
 

 

平成 22 年 11 月 29 日 

気 象 庁 地 震 火 山 部  

 

配信資料に関する技術情報（地震火山編）第 330号 

～平成 22年度の緊急地震速報や津波警報等の区域等の変更について～ 

（配信資料に関する技術情報第 216号、第 261号、及び関連お知らせ 関連） 

 

Ⅰ．平成 22 年度は、以下のとおり区域等の変更を予定しています。今後、特段の

事情が発生しない限りは、平成 22年度中の区域等変更は以下のみとなります。 

 

１．変更日時 

 平成 23年 3月 24日(木)13時 

 

２．変更内容 

（１）山口県の区域の変更 

  ア．変更対象 

   （ア）緊急地震速報で用いる細分区域 

   （イ）地震情報等で用いる震度地域 

   （ウ）緊急地震速報及び地震情報で用いる震央地名 

  イ．変更の概要 

 現行の区域「山口県東部」を 2 つに分割し、「山口県東部」と「山口県中

部」とする（表１及び図１参照）。 

 

（２）鹿児島県の区域の名称の変更 

  ア．変更対象 

   （ア）津波予報区 

   （イ）緊急地震速報で用いる地方単位区域及び都道府県単位区域 

  イ．変更の概要 

 現行の津波予報区「奄美諸島・トカラ列島」を「奄美群島・トカラ列島」

に、緊急地震速報で用いる地方単位区域及び都道府県単位区域「奄美諸島」

（略称：奄美）を「奄美群島」（略称：奄美）に名称変更する（表２及び図

２参照）。 

 

Ⅱ．緊急地震速報の区域に係る資料の更新 

 配信資料に関する技術情報（地震火山編）第 216号及び同第 261号の、緊急

地震速報の区域に係る資料について、上記Ⅰ．の変更を反映したものを別紙と

して添付します。 

 



 

 

（表１） 

緊急地震速報で用いる細分区域の変更の新旧表 

変更案 

← 

現行 

都道府県単位区域 細分区域 都道府県単位区域 細分区域 

区域名 コード 区域名 コード 区域名 コード 区域名 コード 

山口 9350 

山口県北部 700 

山口 9350 

山口県北部 700 

山口県東部 703 
山口県東部 701 

山口県中部 704 

山口県西部 702 山口県西部 702 

 

地震情報等で用いる震度地域の変更の新旧表 

変更案 

← 

現行 

震度地域名 コード 震度地域名 コード 

山口県北部 700 山口県北部 700 

山口県東部 703 
山口県東部 701 

山口県中部 704 

山口県西部 702 山口県西部 702 

 

緊急地震速報及び地震情報で用いる震央地名の変更の新旧表 

変更案 

← 

現行 

震央地名 コード 震央地名 コード 

山口県北部 700 山口県北部 700 

山口県東部 703 
山口県東部 701 

山口県中部 704 

山口県西部 702 山口県西部 702 

 



 

 

（表２） 

津波予報区の変更の新旧表 

変更案 

← 

現行 

津波予報区名 コード 津波予報区名 コード 

奄美群島・トカラ列島 772 奄美諸島・トカラ列島 772 

 

緊急地震速報で用いる地方単位区域及び都道府県単位区域の変更の新旧表 

変更案 

← 

現行 

地方単位区域 都道府県単位区域 細分区域 地方単位区域 都道府県単位区域 細分区域 

区域名 
コー

ド 
区域名 

コー

ド 
区域名 

コ

ー

ド 

区域名 
コー

ド 
区域名 

コー

ド 
区域名 

コ

ー

ド 

奄美(群島)※ 9952 奄美(群島) ※ 9462 

鹿児島県 

奄美北部 
778 

奄美(諸島) ※ 9952 奄美(諸島) ※ 9462 

鹿児島県 

奄美北部 
778 

鹿児島県 

奄美南部 
779 

鹿児島県 

奄美南部 
779 

※気象庁から発信する電文中に表記される地方単位区域名及び都道府県単位区域名は、「奄美」という略称を用いる。 

 



 

 

（図１） 



 

 

（図２） 



 

 

（別紙） 

 

今次変更を反映した以下の資料を次頁以降に示します。 

 

 

 配信資料に関する技術情報（地震火山編）第 216号の、 

 

  高度利用者向け緊急地震速報震央地名コード表 

 

  高度利用者向け緊急地震速報地域名コード表 

 

 

 配信資料に関する技術情報（地震火山編）第 261号の、 

 

一般向け緊急地震速報で用いる震央地名と地震情報（高度利用者向け緊急地震

速報を含む）で用いる震央地名との関係 

 

  緊急地震速報で用いる地域名称 

 

  緊急地震速報と地震情報で用いる地域名称の関係 

 

 

 

 



