
全箇所の一覧表「市町村をまたがる箇所の一覧表」

令和4年2月22日　鹿児島県砂防課

土砂災害警戒区域等が
通知されていない市町村

指定済みの市町村 箇所番号 箇所名 所在地 警戒区域指定日 特別警戒区域指定日

指宿市 kyu210-0011-02,03 三反田1 指宿市小牧字三反田 令和2年5月15日
令和2年5月15日
※kyu201-0011-02は，注1

kyu363-0090-03 中川3 日置市伊集院町中川字中川 平成17年3月29日 令和3年4月2日

kyu363-0047-01,02,04 竹之山1 日置市伊集院町竹之山字竹之山 平成17年3月29日 令和3年4月2日

kyu363-0091-03 中川4 日置市伊集院町中川字中川 平成17年3月29日 令和3年4月2日

kyu363-0092-02 中川5 日置市伊集院町中川字中川 平成17年3月29日 令和3年4月2日(注1)

kyu363-0105 麦生田東3 日置市伊集院町麦生田字麦生田東 平成17年3月29日 令和3年4月2日

kyu363-0106 麦生田東4 日置市伊集院町麦生田字麦生田東 平成17年3月29日 令和3年4月2日

kyu363-0190-03 清藤5 日置市伊集院町清藤字高岡 平成17年3月29日 令和3年4月2日

kyu363-0196-02 下土橋7 日置市伊集院町清藤字尾長山平 平成17年3月29日 令和3年4月2日

kyu363-0433-01 山ノ口1 日置市伊集院町上神殿字山ノ口 令和3年4月2日 令和3年4月2日

kyu363-0439 山内2 日置市伊集院町上神殿字山内 令和3年4月2日 令和3年4月2日(注1)

kyu367-216 印口4 日置市吹上町字印口 平成17年3月29日 指定なし(注2)

dok362-067 重平山1 日置市東市来町養母 平成17年3月29日 指定なし(注2)

dok362-0068 重平山2 日置市東市来町養母 平成17年3月29日 指定なし(注2)

kyu368-0016-01 長谷5 南さつま市金峰町大坂字壱本松 平成17年3月29日 令和2年9月18日

kyu368-0024 長谷11 南さつま市金峰町大坂字塚谷下 平成17年3月29日 令和2年9月18日

dok368-0011 長谷4 南さつま市金峰町字長谷 平成17年3月29日 指定なし(注2)

dok368-012 長谷5 南さつま市金峰町字長谷 平成17年3月29日 指定なし(注2)

dok345-0003 馬立1 南九州市川辺町清水字鼡堂 令和元年11月26日 令和元年11月26日(注1)

dok345-0004 馬立2 南九州市川辺町清水字鼡堂 令和元年11月26日 令和元年11月26日(注1)

kyu442-0590 高牧1 姶良市平松字高牧 平成17年3月29日 令和2年11月27日

kyu442-0592 高牧3 姶良市平松字高牧 平成17年3月29日 指定なし(注2)

kyu442-0593 福ヶ野1 姶良市平松字福ヶ野 平成17年3月29日 令和2年11月27日(注1)

kyu442-0597 福ヶ野3 姶良市字福ヶ野 平成17年3月29日 指定なし(注2)

kyu442-0599 福ヶ野4 姶良市字福ヶ野 平成17年3月29日 指定なし(注2)

dok442-0269 福ヶ野3 姶良市平松字福ヶ野 平成17年3月29日 令和2年11月27日(注1)

dok442-0270 福ヶ野4 姶良市平松字福ヶ野 平成17年3月29日 令和2年11月27日(注1)

dok442-0285 福ヶ野6 姶良市平松字福ヶ野 令和2年11月27日 令和2年11月27日(注1)

dok442-0288 福ヶ野5 姶良市平松字福ヶ野 平成17年3月29日 令和2年11月27日(注1)

dok442-0262 高牧2 姶良市平松高牧 平成17年3月29日 令和2年11月27日

kyu214-0247 新城10 垂水市新城 平成20年9月24日 平成20年9月24日

kyu214-0248 新城11 垂水市新城 平成20年9月24日 平成20年9月24日

dok214-0233 高塚1 垂水市大字新城字高塚 平成20年9月24日 平成20年9月24日(注1)

