 

法整形工、植生工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A420 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A430 防災カルテ 落石崩壊 

ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁、法整形工、

植生工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A440 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A450 防災カルテ 落石崩壊 根固め工、ﾓﾙﾀﾙ吹付工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A460 要対策 落石崩壊 擁壁工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A470 防災カルテ 落石崩壊 根固め工、ﾛｯｸﾈｯﾄ工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A480 防災カルテ 落石崩壊 

擁壁前面洗堀防止工、 

擁壁工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A490 要対策 落石崩壊 ﾛｯｸﾈｯﾄ、防護柵工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A500 防災カルテ 落石崩壊 ﾛｯｸﾈｯﾄ、ﾓﾙﾀﾙ吹付工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A510 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A520 防災カルテ 落石崩壊 ﾛｯｸﾈｯﾄ、ﾎﾟｹｯﾄ式ﾛｯｸﾈｯﾄ 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A530 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A540 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工、落石防護柵工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A550 防災カルテ 落石崩壊 

ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁､ﾛｯｸﾈｯﾄ､ 

落石防護柵（斜面上） 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A560 防災カルテ 落石崩壊 

じゃかご、地表水排除工、

その他基礎補強 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A570 防災カルテ 落石崩壊 地表水排除工、擁壁工 
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一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A580 防災カルテ 落石崩壊 

擁壁工、地表水排除工、 

その他基礎補強 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A590 防災カルテ 落石崩壊  

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A600 防災カルテ 落石崩壊 擁壁 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A610 防災カルテ 落石崩壊 落石防止網工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A620 要対策 落石崩壊  

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A630 防災カルテ 落石崩壊 ﾛｯｸﾈｯﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁、防護柵

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A640 防災カルテ 落石崩壊 枠工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A670 防災カルテ 落石崩壊 ﾛｯｸﾈｯﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁、防護柵

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A680 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工、落石防護柵工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A690 防災カルテ 落石崩壊 落石防護柵工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A700 要対策 落石崩壊 

防護柵、ﾛｯｸﾈｯﾄ、 

ﾎﾟｹｯﾄ式ﾛｯｸﾈｯﾄ 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A710 防災カルテ 落石崩壊 枠工、地表水排除工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601A720 防災カルテ 落石崩壊 クラック樹脂注入 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601E050 防災カルテ 土石流 河道横断施設対策 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601E060 防災カルテ 土石流 河道横断施設対策 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601E070 防災カルテ 土石流 河道横断施設対策 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601E080 防災カルテ 土石流 河道横断施設対策 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601E090 要対策 土石流  

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601E110 防災カルテ 土石流 土石流制御工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601E120 防災カルテ 土石流 土石流制御工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601E130 防災カルテ 土石流 河道横断施設対策 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601G060 防災カルテ 擁壁 擁壁工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601G070 防災カルテ 擁壁 

排水工、擁壁工、 

その他基礎補強 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601G080 防災カルテ 擁壁 その他基礎補強 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601G090 要対策 擁壁  

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601G110 防災カルテ 擁壁 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601G120 防災カルテ 擁壁 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工 
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一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601G130 防災カルテ 擁壁 

擁壁前面洗堀防止工、擁壁

工 

一県 
平等寺 

那珂川 
那珂川市 上梶原 L601G140 防災カルテ 擁壁 擁壁前面洗堀防止工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A010 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A020 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工、落石防護柵工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A030 防災カルテ 落石崩壊 除石工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A040 防災カルテ 落石崩壊 擁壁、落石防止柵 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A050 防災カルテ 落石崩壊 吹付け工、除石工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A060 防災カルテ 落石崩壊 落石防止網工、除石工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A070 防災カルテ 落石崩壊 落石防止網工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A080 防災カルテ 落石崩壊 枠工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A090 防災カルテ 落石崩壊 
落石防止網工、擁壁工、 

落石防護柵工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A100 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A110 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工、落石防止柵、吹付工

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A120 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工、排水工、じゃかご

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A400 要対策 落石崩壊  

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A410 防災カルテ 落石崩壊 
擁壁工、構造物による法面

保護工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A420 防災カルテ 落石崩壊 落石防護網工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A430 防災カルテ 落石崩壊 落石防護網工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A440 防災カルテ 落石崩壊  