高度利用者向け緊急地震速報震央地名コード表： 

平成 22年 11月 29日版（平成 23年 3月 24日 13時適用開始予定） 

震央地名コード 震央地名 震央地名コード 震央地名 

011 北海道地方 167 根室地方南部 

012 東北地方 180 北海道南西沖 

013 北陸地方 181 北海道西方沖 

014 関東甲信地方 182 石狩湾 

015 小笠原地方 183 北海道北西沖 

016 東海地方 184 宗谷海峡 

017 近畿地方 186 国後島付近 

018 中国地方 187 択捉島付近 

019 四国地方 188 北海道東方沖 

020 九州地方 189 根室半島南東沖 

021 沖縄地方 190 釧路沖 

100 石狩地方北部 191 十勝沖 

101 石狩地方中部 192 浦河沖 

102 石狩地方南部 193 苫小牧沖 

105 渡島地方北部 194 内浦湾 

106 渡島地方東部 195 宗谷東方沖 

107 渡島地方西部 196 網走沖 

110 檜山地方 197 択捉島南東沖 

115 後志地方北部 200 青森県津軽北部 

116 後志地方東部 201 青森県津軽南部 

117 後志地方西部 202 青森県三八上北地方 

120 空知地方北部 203 青森県下北地方 

121 空知地方中部 210 岩手県沿岸北部 

122 空知地方南部 211 岩手県沿岸南部 

125 上川地方北部 212 岩手県内陸北部 

126 上川地方中部 213 岩手県内陸南部 

127 上川地方南部 220 宮城県北部 

130 留萌地方中北部 221 宮城県南部 

131 留萌地方南部 222 宮城県中部 

135 宗谷地方北部 230 秋田県沿岸北部 

136 宗谷地方南部 231 秋田県沿岸南部 

140 網走地方 232 秋田県内陸北部 

141 北見地方 233 秋田県内陸南部 

142 紋別地方 240 山形県庄内地方 

145 胆振地方西部 241 山形県最上地方 

146 胆振地方中東部 242 山形県村山地方 

150 日高地方西部 243 山形県置賜地方 

151 日高地方中部 250 福島県中通り 

152 日高地方東部 251 福島県浜通り 

155 十勝地方北部 252 福島県会津 

156 十勝地方中部 280 津軽海峡 

157 十勝地方南部 281 山形県沖 

160 釧路地方北部 282 秋田県沖 

161 釧路地方中南部 283 青森県西方沖 

165 根室地方北部 284 陸奥湾 

166 根室地方中部 285 青森県東方沖 



 
震央地名コード 震央地名 震央地名コード 震央地名 

286 岩手県沖 460 三重県北部 

287 宮城県沖 461 三重県中部 

288 三陸沖 462 三重県南部 

289 福島県沖 469 三重県南東沖 

300 茨城県北部 471 茨城県沖 

301 茨城県南部 472 関東東方沖 

309 千葉県南東沖 473 千葉県東方沖 

310 栃木県北部 475 八丈島東方沖 

311 栃木県南部 476 八丈島近海 

320 群馬県北部 477 東京湾 

321 群馬県南部 478 相模湾 

330 埼玉県北部 480 伊豆大島近海 

331 埼玉県南部 481 伊豆半島東方沖 

332 埼玉県秩父地方 482 三宅島近海 

340 千葉県北東部 483 新島・神津島近海 

341 千葉県北西部 485 駿河湾 

342 千葉県南部 486 駿河湾南方沖 

349 房総半島南方沖 487 遠州灘 

350 東京都２３区 489 三河湾 

351 東京都多摩東部 490 伊勢湾 

352 東京都多摩西部 492 若狭湾 

360 神奈川県東部 493 福井県沖 

361 神奈川県西部 494 石川県西方沖 

370 新潟県上越地方 495 能登半島沖 

371 新潟県中越地方 497 富山湾 

372 新潟県下越地方 498 佐渡付近 

378 新潟県下越沖 499 東海道南方沖 

379 新潟県上中越沖 500 滋賀県北部 

380 富山県東部 501 滋賀県南部 

381 富山県西部 510 京都府北部 

390 石川県能登地方 511 京都府南部 

391 石川県加賀地方 520 大阪府北部 

400 福井県嶺北 521 大阪府南部 

401 福井県嶺南 530 兵庫県北部 

411 山梨県中・西部 531 兵庫県南東部 

412 山梨県東部・富士五湖 532 兵庫県南西部 

420 長野県北部 540 奈良県 

421 長野県中部 550 和歌山県北部 

422 長野県南部 551 和歌山県南部 

430 岐阜県飛騨地方 560 鳥取県東部 

431 岐阜県美濃東部 562 鳥取県中部 