kyu484-0001-02,03 笠野1 肝属郡肝付町富山字笠野 平成28年11月8日
平成28年11月8日
※kyu484-0001-2は，注1

kyu484-0067-02,03 論地1 肝付郡肝付町後田字論地 平成28年11月8日 平成28年11月8日

kyu484-0080-02,04 論地2 肝属郡肝付町後田字論地 平成28年11月8日
平成28年11月8日
※kyu484-0080-04は，注1

kyu401-0183 越地3 出水市野田町上名字越地 平成18年3月31日　急・下田代3（阿久根市）で指定 令和3年11月2日

kyu401-0041-1 川平1 出水市野田町上名字川平 平成18年7月14日 指定なし(注2)

kyu401-0042-02 村下1 出水市野田町上名字村下 令和3年2月16日 令和3年2月16日(注1)

dok401-026 受口1 出水市野田町下名字受口 平成18年3月31日 指定なし(注2)

dok401-028 受口2 出水市野田町下名字受口 平成18年3月31日 指定なし(注2)

dok401-031 受口5 出水市野田町上名字受口 平成18年7月14日 指定なし(注2)　

dok401-033 大丸1 出水市野田町上名字大丸 平成18年7月14日 指定なし(注2)　

dok401-0034 大丸2 出水市野田町上名字大丸 平成18年11月2日 令和3年11月2日(注1)

dok401-051 大丸3 出水市野田町上名字大丸 平成18年7月14日 指定なし(注2)

dok401-0092 越地7 出水市野田町越地字越地 平成18年3月31日 令和3年11月2日(注1)

dok401-0094 越地9 出水市野田町越地字越地 平成18年3月31日 令和3年2月16日(注1)

dok402-0001 矢野1 出水市高尾野町江内字矢野 平成18年7月14日 令和3年2月16日(注1)

dok402-0002 矢野2 出水市高尾野町江内字矢野 平成18年7月14日 令和3年2月16日(注1)

dok402-0013 連尺野1 出水市高尾野町江内字連尺野 平成18年7月14日 指定なし(注2)

kyu206-0562 長谷8 阿久根市鶴川内字長谷 平成18年7月14日 指定なし(注2)

kyu206-1350-01,02 木佐木野1 阿久根市鶴川内字木佐木野 平成18年7月14日 指定なし(注2)

kyu206-1351 木佐木野3 阿久根市鶴川内字木佐木野 平成18年7月14日 指定なし(注2)

dok206-0001 西川内1 阿久根市脇本字西川内 令和3年1月19日 令和3年1月19日(注1)

dok206-0158 桑原5 阿久根市鶴川内字桑原 平成18年3月31日 指定なし(注2)

指宿市 鹿児島市 kyu321-0280-02 久保園中4 鹿児島市喜入生見町久保園中 平成20年8月22日 令和3年3月5日

kyu203-0153 石ノ本1 鹿屋市花里字石ノ本 令和2年12月18日 令和2年12月18日

kyu203-0204 畑田1 鹿屋市古江町古江畑田 令和2年12月18日 令和2年12月18日

いちき串木野市 kyu205-0092-04 冠岳20 いちき串木野市冠岳 平成29年1月10日 平成29年1月10日

姶良市 dok442-0006 木場1 姶良市北山字大平 令和2年11月27日 令和2年11月27日(注1)

kyu384-0452 地蔵ヶ宇都1 薩摩郡さつま町久富木地蔵ヶ宇都 平成22年10月15日 平成22年10月15日

dok384-0448 杉ノ丸1 薩摩郡さつま町久富木 平成22年10月15日 平成22年10月15日

dok386-0202 一本松1 薩摩郡さつま町中津川一本松 平成23年12月9日 指定なし(注2)

dok386-0203 柚木谷1 薩摩郡さつま町中津川柚木谷 平成23年12月9日 平成23年12月9日(注1)

dok386-0204 柚木谷2 薩摩郡さつま町中津川柚木谷 平成23年12月9日 指定なし(注2)

