
Ｎｏ１（前原地域）
1 笹山町 筑前前原駅南口植え込み 62 雷 雷山観音前バス停

2 前原東町 前原第二公園西側フェンス 63 高野 高野公民館東側フェンス

3 前原東町 福岡銀行糸島支店駐車場南側フェンス 64 高上 高上集会所敷地内南側

4 前原西町 丸田池公園下水道施設北側フェンス 65 山北 山北防火水槽前ガードレール

5 北本町 NTT西日本前原ビル北側フェンス 66 三坂 三坂公民館広場南側

6 南本町 筑前前原駅北口前ガードフェンス

7 南本町 セイワパーク前原駅北駐車場北側フェンス 67 有田 前原ファミリーゴルフ東側市道敷地

8 北新地 北新地交差点南側空き地道路側フェンス 68 蔵持 香力台団地バス停横ガードレール

9 北新地 糸島農業高校南ガードパイプ 69 蔵持 雷山小学校正門横フェンス

10 筒井町 糸島市役所前駐輪場フェンス 70 蔵持 宝満宮北側玉垣

71 有田 有田公民館西側フェンス

11 浦志西 浦志第５公園北側フェンス 72 東蔵持 蔵持第１公園防火水槽道路側フェンス

12 浦志南 浦志第９公園道路側植え込み 73 富 富交差点南ガードパイプ

13 浦志南 糸島高校前駅北口駐輪場フェンス 74 有田中央 有田第６公園北市道ガードレール

14 油比 油比公民館西側植え込み 75 有田中央 有田動物病院南市道ガードレール

15 新田 新田本村公民館東ガードパイプ

16 上町 相原池北側ガードレール（古川写真館南側） 76 長野 門口橋交差点東県道ガードパイプ

17 上町中央 旧自治会館北側フェンス 77 長野 長野行政区コミュニティーハウス敷地内西側

18 上新町 前原小学校北側フェンス 78 長野 長糸コミュニティ消防センター北県道ガードパイプ

79 川付 長糸高齢者いこいの家ブロック塀

19 中央 前原中学校正門横植え込み 80 飯原 飯原防火水槽西側フェンス

20 中央 前原中学校グラウンド西側フェンス 81 本 影取前橋横ガードレール

21 篠原一 篠原一行政区自治会公民館南東植え込み 82 本 竹上商店西ガードパイプ

22 篠原二 桃山公園北側フェンス 83 瀬戸 瀬戸行政区公民館南ガードパイプ

23 篠原三 篠原公園県道側フェンス 84 白糸 白糸公民館前

24 篠原三 前原南コミュニティセンター敷地西側市道ガードフェンス

25 西伏龍団地 西伏龍団地ビレッジハウス前原北側掲示板横 85 東 JA糸島育苗センター西側フェンス

86 東 東集落センター西側ガードフェンス

26 高田東 高田東公園南側フェンス 87 岩本 加布里汚水中継ポンプ場東側フェンス

27 高田東 ミスターマックス糸島店国道側フェンス 88 加布里東 加布里第７公園西側フェンス

28 高田西 高田第２公園北側フェンス 89 加布里東 加布里神社前交差点西駐車場フェンス

29 池田南 産宮神社前鉄塔ガードフェンス 90 神在一 神在公園北ガードレール

30 池田南 池田東構造改善センター北市道ガードパイプ 91 神在二 加布里小学校裏門横フェンス