432 岐阜県美濃中西部 563 鳥取県西部 

440 静岡県伊豆地方 570 島根県東部 

441 静岡県東部 571 島根県西部 

442 静岡県中部 580 岡山県北部 

443 静岡県西部 581 岡山県南部 

450 愛知県東部 590 広島県北部 

451 愛知県西部 591 広島県南東部 



 
震央地名コード 震央地名 震央地名コード 震央地名 

592 広島県南西部 753 大分県西部 

600 徳島県北部 760 宮崎県北部平野部 

601 徳島県南部 761 宮崎県北部山沿い 

610 香川県東部 762 宮崎県南部平野部 

611 香川県西部 763 宮崎県南部山沿い 

620 愛媛県東予 770 鹿児島県薩摩地方 

621 愛媛県中予 771 鹿児島県大隅地方 

622 愛媛県南予 783 五島列島近海 

630 高知県東部 784 天草灘 

631 高知県中部 785 有明海 

632 高知県西部 786 橘湾 

673 土佐湾 787 鹿児島湾 

674 紀伊水道 790 種子島近海 

675 大阪湾 791 日向灘 

676 播磨灘 793 奄美大島近海 

677 瀬戸内海中部 795 壱岐・対馬近海 

678 安芸灘 796 福岡県北西沖 

679 周防灘 797 薩摩半島西方沖 

680 伊予灘 798 トカラ列島近海 

681 豊後水道 799 奄美大島北西沖 

682 山口県北西沖 820 大隅半島東方沖 

683 島根県沖 821 九州地方南東沖 

684 鳥取県沖 822 種子島南東沖 

685 隠岐島近海 823 奄美大島北東沖 

686 兵庫県北方沖 850 沖縄本島近海 

687 京都府沖 851 南大東島近海 

688 淡路島付近 852 沖縄本島南方沖 

689 和歌山県南方沖 853 宮古島近海 

700 山口県北部 854 石垣島近海 

702 山口県西部 855 石垣島南方沖 

703 山口県東部 856 西表島付近 

704 山口県中部 857 与那国島近海 

710 福岡県福岡地方 858 沖縄本島北西沖 

711 福岡県北九州地方 859 宮古島北西沖 

712 福岡県筑豊地方 860 石垣島北西沖 

713 福岡県筑後地方 900 台湾付近 

720 佐賀県北部 901 東シナ海 

721 佐賀県南部 902 四国沖 

730 長崎県北部 903 鳥島近海 

731 長崎県南西部 904 鳥島東方沖 

732 長崎県島原半島 905 オホーツク海南部 

740 熊本県阿蘇地方 906 サハリン西方沖 

741 熊本県熊本地方 907 日本海北部 

742 熊本県球磨地方 908 日本海中部 

743 熊本県天草・芦北地方 909 日本海西部 

750 大分県北部 911 父島近海 

751 大分県中部 912 千島列島 

752 大分県南部 913 千島列島南東沖 



 
震央地名コード 震央地名 震央地名コード 震央地名 

914 北海道南東沖 932 マリアナ諸島 

915 東北地方東方沖 933 黄海 

916 小笠原諸島西方沖 934 朝鮮半島南部 

917 硫黄島近海 935 朝鮮半島北部 

918 小笠原諸島東方沖 936 中国東北部 

919 南海道南方沖 937 ウラジオストク付近 

920 薩南諸島東方沖 938 シベリア南部 

921 本州南方沖 939 サハリン近海 

922 サハリン南部付近 965 中国東部 

930 北西太平洋   

※地震情報で用いている震央地名コードと同一であるが、高度利用者向け緊急地震速報では発表

（利用）することのない震央地名コードが、一部含まれている。 

 

 

 



高度利用者向け緊急地震速報地域名コード表： 

平成 22年 11月 29日版（平成 23年 3月 24日 13時適用開始予定） 

地域名 コード 区域 

石狩地方北部 100 石狩市及び石狩郡 

石狩地方中部 101 札幌市及び江別市 

石狩地方南部 102 千歳市、恵庭市及び北広島市 

後志地方北部 115 小樽市、積丹郡、古平郡及び余市郡 

後志地方東部 116 虻田郡（胆振地方西部の区域を除く。） 

後志地方西部 117 島牧郡、寿都郡、磯谷郡、岩内郡及び古宇郡 

空知地方北部 120 深川市及び雨竜郡（上川地方北部及び空知地方中部の区域を除く。） 

空知地方中部 121 
芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、空知郡（奈井江町及び上

砂川町に限る。）、樺戸郡（月形町を除く。）及び雨竜郡雨竜町 

空知地方南部 122 
夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、空知郡南幌町、夕張郡及び樺戸郡