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A450 防災カルテ 落石崩壊 吹付工、落石防護柵工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A460 防災カルテ 落石崩壊 落石防止網工、除石工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A470 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工、排水工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A480 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工、落石防護柵工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A490 防災カルテ 落石崩壊 
擁壁工、 

構造物による法面保護工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A500 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工、排水工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A510 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工、落石防護柵工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A520 防災カルテ 落石崩壊 吹付け工、落石防護網工 
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一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A530 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工、落石防護柵工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A540 防災カルテ 落石崩壊 
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ掛工、 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工、枠工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A550 防災カルテ 落石崩壊 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ掛け工、擁壁工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A560 防災カルテ 落石崩壊 
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ掛工、除石工、 

吹付け工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A570 防災カルテ 落石崩壊 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ掛工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385A580 要対策 落石崩壊 
落石防護網工、 

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ掛け工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A590 防災カルテ 落石崩壊 ﾛｯｸﾈｯﾄ、ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ掛工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A600 防災カルテ 落石崩壊 吹付け工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A610 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工、落石防護柵工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A620 防災カルテ 落石崩壊 吹付け工、切土工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A640 防災カルテ 落石崩壊  

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A650 防災カルテ 落石崩壊 吹付け工、落石防止網工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A660 防災カルテ 落石崩壊 落石防止網工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A670 防災カルテ 落石崩壊 
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ掛工、擁壁工、 

落石防護柵工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A680 防災カルテ 落石崩壊 
地表水排除工、 

構造物による法面保護工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A690 防災カルテ 落石崩壊  

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A710 防災カルテ 落石崩壊  

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A720 防災カルテ 落石崩壊  

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A730 防災カルテ 落石崩壊 
ﾎﾟｹｯﾄ式ﾛｯｸﾈｯﾄ、 

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ掛け工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A740 防災カルテ 落石崩壊  

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A750 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A760 防災カルテ 落石崩壊 
擁壁工、構造物による法面

保護工、護岸工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A770 防災カルテ 落石崩壊 構造物による法面保護工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A780 要対策 落石崩壊 
落石防護柵、ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ掛け

工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A790 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工、落石防護柵工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A800 防災カルテ 落石崩壊 落石防護柵工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A810 防災カルテ 落石崩壊 
擁壁工、落石防止網工、 

落石防護柵工 
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一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A820 防災カルテ 落石崩壊  

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A830 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工、護岸工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A840 防災カルテ 落石崩壊 構造物による法面保護工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A850 防災カルテ 落石崩壊 
擁壁工、 

構造物による法面保護工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A860 防災カルテ 落石崩壊 吹付け工、落石防護柵工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385A870 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工 

一国 ３８５号 那珂川市 埋金 L385A880 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工 

一国 ３８５号 那珂川市 埋金 L385A890 防災カルテ 落石崩壊 護岸工 

一国 ３８５号 那珂川市 不入道 L385A900 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工 

一国 ３８５号 那珂川市 不入道 L385A910 防災カルテ 落石崩壊 落石防止網工 

一国 ３８５号 那珂川市 不入道 L385A920 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工、落石防護柵工 

一国 ３８５号 那珂川市 不入道 L385A930 防災カルテ 落石崩壊 落石防護網工 

一国 ３８５号 那珂川市 不入道 L385A940 防災カルテ 落石崩壊 
吹付け工、落石防止網工、

落石防護柵工 

一国 ３８５号 那珂川市 不入道 L385A950 防災カルテ 落石崩壊 
擁壁工、落石防護柵工、 

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ掛工 

一国 ３８５号 那珂川市 別所 L385A960 防災カルテ 落石崩壊 
落石防護柵工、除石工、 

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ掛工 

一国 ３８５号 那珂川市 別所 L385A970 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工 

一国 ３８５号 那珂川市 別所 Ｌ385A980 防災カルテ 落石崩壊 落石防護網工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385B010 防災カルテ 岩盤崩壊 
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ掛工、 

落石防護柵工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385B020 防災カルテ 岩盤崩壊 落石防止網工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385C010 防災カルテ 地すべり のり枠工、アンカー 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385E020 防災カルテ 土石流 河道横断施設対策 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385E030 防災カルテ 土石流  