dok386-0205 外川内1 薩摩郡さつま町中津川外川内 平成23年12月9日 平成23年12月9日(注1)

dok386-0206 外川内2 薩摩郡さつま町中津川外川内 平成23年12月9日 指定なし(注2)

dok386-0207 外川内3 薩摩郡さつま町中津川外川内 平成23年12月9日 指定なし(注2)

dok386-0208 助平1 薩摩郡さつま町中津川助平 平成23年12月9日 平成23年12月9日(注1)

dok386-0209 助平2 薩摩郡さつま町中津川助平 平成23年12月9日 平成23年12月9日(注1)

dok386-0276 助平3 薩摩郡さつま町中津川助平 平成23年12月9日 指定なし(注2)

dok386-0277 梨木段1 薩摩郡さつま町中津川梨木段 平成23年12月9日 平成23年12月9日(注1)

dok386-0278 梨木段2 薩摩郡さつま町中津川梨木段 平成23年12月9日 平成23年12月9日(注1)
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kyu201-1520-01,03 柳ヶ谷2 鹿児島市中山町柳ヶ谷 平成20年4月22日 令和3年3月19日

kyu201-1654 西山2 鹿児島市下福元町西山 平成20年4月22日 令和3年3月19日

kyu364-0090 角免1 鹿児島市平田町角免 平成18年3月3日 令和2年12月18日(注1)

kyu364-0194 直木1 鹿児島市直木町直木 平成18年3月3日 令和2年12月18日

kyu364-0195 直木2 鹿児島市直木町直木 平成18年3月3日 令和2年12月18日

kyu364-0234 下原4 鹿児島市入佐町下原 平成20年8月22日 令和2年12月18日

kyu364-0243-02,04 下原5 鹿児島市入佐町下原 平成20年8月22日 令和2年12月18日

kyu364-0258-01,04,05,06 平木場1 鹿児島市入佐町平木場 平成20年8月22日
令和2年12月18日
※kyu364-0258-04は，注1

kyu364-0291 高田3 鹿児島市入佐町高田 平成20年8月22日 令和2年12月18日

kyu364-0295-03,06 入田本坊1 鹿児島市上谷口町入田本坊 平成20年8月22日
令和2年12月18日
※kyu364-0295-03は，注1

kyu364-0343-03 入田1 鹿児島市上谷口町入田 平成20年8月22日 令和2年12月18日

kyu364-0438-01 高田4 鹿児島市入佐町高田 令和2年12月18日 令和2年12月18日

kyu365-0002-01 仕明2 鹿児島市郡山岳町仕明 平成20年8月22日 令和3年3月9日

kyu365-0003-02 仕明3 鹿児島市郡山岳町仕明 平成20年8月22日 令和3年3月9日(注1)

kyu365-0004 仕明4 鹿児島市郡山岳町仕明 平成20年8月22日 令和3年3月9日(注1)

kyu365-0006 仕明6 鹿児島市郡山岳町仕明 平成20年8月22日 令和3年3月9日

dok365-0002 仕明1 鹿児島市郡山岳町仕明 平成20年8月22日 令和3年3月9日

dok365-0005 仕明3 鹿児島市郡山岳町仕明 平成20年8月22日 令和3年3月9日(注1)

dok365-0007 仕明5 鹿児島市郡山岳町仕明 平成20年8月22日 令和3年3月9日(注1)

dok365-0008 仕明6 鹿児島市郡山岳町仕明 平成20年8月22日 令和3年3月9日(注1)

kyu381-0547-01,02 藤本3 薩摩川内市樋脇町大字市比野字上藤本 平成28年1月22日 平成28年1月22日(注1)

kyu381-0548-05 藤本4 薩摩川内市樋脇町大字市比野字上藤本 平成28年1月22日 平成28年1月22日

dok381-0204 大平5 薩摩川内市樋脇町市比野字大平 平成28年1月22日 平成28年1月22日(注1)

dok381-0206 大平7 薩摩川内市樋脇町市比野字大平 平成28年1月22日 平成28年1月22日(注1)