月形町 

渡島地方北部 105 二海郡及び山越郡 

渡島地方東部 106 函館市、北斗市、亀田郡及び茅部郡 

渡島地方西部 107 松前郡及び上磯郡 

檜山地方 110 檜山郡、爾志郡、瀬棚郡及び久遠郡 

北海道奥尻島 119 奥尻郡 

胆振地方西部 145 伊達市、虻田郡（豊浦町及び洞爺湖町に限る。）及び有珠郡 

胆振地方中東部 146 室蘭市、苫小牧市、登別市、白老郡及び勇払郡（占冠村を除く。） 

日高地方西部 150 沙流郡 

日高地方中部 151 新冠郡及び日高郡 

日高地方東部 152 浦河郡、様似郡及び幌泉郡 

上川地方北部 125 
士別市、名寄市、雨竜郡幌加内町、上川郡（和寒町、剣淵町及び下川町に限

る。）及び中川郡（美深町、音威子府村及び中川町に限る。） 

上川地方中部 126 
旭川市及び上川郡（上川地方北部、十勝地方北部及び十勝地方中部の区

域を除く。） 

上川地方南部 127 
富良野市、空知郡（空知地方中部及び空知地方南部の区域を除く。）及

び勇払郡占冠村 

留萌地方中北部 130 苫前郡及び天塩郡（宗谷地方北部の区域を除く。） 

留萌地方南部 131 留萌市、増毛郡及び留萌郡 

宗谷地方北部 135 稚内市、宗谷郡及び天塩郡（幌延町及び豊富町に限る。） 

宗谷地方南部 136 枝幸郡 

北海道利尻礼文 139 礼文郡及び利尻郡 

網走地方 140 網走市、網走郡及び斜里郡 

北見地方 141 北見市及び常呂郡 

紋別地方 142 紋別市及び紋別郡 

十勝地方北部 155 河東郡（上士幌町及び鹿追町に限る。）、上川郡新得町及び足寄郡 

十勝地方中部 156 
帯広市、河東郡（十勝地方北部の区域を除く。）、上川郡清水町、河西

郡芽室町、中川郡（上川地方北部の区域を除く。）及び十勝郡 

十勝地方南部 157 河西郡（芽室町を除く。）及び広尾郡 

釧路地方北部 160 川上郡弟子屈町 

釧路地方中南部 161 釧路市、釧路郡、厚岸郡、川上郡標茶町、阿寒郡及び白糠郡 

根室地方北部 165 標津郡及び目梨郡 

根室地方中部 166 野付郡 

根室地方南部 167 根室市 

 



 
 