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385E170 防災カルテ 土石流 河道横断施設対策 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385E180 防災カルテ 土石流 河道横断施設対策 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385E190 防災カルテ 土石流 河道横断施設対策 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385E200 防災カルテ 土石流 河道横断施設対策 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385E210 防災カルテ 土石流 河道横断施設対策 
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道路

種別 
路線名 郡市 字 施設管理番号 総合評価 危険内容 対策工法 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385E230 要対策 土石流 河道横断施設対策 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385E240 防災カルテ 土石流 河道横断施設対策 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385E250 要対策 土石流  

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385E260 防災カルテ 土石流 河道横断施設対策 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385E270 要対策 土石流  

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385E280 要対策 土石流 河道横断施設対策 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385E300 防災カルテ 土石流 土石流制御工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385E310 要対策 土石流  

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385E320 防災カルテ 土石流 河道横断施設対策 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385F010 防災カルテ 盛土 擁壁工、地表水排除工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385F020 防災カルテ 盛土 擁壁、地表水排除工、排水工

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385F030 防災カルテ 盛土 構造物によるのり面保護工

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385F040 防災カルテ 盛土  

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385F120 防災カルテ 盛土 河道横断施設対策、擁壁工

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385F130 防災カルテ 盛土 構造物による法面保護工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385F140 要対策 盛土 構造物による法面保護工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385F150 防災カルテ 盛土 構造物によるのり面保護工

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385F160 防災カルテ 盛土 擁壁工 

一国 ３８５号 那珂川市 不入道 L385F170 防災カルテ 盛土 地表水排除工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385G010 防災カルテ 擁壁 
擁壁前面洗堀防止工、 

擁壁工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385G020 防災カルテ 擁壁 擁壁工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385G030 防災カルテ 擁壁 擁壁工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385G040 防災カルテ 擁壁 
擁壁工、 

構造物による法面保護工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385G060 防災カルテ 擁壁 枠工、擁壁前面洗掘防止工

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385G070 防災カルテ 擁壁 
地表水排除工、 

河道横断施設対策 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385G080 防災カルテ 擁壁 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工、枠工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385G090 防災カルテ 擁壁 その他基礎補強 
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道路

種別 
路線名 郡市 字 施設管理番号 総合評価 危険内容 対策工法 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385G100 防災カルテ 擁壁 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工、枠工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385G110 防災カルテ 擁壁 擁壁工、その他基礎補強 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385G120 防災カルテ 擁壁 
擁壁前面洗堀防止工、 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385G130 防災カルテ 擁壁 
擁壁前面洗堀防止工、 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385G140 防災カルテ 擁壁 擁壁工、その他基礎補強 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385G150 防災カルテ 擁壁 擁壁工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385G160 防災カルテ 擁壁 擁壁工、地表水排除工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385G170 要対策 擁壁 擁壁工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385G180 防災カルテ 擁壁 擁壁工、地表水排除工 

一国 ３８５号 那珂川市 五ヶ山 L385G190 防災カルテ 擁壁 擁壁工、ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工、枠工

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385G200 防災カルテ 擁壁 擁壁工、その他基礎補強 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385G210 防災カルテ 擁壁 枠工、擁壁前面洗堀防止工

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385G220 防災カルテ 擁壁 擁壁工 

一国 ３８５号 那珂川市 市ノ瀬 L385G240 防災カルテ 擁壁 
擁壁工、 

擁壁前面洗堀防止工 

一国 ３８５号 那珂川市 不入道 L385G250 防災カルテ 擁壁 
擁壁工、 

擁壁前面洗堀防止工 

一国 ３８５号 那珂川市 不入道 L385G260 防災カルテ 擁壁 擁壁工 

一国 ３８５号 那珂川市 不入道 L385G270 防災カルテ 擁壁 
擁壁工、 

擁壁前面洗堀防止工 

一国 ３８５号 那珂川市 不入道 L385G280 防災カルテ 擁壁 
擁壁工、 

擁壁前面洗堀防止工 

一国 ３８５号 那珂川市 不入道 L385G290 防災カルテ 擁壁 
擁壁工、 

擁壁前面洗堀防止工 

        

        

        

        

        

        

        