dok381-0207 火打小野1 薩摩川内市樋脇町市比野字火打小野 令和3年1月26日 指定なし（注2）

kyu368-001 観音河内1 南さつま市観音河内 平成17年3月29日 指定なし（注2）

Dok368-003 観音河内3 南さつま市観音河内 平成17年3月29日 指定なし（注2）

Dok368-005 観音河内5 南さつま市観音河内 平成17年3月29日 指定なし（注2）

Dok368-038 大野1 南さつま市大野 平成17年3月29日 指定なし（注2）

Dok368-039 大野2 南さつま市大野 平成17年3月29日 指定なし（注2）

Dok368-040 大野3 南さつま市大野 平成17年3月29日 指定なし（注2）

kyu212-0199-01,07,08 本戸3 霧島市国分川内字本戸 令和3年1月19日 令和3年1月19日

kyu451-0036-02 岩戸11 霧島市福山町佳例川岩戸 令和3年1月19日 令和3年1月19日

Dok441-0012 市野々1 姶良市加治木町字市野々 平成17年3月29日 指定なし（注2）

Dok441-0013 市野々2 姶良市加治木町 平成17年3月29日 指定なし（注2）

dok441-0015 市野々3 姶良市加治木町西別府市ノ野 平成17年3月29日 令和2年11月27日(注1)

dok441-0018 市野1 姶良市加治木町辺川市之野 平成17年3月29日 令和2年11月27日(注1)

dok441-0021 市野2 姶良市加治木町辺川蒲生堀町 平成17年3月29日 令和2年11月27日(注1)

Dok441-0088 市野々4 姶良市加治木町字市野々 平成17年3月29日 指定なし(注2)

dok386-0271 小谷頭1 薩摩郡さつま町永野字小谷頭 平成22年10月15日 平成22年10月15日(注1)

dok386-0282 段小山平1 薩摩郡さつま町永野 平成22年10月15日 平成22年10月15日(注1)

dok386-0284 段小山平2 薩摩郡さつま町永野 平成22年10月15日 平成22年10月15日(注1)

jis386-2002 金山1 薩摩郡さつま町金山 令和3年2月16日 指定なし(注2)

kyu446-0267-01 雨堤3 湧水町幸田字雨堤 平成30年9月11日 平成30年9月11日(注1)

kyu446-0475-04 与市ヶ谷1 湧水町木場字与市ヶ谷 平成30年9月11日 平成30年9月11日

kyu446-0480-03 越ヶ谷1 湧水町木場字稲狩迫 平成30年9月11日 平成30年9月11日

kyu446-0481-01 稲狩迫1 湧水町木場字稲狩迫 平成30年9月11日 平成30年9月11日

kyu202-1560 前田1 薩摩川内市木場茶屋町字前田 平成18年3月31日 指定なし(注2)

kyu202-1562 小吹1 薩摩川内市木場茶屋町字小吹 平成18年7月14日 指定なし(注2)

dok202-0668 土川2 薩摩川内市寄田町字土川 令和3年1月26日 令和3年1月26日(注1)

dok381-0139 野下1 薩摩川内市樋脇町大字市比野字下野下 平成28年1月22日 平成28年1月22日(注1)

dok362-0032 鉾谷1 日置市東市来町湯田鉾谷 令和3年4月2日 令和3年4月2日

dok362-0033 鉾谷2 日置市東市来町湯田鉾谷 令和3年4月2日 令和3年4月2日

kyu201-1676-03,05 岩屋24 鹿児島市下福元町岩屋 平成20年4月22日
令和3年3月19日
※kyu201-1676-03は，注1

kyu201-1800-02 西谷10 鹿児島市下福元町西谷 平成20年4月22日 令和3年3月19日

kyu201-2005 岩屋26 鹿児島市下福元町岩屋 令和3年3月19日 令和3年3月19日

dok201-0295 岩屋1 鹿児島市下福元町岩屋 平成20年4月22日 令和3年3月19日(注1)

dok201-0296 岩屋2 鹿児島市下福元町岩屋 平成20年4月22日 指定なし(注2)

dok201-0297 岩屋3 鹿児島市下福元町岩屋 平成20年4月22日 令和3年3月19日(注1)

dok201-0298 岩屋4 鹿児島市下福元町岩屋 平成20年4月22日 指定なし(注2)

dok201-0299 西谷1 鹿児島市下福元町西谷 平成20年4月22日 令和3年3月19日

dok201-0300 西谷2 鹿児島市下福元町西谷 平成20年4月22日 指定なし(注2)