地域名 コード 区域 

青森県津軽北部 200 青森市、五所川原市、つがる市、東津軽郡及び北津軽郡 

青森県津軽南部 201 弘前市、黒石市、平川市、西津軽郡、中津軽郡及び南津軽郡 

青森県三八上北 202 八戸市、十和田市、三沢市、上北郡及び三戸郡 

青森県下北 203 むつ市及び下北郡 

岩手県沿岸北部 210 
宮古市、久慈市、下閉伊郡及び九戸郡（岩手県内陸北部の区域を除

く。） 

岩手県沿岸南部 211 大船渡市、陸前高田市、釜石市、気仙郡及び上閉伊郡 

岩手県内陸北部 212 
盛岡市、二戸市、八幡平市、岩手郡、紫波郡、九戸郡（軽米町及び九戸

村に限る。）及び二戸郡 

岩手県内陸南部 213 
花巻市、北上市、遠野市、一関市、奥州市、和賀郡、胆沢郡、西磐井郡

及び東磐井郡 

宮城県北部 220 気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、加美郡、遠田郡及び本吉郡 

宮城県中部 222 
仙台市、石巻市、塩竈市、多賀城市、東松島市、宮城郡、黒川郡及び牡

鹿郡 

宮城県南部 221 白石市、名取市、角田市、岩沼市、刈田郡、柴田郡、伊具郡及び亘理郡 

秋田県沿岸北部 230 能代市、男鹿市、潟上市、山本郡及び南秋田郡 

秋田県沿岸南部 231 秋田市、由利本荘市及びにかほ市 

秋田県内陸北部 232 大館市、鹿角市、北秋田市、鹿角郡及び北秋田郡 

秋田県内陸南部 233 横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、仙北郡及び雄勝郡 

山形県庄内 240 鶴岡市、酒田市、東田川郡及び飽海郡 

山形県最上 241 新庄市及び最上郡 

山形県村山 242 
山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、東村

山郡、西村山郡及び北村山郡 

山形県置賜 243 米沢市、長井市、南陽市、東置賜郡及び西置賜郡 

福島県中通り 250 
福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮

市、伊達郡、安達郡、岩瀬郡、西白河郡、東白川郡、石川郡及び田村郡 

福島県浜通り 251 いわき市、相馬市、南相馬市、双葉郡及び相馬郡 

福島県会津 252 会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡及び大沼郡 

茨城県北部 300 
水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか

市、常陸大宮市、那珂市、小美玉市、東茨城郡、那珂郡及び久慈郡 

茨城県南部 301 

土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、

牛久市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、筑西市、坂東市、稲敷市、

かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、稲

敷郡、結城郡、猿島郡及び北相馬郡 

栃木県北部 310 
日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷郡塩谷町及び那須郡那須

町 

栃木県南部 311 

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、さくら

市、那須烏山市、下野市、河内郡、上都賀郡、芳賀郡、下都賀郡、塩谷

郡高根沢町及び那須郡那珂川町 

群馬県北部 320 沼田市、吾妻郡及び利根郡 

群馬県南部 321 

前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、渋川市、藤岡

市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡、多野郡、甘楽郡、佐波郡及

び邑楽郡 

埼玉県北部 330 
熊谷市、行田市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久

喜市、比企郡（川島町を除く。）、秩父郡東秩父村、児玉郡及び大里郡 



 
地域名 コード 区域 

埼玉県南部 331 

さいたま市、川越市、川口市、所沢市、飯能市、春日部市、狭山市、上

尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ケ谷市、朝霞市、志

木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、

蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、北

足立郡、入間郡、比企郡川島町、南埼玉郡及び北葛飾郡 

埼玉県秩父 332 秩父市及び秩父郡（東秩父村を除く。） 

千葉県北東部 340 
銚子市、茂原市、東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、香取郡、山

武郡及び長生郡 

千葉県北西部 341 

千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野

市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、

四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市及び印旛郡 

千葉県南部 342 
館山市、木更津市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、南房

総市、いすみ市、夷隅郡及び安房郡 

東京都２３区 350 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、

品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島

区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区及び江戸川区 

東京都多摩東部 351 

八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田

市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生

市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲

城市、羽村市、西東京市及び西多摩郡瑞穂町 

東京都多摩西部 352 青梅市、あきる野市及び西多摩郡（瑞穂町を除く。） 

伊豆大島 355 大島町 

神津島 354 神津島村 

新島 356 利島村及び新島村 

三宅島 357 三宅村及び御蔵島村 

八丈島 358 八丈町及び青ヶ島村 

小笠原 359 小笠原村 

神奈川県東部 360 

横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子

市、三浦市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、三浦郡、高座郡及び

中郡 

神奈川県西部 361 
小田原市、相模原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、足柄上

郡、足柄下郡及び愛甲郡 

新潟県上越 370 糸魚川市、妙高市及び上越市 

新潟県中越 371 
長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、魚沼

市、南魚沼市、南蒲原郡、三島郡、南魚沼郡、中魚沼郡及び刈羽郡 

新潟県下越 372 
新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原

郡、西蒲原郡、東蒲原郡及び岩船郡 

新潟県佐渡 375 佐渡市 

富山県東部 380 富山市、魚津市、滑川市、黒部市、中新川郡及び下新川郡 

富山県西部 381 高岡市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市及び射水市 

石川県能登 390 七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、羽咋郡、鹿島郡及び鳳珠郡 

石川県加賀 391 
金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市、能美郡、石川郡

及び河北郡 

福井県嶺北 400 
福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、吉田

郡、今立郡、南条郡及び丹生郡 

福井県嶺南 401 敦賀市、小浜市、三方郡、大飯郡及び三方上中郡 

 
 



 
地域名 コード 区域 

山梨県東部・富士五湖 412 富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、南都留郡及び北都留郡 

山梨県中・西部 411 
甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、甲

州市、中央市、西八代郡、南巨摩郡及び中巨摩郡 

長野県北部 420 
長野市、須坂市、中野市、大町市、飯山市、千曲市、北安曇郡、埴

科郡、上高井郡、下高井郡、上水内郡及び下水内郡 

長野県中部 421 

松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、小諸市、茅野市、塩尻市、佐久

市、東御市、安曇野市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、諏訪郡及び

東筑摩郡 

長野県南部 422 飯田市、伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡、下伊那郡及び木曽郡 

岐阜県飛騨 430 高山市、飛彈市、下呂市及び大野郡 

岐阜県美濃東部 431 
多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、可児

市、加茂郡及び可児郡 

岐阜県美濃中西部 432 

岐阜市、大垣市、関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂

市、本巣市、郡上市、海津市、羽島郡、養老郡、不破郡、安八郡、揖

斐郡及び本巣郡 

静岡県伊豆 440 熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡 

静岡県東部 441 沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市及び駿東郡 

静岡県中部 442 静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市及び榛原郡 

静岡県西部 443 
浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市及び

周智郡 

愛知県東部 450 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市及び北設楽郡 

愛知県西部 451 

名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、

碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南

市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭

市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋

市、弥富市、みよし市、あま市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、海

部郡、知多郡、幡豆郡及び額田郡 

三重県北部 460 
四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、桑名郡、員弁郡及

び三重郡 

三重県中部 461 津市、松阪市、名張市、伊賀市及び多気郡（大台町を除く。） 

三重県南部 462 
伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡大台町、度会

郡、北牟婁郡及び南牟婁郡 

滋賀県北部 500 彦根市、長浜市、高島市、米原市、愛知郡及び犬上郡 

滋賀県南部 501 
大津市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、

湖南市、東近江市及び蒲生郡 

京都府北部 510 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市及び与謝郡 

京都府南部 511 

京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京

田辺市、南丹市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡、相楽郡及び

船井郡 

大阪府北部 520 

大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木

市、八尾市、寝屋川市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津

市、東大阪市、四條畷市、交野市、三島郡及び豊能郡 

 
 