（福岡県地域防災計画による） 

資料編　1ー58



山腹崩壊危険地区一覧 

（民有林） 

（令和元年８月現在） 

番号 
位置 保全対象 

危険度

ランク市町村 大字 字 
人家 50

戸以上 

人家 49～

10戸 

人家 9～

5戸 

人家 4戸

以下 

公共施設

(道路除く)
道路

001 那珂川市 後野 早口    3  他 C 

002 那珂川市 後野 早口    4  他 C 

003 那珂川市 後野 柳河    1  他 C 

004 那珂川市 後野 妙見  15    他 B 

005 那珂川市 西隈 ドウノマ 63     国 B 

006 那珂川市 西隈 クマモト  33   1 国 A 

007 那珂川市 西隈 西山口  11    他 B 

008 那珂川市 別所 松尾  44    国 B 

009 那珂川市 別所 次郎丸  15    他 B 

010 那珂川市 別所 次郎丸  14    県 B 

011 那珂川市 別所 三好   7   県 C 

012 那珂川市 西畑 照戸  11    県 B 

013 那珂川市 西畑 サカノウエ  36    他 B 

014 那珂川市 西畑 照戸  31    他 B 

015 那珂川市 西畑 ハギノハル  17    他 B 

016 那珂川市 西畑 小中    4  県 C 

017 那珂川市 西畑 イシビツ    2  他 C 

018 那珂川市 西畑 ホドミ  29   1 県 B 

019 那珂川市 西畑 芋生   7   他 C 

020 那珂川市 南面里 小森   7   他 C 

021 那珂川市 西畑 芋生   6   他 C 

022 那珂川市 別所 カミベツシヨ  24    県 B 

023 那珂川市 別所 キヨウウラ 114     他 B 

024 那珂川市 成竹 テラグラ  14    他 B 

025 那珂川市 市ノ瀬 堀切  10    他 B 

026 那珂川市 五ケ山 ウツノ    1  国 C 

027 那珂川市 五ケ山 イチノコウチ      国 C 

028 那珂川市 五ケ山 網取    2  国 C 

029 那珂川市 五ケ山 ヒラノ      国 C 

030 那珂川市 五ケ山 井柳      県 C 

031 那珂川市 五ケ山 大野      県 C 

032 那珂川市 市ノ瀬 大谷    2  他 B 

033 那珂川市 市ノ瀬 黒木  13    他 B 

034 那珂川市 市ノ瀬 オオウラ  30    国 A 

035 那珂川市 市ノ瀬 日吉前 94     国 A 

036 那珂川市 埋金 多々良   7   他 C 

037 那珂川市 埋金 榎ノ木    1  他 C 

038 那珂川市 埋金 ウメガネ  34    他 B 

039 那珂川市 埋金 ウメガネ  29    他 B 

040 那珂川市 埋金 水ヶ谷   6  1 他 B 

041 那珂川市 山田 出口  18    国 B 

042 那珂川市 五郎丸 タニ  23    県 B 

043 那珂川市 上梶原 前田  24    県 B 

044 那珂川市 上梶原 中ノ瀬    3  県 C 
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番号 
位置 保全対象 

危険度

ランク市町村 大字 字 
人家 50

戸以上 

人家 49～

10戸 

人家 9～

5戸 

人家 4戸

以下 

公共施設

(道路除く)
道路

045 那珂川市 中原 深原  16    県 B 

 

（国有林） 

（令和元年８月現在） 

番号 
位置 保全対象 

摘要 
市町村 大字 人家数 公共施設の種類 公共施設の数量 道路の種類

1 那珂川市 五ヶ山 10   町道  

2 那珂川市 市ﾉ瀬 1   国道  

3 那珂川市 市ﾉ瀬 2   国道  

 

 