日置市 Dok367-187 瀬谷1 日置市瀬谷 平成17年3月29日 指定なし(注2)

南九州市 dok345-0005 石神1 南九州市川辺町神殿字石神 令和2年9月18日 令和2年9月18日(注1)

kyu461-0244-02 大田尾1 曽於市大隅町月野字大田尾 令和2年12月18日 令和2年12月18日

kyu461-0245-01 大田尾2 曽於市大隅町月野字大田尾 令和2年12月18日 令和2年12月18日

kyu464-0045-05 谷ノ口下1 曽於市末吉町南之郷字谷ノ口下 令和2年12月18日 令和2年12月18日

dok464-0007 フジキ谷1 曽於市末吉町南之郷 令和2年12月18日 令和2年12月18日(注1)

kyu468-0025 後迫1 曽於郡大崎町野方字後迫 平成31年3月12日 平成31年3月12日

kyu468-0026 松ヶ迫1 曽於郡大崎町野方字松ヶ迫 平成31年3月12日 平成31年3月12日

kyu468-0073 上牧1 曽於郡大崎町井俣字上牧 平成31年3月12日 平成31年3月12日

kyu468-0107 東川1 曽於郡大崎町野方字東川 平成31年3月12日 平成31年3月12日

kyu468-0109 東川2 曽於郡大崎町野方字東川 平成31年3月12日 平成31年3月12日(注1)

日置市

鹿児島市

薩摩川内市

南さつま市

曽於市 霧島市

霧島市

姶良市

さつま町

湧水町

志布志市

曽於市

大崎町

いちき串木野市

薩摩川内市

日置市

南さつま市

鹿児島市



全箇所の一覧表「市町村をまたがる箇所の一覧表」

令和4年2月22日　鹿児島県砂防課

土砂災害警戒区域等が
通知されていない市町村

指定済みの市町村 箇所番号 箇所名 所在地 警戒区域指定日 特別警戒区域指定日

kyu201-1865 火の河原2 鹿児島市平川町火の河原 平成20年4月22日 令和3年3月19日(注1)

kyu201-1920－01 高野11 鹿児島市平川町高野 平成20年4月22日 令和3年3月19日(注1)

dok201-0336 火の河原1 鹿児島市平川町火の河原 平成20年4月22日 令和3年3月19日(注1)

dok201-0337 火の河原2 鹿児島市平川町火の河原 平成20年4月22日 令和3年3月19日(注1)

dok201-0338 火の河原3 鹿児島市平川町火の河原 平成20年4月22日 令和3年3月19日

指宿市 dok324-0002 物袋2 指宿市開聞町開聞十町字物袋 令和2年5月15日 令和2年5月15日

kyu211-367 塩土2 南さつま市加世田内山田字金之穴 平成18年9月19日 指定なし(注2)

kyu368-0057-02 瀧ノ下2 南さつま市金峰町大坂字瀧ノ下 令和2年9月18日 令和2年9月18日

kyu368-0070－01,02 田ノ平7 南さつま市金峰町大坂字上松葉江 平成17年3月29日 令和2年9月18日

dok368-0025 阿久谷2 南さつま市金峰町大坂字瀧ノ下 平成17年3月29日 令和2年9月18日(注1)

dok368-0026 阿久谷3 南さつま市金峰町大坂字瀧ノ下 平成17年3月29日 令和2年9月18日(注1)

dok368-012 長谷5 南さつま市金峰町字長谷 平成17年3月29日 指定なし(注2)