 
地域名 コード 区域 

大阪府南部 521 

堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野

市、松原市、和泉市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭

山市、阪南市、泉北郡、泉南郡及び南河内郡 

兵庫県北部 530 豊岡市、養父市、朝来市及び美方郡 

兵庫県南東部 531 

神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、西脇

市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、篠

山市、丹波市、加東市、川辺郡、多可郡及び加古郡 

兵庫県南西部 532 
姫路市、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂

郡及び佐用郡 

兵庫県淡路島 535 洲本市、南あわじ市及び淡路市 

奈良県 540 

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條

市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、山辺郡、生駒郡、磯

城郡、宇陀郡、高市郡、北葛城郡及び吉野郡 

和歌山県北部 550 
和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、紀の川市、岩出市、海

草郡、伊都郡、有田郡及び日高郡 

和歌山県南部 551 田辺市、新宮市、西牟婁郡及び東牟婁郡 

鳥取県東部 560 鳥取市、岩美郡及び八頭郡 

鳥取県中部 562 倉吉市及び東伯郡 

鳥取県西部 563 米子市、境港市、西伯郡及び日野郡 

島根県東部 570 
松江市、出雲市、安来市、雲南市、八束郡、仁多郡、飯石郡及び簸川

郡 

島根県西部 571 浜田市、益田市、大田市、江津市、邑智郡及び鹿足郡 

島根県隠岐 575 隠岐郡 

岡山県北部 580 
津山市、新見市、真庭市、美作市、真庭郡、苫田郡、勝田郡、英田郡

及び久米郡 

岡山県南部 581 

岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、備前

市、瀬戸内市、赤磐市、浅口市、和気郡、都窪郡、浅口郡、小田郡及

び加賀郡 

広島県北部 590 三次市、庄原市、安芸高田市及び山県郡 

広島県南東部 591 三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡及び神石郡 

広島県南西部 592 
広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、江田島市、安

芸郡及び豊田郡 

徳島県北部 600 
徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、名

東郡、名西郡、板野郡、美馬郡及び三好郡 

徳島県南部 601 阿南市、勝浦郡、那賀郡及び海部郡 

香川県東部 610 高松市、さぬき市、東かがわ市、小豆郡、木田郡及び香川郡 

香川県西部 611 丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、三豊市、綾歌郡及び仲多度郡 

愛媛県東予 620 今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び越智郡 

愛媛県中予 621 松山市、伊予市、東温市、上浮穴郡及び伊予郡 

愛媛県南予 622 
宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、喜多郡、西宇和郡、北宇和郡

及び南宇和郡 

高知県東部 630 室戸市、安芸市及び安芸郡 

高知県中部 631 
高知市、南国市、土佐市、須崎市、香南市、香美市、長岡郡、土佐

郡、吾川郡及び高岡郡（佐川町、越知町及び日高村に限る。） 

高知県西部 632 
宿毛市、土佐清水市、四万十市、高岡郡（高知県中部の区域を除

く。）及び幡多郡 

 