崩壊土砂流出危険地区一覧 

（民有林） 

（令和元年８月現在） 

番号 
位置 保全対象 

危険度

ランク市町村 大字 字 
人家 50

戸以上 

人家 49～

10戸 

人家 9～

5戸 

人家 4戸

以下 

公共施設

(道路除く)
道路

001 那珂川市 後野 早口 80     他 B 

002 那珂川市 別所 次郎丸  20    他 A 

003 那珂川市 別所 長尾  11    県 B 

004 那珂川市 別所 ウソヤマ  24    県 B 

005 那珂川市 別所 三好  46    県 B 

006 那珂川市 西畑 照戸  26    他 B 

007 那珂川市 西畑 ムカイバル  18    他 B 

008 那珂川市 西畑 萩原   8   他 C 

009 那珂川市 西畑 小中  32    県 B 

010 那珂川市 西畑 小中  34    県 A 

011 那珂川市 西畑 大山  30   1 県 A 

012 那珂川市 西畑 イモオ  28    他 A 

013 那珂川市 南面里 オバタザカ   9   他 A 

014 那珂川市 南面里 クロタニ    2  他 B 

015 那珂川市 南面里 ムカイ  12    他 A 

016 那珂川市 成竹 マエトウゲ  38    他 A 

017 那珂川市 成竹 オオバル(1)   6   国 A 

018 那珂川市 成竹 オオバル(2)  10    他 B 

019 那珂川市 市ノ瀬 サルヤマ(1)   9   国 B 

020 那珂川市 市ノ瀬 サルヤマ(2)   6   国 B 

021 那珂川市 五ケ山 ウツオ      国 B 

022 那珂川市 五ケ山 綱取      国 B 

023 那珂川市 五ケ山 綱取    1  国 B 

024 那珂川市 五ケ山 浦山      国 C 

025 那珂川市 五ケ山 大野      県 B 

026 那珂川市 五ケ山 イヤナギ      他 C 

027 那珂川市 五ケ山 倉谷      他 C 

028 那珂川市 五ケ山 ハルガシラ      国 B 
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番号 
位置 保全対象 

危険度

ランク市町村 大字 字 
人家 50

戸以上 

人家 49～

10戸 

人家 9～

5戸 

人家 4戸

以下 

公共施設

(道路除く)
道路

029 那珂川市 五ケ山 サクラダニ      他 C 

030 那珂川市 五ケ山 シモキタガワ    4  他 C 

031 那珂川市 五ケ山 シモキタガワ   8   国 C 

032 那珂川市 市ノ瀬 中ノ原  12    国 B 

033 那珂川市 市ノ瀬 大谷  12    国 A 

034 那珂川市 市ノ瀬 苗ノ尾  11    他 A 

035 那珂川市 市ノ瀬 大谷  16    国 B 

036 那珂川市 市ノ瀬 黒木  13    国 A 

037 那珂川市 市ノ瀬 キノミザカ  15    国 B 

038 那珂川市 埋金 タタラ  43    国 B 

039 那珂川市 埋金 サカタニ    4  他 C 

040 那珂川市 不入道 ジベツトウ  21    他 A 

041 那珂川市 山田 荒谷  27    他 A 

042 那珂川市 上梶原 梶原ハル    3  他 C 

043 那珂川市 上梶原 ジベツトウ  40    県 B 

044 那珂川市 上梶原 江ノ木谷  47    県 B 

045 那珂川市 上梶原 内河  17    他 A 

046 那珂川市 上梶原 内河  12    他 A 

047 那珂川市 松木 ヒライシ  12    県 B 

 

 

（国有林） 

（令和元年８月現在） 

番号 
位置 保全対象 

摘要
市町村 大字 人家数 公共施設の種類 公共施設の数量 道路の種類 

1 那珂川市 五ヶ山 16   県道  

2 那珂川市 成竹 83   国道  

3 那珂川市 西畑 33   町道  

（福岡県地域防災計画による） 
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災害危険区域内の要配慮者利用施設一覧 