31 池田南 波多江駅南駐輪場フェンス 92 神在二 加布里小学校正門横フェンス

32 池田北 波多江小学校東側市道ガードパイプ 93 神在三 神在第６公園前ガードパイプ

33 池田北 波多江駅西自転車駐車場フェンス 94 神在四 加布里駅西側フェンス

34 池田北 池田第１公園西側フェンス 95 神在四 加布里駅神在団地側ガードレール

35 板持 田崎公民館敷地内南側 96 神在四 神在第７公園東側フェンス

36 板持 板持区公民館南側フェンス 97 神在五 浜の園公園西側石塀

37 伊都の杜 糸島高校前駅南口東側フェンス 98 荻浦 荻浦第一公民館入口横

38 潤南 潤南公園北側フェンス 99 荻浦 前原西中学校北門横フェンス

39 潤南 健康福祉センターあごらグラウンド南側フェンス前 100 南風台三丁目 南風中央公園前植え込み

40 波多江 伊都菜彩東側フェンス 101 南風台四丁目 南風台ポケットパーク北西植え込み

41 波多江 本村公民館南ガードパイプ 102 南風台六・七丁目 南風西公園前植え込み

42 潤南 ワークプラザ駐車場道路側柵 103 南風台八丁目 NTT荻浦中継所東側フェンス

104 美咲が丘西 美咲が丘駅前植え込み

43 井田 前原東中学校正門フェンス 105 美咲が丘西 ゆめ咲公園北側植え込み

44 井田 井田農村広場南側フェンス 106 美咲が丘東 ほし咲公園南側フェンス

45 高来寺 高来寺公民館入口土堤 107 多久 篠原西一丁目第３公園東側フェンス

46 大門 JA糸島怡土支店北側フェンス 108 多久 多久集落センター東側ブロック塀

47 高祖 怡土城跡南ガードパイプ

48 高祖 怡土小学校正門フェンス 109 志登 志登公民館西ガードパイプ

110 潤北 潤公園北側フェンス

49 末永 旧末永営農センター跡地南ガードパイプ 111 潤北 東風小学校グラウンド南側フェンス

50 西堂 西堂集落センター北側植え込み 112 潤北 東風小学校駐車場北側フェンス

51 王丸 王丸上バス停北ガードパイプ 113 浦志東 浦志八幡宮西側玉垣

52 川原 川原橋南東側住宅ブロック塀前 114 浦志東 JA糸島介護予防センターひまわり駐車場西側フェンス

115 泊一 泊一公民館東側フェンス

53 瑞梅寺 瑞梅寺入口バス停横 116 泊二 一番田舎駐車場西側ガードパイプ

54 井原 井原行政区自治会館敷地内東側 117 泊二 シナノ設備北ガードパイプ

55 井原 いわら保育園入口南ガードパイプ 118 泊三 泊三公民館西側フェンス

56 井原 伊都蘭草園前ガードパイプ

57 三雲 三雲第三水源場道路側フェンス

58 三雲 三雲公民館北側ブロック塀

59 曽根 曽根中央公園敷地内西側

60 曽根 曽根公民館東側フェンス

61 曽根 曽根南配水池東側フェンス
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Ｎｏ２（二丈・志摩地域）
119 浜窪 浜窪公民館前広場南側土堤 163 稲留 稲留区公民館南市道路肩