 
地域名 コード 区域 

山口県北部 700 萩市、長門市、美祢市及び阿武郡 

山口県東部 703 岩国市、光市、柳井市、大島郡、玖珂郡及び熊毛郡 

山口県中部 704 山口市、防府市、下松市、周南市 

山口県西部 702 下関市、宇部市及び山陽小野田市 

福岡県福岡 710 
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、

福津市、糸島市、筑紫郡及び糟屋郡 

福岡県北九州 711 北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡及び築上郡 

福岡県筑豊 712 
直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡及び田川

郡 

福岡県筑後 713 
大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、う

きは市、朝倉市、みやま市、朝倉郡、三井郡、三潴郡及び八女郡 

佐賀県北部 720 唐津市、伊万里市、東松浦郡及び西松浦郡 

佐賀県南部 721 
佐賀市、鳥栖市、多久市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、

神埼郡、三養基郡、杵島郡及び藤津郡 

長崎県北部 730 
佐世保市（宇久町を除く。）、平戸市、松浦市、東彼杵郡及び北松浦郡

（小値賀町を除く。） 

長崎県南西部 731 長崎市、諫早市、大村市、西海市及び西彼杵郡 

長崎県島原半島 732 島原市、雲仙市及び南島原市 

長崎県対馬 735 対馬市 

長崎県壱岐 736 壱岐市 

長崎県五島 737 佐世保市（宇久町に限る。）、五島市、北松浦郡小値賀町及び南松浦郡 

熊本県熊本 741 

熊本市、八代市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、

合志市、下益城郡、玉名郡、菊池郡、阿蘇郡西原村、上益城郡及び八代

郡 

熊本県阿蘇 740 阿蘇市及び阿蘇郡（西原村を除く。） 

熊本県球磨 742 人吉市及び球磨郡 

熊本県天草・芦北 743 水俣市、上天草市、天草市、葦北郡及び天草郡 

大分県北部 750 中津市、豊後高田市、宇佐市、国東市及び東国東郡 

大分県中部 751 大分市、別府市、臼杵市、津久見市、杵築市、由布市及び速見郡 

大分県南部 752 佐伯市及び豊後大野市 

大分県西部 753 日田市、竹田市及び玖珠郡 

宮崎県北部平野部 760 
延岡市、日向市、西都市、児湯郡（西米良村を除く。）及び東臼杵郡門

川町 

宮崎県北部山沿い 761 児湯郡西米良村、東臼杵郡（門川町を除く。）及び西臼杵郡 

宮崎県南部平野部 762 宮崎市、日南市、串間市及び東諸県郡 

宮崎県南部山沿い 763 都城市、小林市、えびの市、北諸県郡及び西諸県郡 

鹿児島県薩摩 770 

鹿児島市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、薩摩川内市（鹿児島県

甑島の区域を除く。）、日置市、霧島市、いちき串木野市、南さつま

市、南九州市、伊佐市、姶良市、薩摩郡、出水郡及び姶良郡 

鹿児島県大隅 771 鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、曽於郡及び肝属郡 

鹿児島県十島村 774 鹿児島郡十島村 

鹿児島県甑島 775 薩摩川内市（鹿島町、上甑町、里町及び下甑町に限る。） 

鹿児島県種子島 776 西之表市、鹿児島郡三島村及び熊毛郡（屋久島町を除く。） 

鹿児島県屋久島 777 熊毛郡屋久島町 

鹿児島県奄美北部 778 
奄美市及び大島郡（大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町に限

る。） 

鹿児島県奄美南部 779 大島郡（鹿児島県奄美北部の区域を除く。） 

 



 
地域名 コード 区域 

沖縄県本島北部 800 名護市、国頭郡及び島尻郡（粟国村、伊平屋村、伊是名村に限る。） 

沖縄県本島中南部 801 

那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、

南城市、中頭郡及び島尻郡（沖縄県本島北部、沖縄県久米島及び沖縄

県大東島の区域を除く。） 

沖縄県久米島 802 島尻郡久米島町 

沖縄県大東島 803 島尻郡（南大東村及び北大東村に限る。） 

沖縄県宮古島 804 宮古島市、宮古郡 

沖縄県石垣島 805 石垣市 

沖縄県西表島 807 八重山郡竹富町 

沖縄県与那国島 806 八重山郡与那国町 

 
 
 
 
 
 



一般向け緊急地震速報で用いる震央地名と地震情報（高度利用者向け緊急地震速報を含

む）で用いる震央地名との関係：平成 22 年 11 月 29日版（平成 23年 3月 24 日 13時適

用開始予定） 
一般向け緊急地震速報で用いる震央地名  地震情報で用いる震央地名 

9011 北海道道央 

 100 石狩地方北部 

101 石狩地方中部 

102 石狩地方南部 

115 後志地方北部 

116 後志地方東部 

117 後志地方西部 

120 空知地方北部 

121 空知地方中部 

122 空知地方南部 

9012 北海道道南 

 105 渡島地方北部 

106 渡島地方東部 

107 渡島地方西部 

110 檜山地方 

145 胆振地方西部 

146 胆振地方中東部 

150 日高地方西部 

151 日高地方中部 

152 日高地方東部 

9013 北海道道北 

 125 上川地方北部 

126 上川地方中部 

127 上川地方南部 

130 留萌地方中北部 

131 留萌地方南部 

135 宗谷地方北部 

136 宗谷地方南部 

9014 北海道道東 

 140 網走地方 

141 北見地方 

142 紋別地方 

155 十勝地方北部 

156 十勝地方中部 

157 十勝地方南部 

160 釧路地方北部 

 



 
一般向け緊急地震速報で用いる震央地名  地震情報で用いる震央地名 

9014 北海道道東  

161 釧路地方中南部 

165 根室地方北部 

166 根室地方中部 

167 根室地方南部 

9700 北海道南西沖  180 北海道南西沖 

9701 北海道西方沖  181 北海道西方沖 

9702 石狩湾  182 石狩湾 

9703 北海道北西沖  183 北海道北西沖 

9704 宗谷海峡  184 宗谷海峡 

9705 国後島付近  186 国後島付近 

9706 択捉島付近  187 択捉島付近 

9707 北海道東方沖  188 北海道東方沖 

9708 根室半島沖  189 根室半島南東沖 

9709 釧路沖  190 釧路沖 

9710 十勝沖  191 十勝沖 

9711 浦河沖  192 浦河沖 

9712 苫小牧沖  193 苫小牧沖 

9713 内浦湾  194 内浦湾 

9714 宗谷東方沖  195 宗谷東方沖 

9715 網走沖  196 網走沖 

9716 択捉島南東沖  197 択捉島南東沖 

     

9020 青森県  

200 青森県津軽北部 

201 青森県津軽南部 

202 青森県三八上北地方 

203 青森県下北地方 

9030 岩手県  

210 岩手県沿岸北部 

211 岩手県沿岸南部 

212 岩手県内陸北部 

213 岩手県内陸南部 

9040 宮城県  

220 宮城県北部 

221 宮城県南部 

222 宮城県中部 

9050 秋田県  
230 秋田県沿岸北部 

231 秋田県沿岸南部 

 