（１）洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設 

（令和３年２月現在） 

施設名 所在地 電話番号 サービス種類 

はびりすサポートこはる日和 今光 1-88 BON Tour602 080-4313-9984
児童発達支援、保育所等訪問

支援、放課後等デイサービス 

コペルプラス 那珂川教室 片縄 9-44 408-2163 児童発達支援 

ぶーやん福岡 ごろうまる 五郎丸 1-72 555-2346 放課後等デイサービス 

放課後サポートクラブ ばんび 今光 1-123 1F 408-7808 放課後等デイサービス 

ちゃれんじくらぶ 那珂川教室 今光 4-71-1-201 408-9267 放課後等デイサービス 

放課後等デイサービス ふたば 山田 1020 408-8577 放課後等デイサービス 

さくら２号館 西隈 3-3-18 555-4141 放課後等デイサービス 

放課後等デイサービス さくら

西隈館 
西隈 3-5-10 555-4141 放課後等デイサービス 

ＵＮＩＣＯ 那珂川 
片縄東 1-21-3 勝野ビ

ル 1Ｆ 5，6号室 
408-8086 放課後等デイサービス 

就労移行支援事業所 ディア・

ディア 
今光 1-123 2F 408-8006 

就労移行支援（一般型）、就

労定着支援 

クックチャム マイシャンス 別所 551-1 951-5599 就労継続支援（Ａ型） 

ぽると 片縄北 3-10-7 951-2020 就労継続支援（Ｂ型） 

ひだまり 片縄 2-1-102A 287-3195 就労継続支援（Ｂ型） 

就労継続支援B型 ソライコ 仲 3-10-4 408-5660 就労継続支援（Ｂ型） 

ハッピー！ハッピー！！ 今光 6-66-2 953-7417 生活介護 

生活介護 さくら館 西隈 3-3-18 403-4422 生活介護、短期入所 

グループホーム やまもも 不入道 366-4 408-6288 短期入所、共同生活援助 

ショートステイやまと 安徳 555 402-3456 
短期入所生活(療養)介護（シ

ョートステイ） 

ゆうゆうシニア館・那珂川 今光 8-3-13 952-2211 
特定施設入居者生活介護、有

料老人ホーム（介護付） 

ゆるり 成竹字寺倉 918 953-6280 有料老人ホーム（住宅型） 

グランドＧ－１ 道善 1-121 951-1165 有料老人ホーム（住宅型） 

八重の杜 今光 1-135 953-6800 

有料老人ホーム（介護付）、

特定施設入居者生活介護、短

期入所生活(療養)介護（ショ

ートステイ） 

なかがわ苑 別所 579 952-5080 軽費老人ホーム（旧A型） 

あした天気になぁれ 片縄東 1-25-7 534-6888 サービス付高齢者向け住宅 

ごう脳神経外科クリニック 山田 1150-1 951-5219 医療機関 

諸岡整形外科病院 片縄 3-81 952-8888 医療機関 

諸岡整形外科クリニック 片縄 3-101 954-0555 医療機関 

中央保育所 東隈 1-12-1 952-5101 認可保育所 
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施設名 所在地 電話番号 サービス種類 

青葉保育園（本園） 今光 4-100 953-1611 認可保育所 

那珂の森保育園 五郎丸 3-16-1 952-0585 認可保育所 

なかがわ保育園 道善 257-1 952-2461 認可保育所 

那珂川道善コスモス保育園 道善 1-45 951-3151 認可保育所 

バディスポーツ幼育園博多南校 五郎丸 1-97 953-7222 認定こども園、届出保育施設 

どんぐり保育園 
五郎丸 1-76 コーポミ

ニユンボ１F 
953-5530 届出保育施設 

リリィ保育園 
後野 2-8-28（ウインハ

イム那珂川1F） 
952-9292 届出保育施設 

風の谷のはら保育園 今光 3-57 287-0990 企業主導型保育施設 

くりのみ保育園 片縄 1-68 953-5675 企業主導型保育施設 

岩戸幼稚園 西隈 1-9-17 952-2006 幼稚園 

岩戸北幼稚園 恵子 1-1-2 952-5054 幼稚園 

那珂川第二幼稚園 五郎丸 3-17-1 953-0222 幼稚園 

岩戸小学校 西隈 2-6-43 952-2108 小学校 

岩戸北小学校 恵子 1-1-1 952-4883 小学校 

安徳北小学校 五郎丸 1-11 952-4899 小学校 

那珂川中学校 仲 3-19-1 952-2111 中学校 

 

（２）土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設 

（令和３年２月現在） 

施設名 所在地 電話番号 サービス種類 

障害福祉サービス事業所 

やまもも 
不入道 414-1 951-2075 就労継続支援（Ｂ型） 

ひまわりらんど なかがわ 市ノ瀬 360 555-7461 就労継続支援（Ｂ型）、放課後等デイサービス

生活介護 さくら館 西隈 3-3-18 403-4422 生活介護、短期入所 

南畑幼稚園 埋金 811-1 952-2095 幼稚園 

南畑小学校 埋金 530-1 952-2007 小学校 
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