さつま町 dok386-0058 柿木1 薩摩郡さつま町大字求名字柿木 平成21年12月22日 平成21年12月22日

dok446-0002 一ッ枝1 姶良郡湧水町稲葉崎字一ッ枝 平成30年9月11日 指定なし(注2)

dok446-0031 鉄山1 姶良郡湧水町幸田字鉄山 平成30年9月11日 平成30年9月11日(注1)

kyu301-0029-01 佐山1 鹿児島市西佐多町桑之丸 平成20年4月22日 令和3年3月26日

kyu301-0232 涼松2 鹿児島市本城町涼松 平成20年4月22日 令和3年3月26日

kyu301-0241 女尻5 鹿児島市本城町女尻 平成20年4月22日 令和3年3月26日

kyu301-0242-01 女尻6 鹿児島市本城町女尻 平成20年4月22日 令和3年3月26日

kyu365-0373 岩戸13 鹿児島市花尾町字岩戸 平成20年8月22日 指定なし(注2)

kyu382-0456-01 長野上4 薩摩川内市入来町浦之名弥太郎 平成26年1月17日 平成26年1月17日

dok387-098 熊川内1 薩摩川内市祁答院町黒木 平成25年1月11日 平成25年1月11日（注1）

dok387-102 桐木々場1 薩摩川内市祁答院町黒木 平成25年1月11日 平成25年1月11日（注1）

dok387-103 桐木々場2 薩摩川内市祁答院町黒木 平成25年1月11日 平成25年1月11日

dok387-104 日当平1 薩摩川内市祁答院町黒木 平成25年1月11日 平成25年1月11日

dok387-106 日当平2 薩摩川内市祁答院町黒木 平成25年1月11日 平成25年1月11日

dok387-107 日当平3 薩摩川内市祁答院町黒木 平成25年1月11日 平成25年1月11日

dok387-273 松ノ川内6 薩摩川内市祁答院町藺牟田 平成26年1月17日 平成26年1月17日（注1）

dok387-276 阿部松阪1 薩摩川内市祁答院町藺牟田 平成26年1月17日 平成26年1月17日（注1）

dok387-277 阿部松阪2 薩摩川内市祁答院町藺牟田 平成26年1月17日 平成26年1月17日（注1）

dok387-0280 松ノ川内3 薩摩川内市祁答院町藺牟田松ノ川内 平成25年1月11日 平成25年1月11日（注1）

kyu450-0275-03 小牧1 霧島市隼人町小浜字小牧 令和2年1月10日 令和2年1月10日

dok444-0088 竹山7 霧島市竹山 平成17年3月29日 指定なし（注2）

kyu387-0486 萩之段2 薩摩川内市祁答院町藺牟田字萩之段 平成26年1月17日 平成26年1月17日

kyu387-1413 東尾鹿倉1 薩摩川内市祁答院町黒木東尾鹿倉 平成25年1月11日 平成25年1月11日

kyu387-1433 菊地田4 薩摩川内市祁答院町下手字菊地田 平成25年1月11日 平成25年1月11日

dok387-0006 藤森1 薩摩川内市祁答院町黒木藤森 平成25年1月11日 平成25年1月11日（注1）

dok387-0007 枯楠1 薩摩川内市祁答院町黒木枯楠 平成25年1月11日 平成25年1月11日（注1）

dok387-0058 山神迫3 薩摩川内市祁答院町黒木山神迫 平成25年1月11日 平成25年1月11日（注1）

dok387-0119 菊地田2 薩摩川内市祁答院町下手字菊地田 平成25年1月11日 平成25年1月11日（注1）

dok387-0120 鍛冶屋ケ丸1 薩摩川内市祁答院町下手字鍛冶屋ケ丸 平成25年1月11日 平成25年1月11日（注1）

kyu445-0275-01,05 口屋ノ谷1 霧島市横川町上ノ字口屋ノ谷 令和2年1月10日 令和2年1月10日

kyu445-0277 口屋ノ谷2 霧島市横川町上ノ字口屋ノ谷 令和2年1月10日 令和2年1月10日（注1）

dok445-0132 奥ノ谷1 霧島市横川町上ノ字奥ノ谷 令和2年1月10日（注1） 指定なし（注2）

dok446-0024 裏谷1 湧水町大字幸田字裏谷 平成30年9月11日 平成30年9月11日

dok446-0025 金迫1 湧水町大字幸田字金迫 平成30年9月11日 平成30年9月11日（注1）

kyu445-0002-01 餘り1 霧島市横川町中ノ餘り 平成29年3月14日 平成29年3月14日（注1）

kyu448-0040-01,02 與市ヶ谷1 霧島市牧園町万膳字荻の平 平成29年3月14日 平成29年3月14日