120 田中 田中研修センター敷地内南側 164 吉田 志摩吉田公民館南市道路肩

121 田中 一貴山駅前植え込み 165 井田原 井田原公民館西市道路肩

122 武 旧武市営住宅下広場西側フェンス 166 松隈 松隈公民館南市道ガードレール

123 武 武公民館前バス停北県道ガードパイプ 167 馬場 ㈱ショージ南県道ガードパイプ

168 津和崎 津和崎公民館西市道ガードレール

124 松国 松国公民館敷地内東側 169 初 交流プラザ志摩館駐車場東側植え込み

125 石崎 一貴山コミュニティセンター駐車場前植え込み 170 初 Ａコープ志摩駐車場北側フェンス

126 波呂 波呂公民館北県道ガードパイプ 171 初団地 初団地１棟南西側植え込み

127 長石 長石公民館前市道敷地 172 富士見ケ丘 富士見ケ丘団地北側入口横市道ガードパイプ

128 満吉 満吉公民館敷地内南側 173 ひかりが丘 ひかりが丘南市道ガードパイプ

129 上深江 上深江橋北西市道ガードパイプ 174 親山 親山東側入口市道ガードパイプ

130 一貴山 一貴山区仁王門北行政区掲示板横 175 大塚 東小金丸バス停西県道ガードパイプ

176 小金丸西 小金丸西公民館南県道ガードパイプ

131 松末 松末公民館南市道植え込み

132 下松末 深江橋北西市道路肩 177 桜井東 谷バス停前県道ガードパイプ

133 湊町 川口橋南東市道ガードレール 178 桜井東 桜井自治会館東側植え込み

134 深江新町 深江新町公民館南市道ガードパイプ 179 川上 桜井球場駐車場向かい市道ガードパイプ

135 白浜町 旧深江保育所跡地南市道ガードレール 180 川上 永田防火水槽南畑

136 本町 理容やすたけ南駐車場フェンス 181 大町 赤隈バス停横市道ガードレール

137 宮小路堂山 深江小学校正門横フェンス 182 大町 桜野コミュニティセンター北側植え込み

138 祇園町 祇園町防火水槽南ブロック塀 183 久米 久米公民館掲示板横

139 塩屋町 深江区納骨堂北側植え込み 184 久米 久米井手防火水槽東市道路肩

140 元町 二丈中学校グラウンド南側フェンス 185 松井 松井集会所東側フェンス

141 元町 交流プラザ二丈館南側植え込み 186 本村 野北交差点北西市道路肩ガードパイプ

142 元町 筑前深江駅自転車駐車場北側フェンス 187 野北浜 野北浜公民館南東市道ガードレール

143 南町 松原添幼児２公園西側フェンス 188 間少路 間少路公民館ブロック塀前

144 宮小路堂山 深江１号水源地南西側フェンス

189 岐志岡 山崎公民館横空き地

145 佐波 志自岐神社西側植え込み 190 岐志岡 岐志岡区公民館

146 佐波 佐波分校会館入口横 191 岐志浜 岐志漁港駐車場敷地内北側

147 佐波 堀入口市道ガードパイプ 192 芥屋 芥屋グラウンドバス停横

193 芥屋 芥屋第１駐車場南側

148 大入 大入駅南側フェンス 194 芥屋 芥屋区公民館入口西側植え込み

149 大入 大入公民館敷地内西側 195 野辺福ノ浦 野辺集落入口市道路ガードレール横

150 福井 福井営農研修センター敷地内東側 196 野辺福ノ浦 野辺福ノ浦区納骨堂南市道路肩

151 福井 福吉漁港敷地内南側

152 吉井下 福吉みなと橋西側市道ガードパイプ 25 197 姫島 姫島漁港（姫島救難所前）

153 吉井下 福吉コミュニティセンター西側出入口付近フェンス

154 吉井下 福吉駅北口植え込み 198 小富士 相川防火水槽東県道ガードパイプ

155 吉井下 福吉駅南口植え込み 199 小富士 小富士研修施設南県道ガードレール

156 吉井上 JA糸島二丈低温倉庫東側フェンス 200 御床 御床防火水槽東市道ガードパイプ

157 吉井上 中村下集会所南市道ガードパイプ 201 松原 引津コミュニティセンター南側植え込み

158 吉井上 久安寺入口市道路肩 202 東貝塚 東貝塚防火水槽横畑

203 西貝塚 西貝塚公民館駐車場北側フェンス

159 鹿家 鹿家研修施設横市道路肩 204 寺山 寺山公民館東側フェンス

160 鹿家 鹿家上市道ガードレール 205 香月 香月公民館敷地内西側

161 鹿家 鹿家駅前市道路肩 206 久家 久家区自治会集会所敷地内南側

162 鹿家 鹿家下公民館横空き地 207 船越 船越公民館敷地内南側

208 志摩新町 るんびにこどもえん東県道ガードパイプ

209 師吉 師吉公民館南市道ガードパイプ

210 師吉 師吉大牟田バス停西市道ガードパイプ

211 師吉団地 西日本新聞エリアセンター志摩向かい側市道ガードパイプ

212 師吉団地 師吉団地集会所南側広場

213 大浦台 大浦台団地南側入口市道ガードレール

214 大石 大石公民館東県道ガードパイプ

215 稲葉 稲葉第一公園北側フェンス

216 稲葉 稲葉団地下水処理施設南市道ガードフェンス

217 薫る坂 志摩薫る坂会館北側フェンス
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