kyu448-0042 栄良尾1 霧島市牧園町万膳字栄良尾 平成29年3月14日 平成29年3月14日

dok445-0026 奈良迫1 霧島市横川町中ノ奈良迫 平成29年3月14日 平成29年3月14日（注1）

dok448-0011 與市ヶ谷1 霧島市牧園町万膳字與市ヶ谷 平成29年3月14日 平成29年3月14日

dok448-0013 栄良尾1 霧島市牧園町万膳字栄良尾 平成29年3月14日 平成29年3月14日（注1）

鹿屋市 kyu481-0003-04 上ノ切1 鹿屋市串良町細山田字上ノ切 令和2年12月18日 令和2年12月18日

kyu467-0116 池頭1 志布志市有明町野神字池頭 平成31年3月12日 平成31年3月12日

kyu467-0075-05 上苑1 志布志市有明町大字野井倉字上苑 平成26年1月28日 平成26年1月28日

kyu467-0110-02 清水4 志布志市有明町原田 平成26年1月28日 平成26年1月28日

kyu467-0134 堀切1 志布志市有明町野神字堀切 平成31年3月12日 平成31年3月12日

kyu467-0137-02 瀬戸口2 志布志市有明町野神字瀬戸口 平成31年3月12日 平成31年3月12日（注1）

kyu482-0005 下市園1 東串良町岩弘字下市園 平成31年3月12日 平成31年3月12日（注1）

kyu482-0010-02 牧ノ内3 東串良町岩弘字牧ノ内 平成31年3月12日 平成31年3月12日

kyu482-0012-01 後迫1 東串良町岩弘字後迫 平成31年3月12日 平成31年3月12日

kyu482-0027 境1 肝属郡東串良町川東字境 平成31年3月12日 平成31年3月12日

東串良町 鹿屋市 kyu481-0060-03 下林田1 鹿屋市串良町細山田字中林田 令和2年12月18日 令和2年12月18日

kyu486-0128-01 落川1 肝属郡錦江町馬場字落川 平成19年11月13日 平成19年11月13日

kyu486-0132 大平1 肝属郡錦江町馬場字大平 平成19年11月13日 平成19年11月13日

kyu486-0141-02 上ノ宇都1 肝属郡錦江町馬場字上ノ宇都 平成19年11月13日 平成19年11月13日

kyu486-0141-03 山中ノ宇都1 肝属郡錦江町馬場字山中ノ宇都 平成19年11月13日 平成19年11月13日

kyu486-0125-1 平野平1 肝属郡錦江町馬場字平野平 平成19年11月13日 平成19年11月13日

肝付町 鹿屋市 kyu481-0147-02 中山下1 鹿屋市串良町上小原柳ノ丸 令和2年12月18日 令和2年12月18日（注1）

kyu207-0303-01,02 鶴亀1 奄美市名瀬崎原字鶴亀 平成27年8月11日 平成27年8月11日（注1）

kyu528-0172 イトンホヲト1 奄美市笠利町喜瀬字イトンホヲト 平成27年8月11日 平成27年8月11日（注1）

kyu528-0280 神ノ子1 奄美市笠利町用安神ノ子 平成26年11月7日 平成26年11月7日

徳之島町 伊仙町 dok532-0001 川原1 大島郡伊仙町大字喜念字川原 平成29年7月4日 平成29年7月4日

天城町 徳之島町 kyu530-0366-01,03 川田3 徳之島町轟木字川田 平成30年12月18日 平成30年12月18日

和泊町 知名町 kyu534-0066 余多2 大島郡知名町余多字シャ原 平成31年3月12日 平成31年3月12日

　　　注1：特別警戒区域は行政界を越えません（警戒区域のみ超えています）
　　　注2：特別警戒区域は指定されていません（警戒区域のみ指定されています）
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湧水町

姶良市

南九州市
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南さつま市
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龍郷町 奄美市

さつま町
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霧島市

湧水町

湧水町 霧島市
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南大隅町 錦江町
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霧島市