 
一般向け緊急地震速報で用いる震央地名  地震情報で用いる震央地名 

9050 秋田県  
232 秋田県内陸北部 

233 秋田県内陸南部 

9060 山形県  

240 山形県庄内地方 

241 山形県最上地方 

242 山形県村山地方 

243 山形県置賜地方 

9207 福島県  

250 福島県中通り 

251 福島県浜通り 

252 福島県会津 

9730 津軽海峡  280 津軽海峡 

9731 山形沖  281 山形県沖 

9732 秋田沖  282 秋田県沖 

9733 青森西方沖  283 青森県西方沖 

9734 陸奥湾  284 陸奥湾 

9735 青森東方沖  285 青森県東方沖 

9736 岩手沖  286 岩手県沖 

9737 宮城沖  287 宮城県沖 

9738 三陸沖  288 三陸沖 

9739 福島沖  289 福島県沖 

     

9080 茨城県  
300 茨城県北部 

301 茨城県南部 

9760 千葉南東沖  309 千葉県南東沖 

9090 栃木県  
310 栃木県北部 

311 栃木県南部 

9100 群馬県  
320 群馬県北部 

321 群馬県南部 

9110 埼玉県  

330 埼玉県北部 

331 埼玉県南部 

332 埼玉県秩父地方 

9120 千葉県  

340 千葉県北東部 

341 千葉県北西部 

342 千葉県南部 

9761 千葉南方沖  349 房総半島南方沖 

9130 東京  350 東京都２３区 

 



 
一般向け緊急地震速報で用いる震央地名  地震情報で用いる震央地名 

9130 東京  
351 東京都多摩東部 

352 東京都多摩西部 

9140 神奈川県  
360 神奈川県東部 

361 神奈川県西部 

9150 新潟県  

370 新潟県上越地方 

371 新潟県中越地方 

372 新潟県下越地方 

9372 新潟沖  
378 新潟県下越沖 

379 新潟県上中越沖 

9160 富山県  
380 富山県東部 

381 富山県西部 

9170 石川県  
390 石川県能登地方 

391 石川県加賀地方 

9180 福井県  
400 福井県嶺北 

401 福井県嶺南 

9190 山梨県  
411 山梨県中・西部 

412 山梨県東部・富士五湖 

9200 長野県  

420 長野県北部 

421 長野県中部 

422 長野県南部 

9210 岐阜県  

430 岐阜県飛騨地方 

431 岐阜県美濃東部 

432 岐阜県美濃中西部 

9220 静岡県  

440 静岡県伊豆地方 

441 静岡県東部 

442 静岡県中部 

443 静岡県西部 

9230 愛知県  
450 愛知県東部 

451 愛知県西部 

9240 三重県  

460 三重県北部 

461 三重県中部 

462 三重県南部 

9762 三重南東沖  469 三重県南東沖 

9763 茨城沖  471 茨城県沖 

9764 関東東方沖  472 関東東方沖 

 



 
一般向け緊急地震速報で用いる震央地名  地震情報で用いる震央地名 

9765 千葉東方沖  473 千葉県東方沖 

9766 関東南方沖  475 八丈島東方沖 

9767 伊豆諸島近海  

476 八丈島近海 

480 伊豆大島近海 

482 三宅島近海 

483 新島・神津島近海 

9768 東京湾  477 東京湾 

9769 相模湾  478 相模湾 

9770 伊豆東方沖  481 伊豆半島東方沖 

9771 静岡沖(※3)  

485 駿河湾 

486 駿河湾南方沖 

487 遠州灘 

9772 三河湾  489 三河湾 

9773 伊勢湾  490 伊勢湾 

9774 若狭湾  492 若狭湾 

9775 福井沖  493 福井県沖 

9776 石川西方沖  494 石川県西方沖 

9777 能登半島沖  495 能登半島沖 

9778 富山湾  497 富山湾 

9779 佐渡付近  498 佐渡付近 

9780 東海道沖  499 東海道南方沖 

     

9250 滋賀県  
500 滋賀県北部 

501 滋賀県南部 

9260 京都府  
510 京都府北部 

511 京都府南部 

9270 大阪府  
520 大阪府北部 

521 大阪府南部 

9280 兵庫県  

530 兵庫県北部 

531 兵庫県南東部 

532 兵庫県南西部 

9290 奈良県  540 奈良県 

9300 和歌山県  
550 和歌山県北部 

551 和歌山県南部 

9310 鳥取県  560 鳥取県東部 

 



 
一般向け緊急地震速報で用いる震央地名  地震情報で用いる震央地名 

9310 鳥取県  
562 鳥取県中部 

563 鳥取県西部 

9320 島根県  
570 島根県東部 

571 島根県西部 

9330 岡山県  
580 岡山県北部 

581 岡山県南部 

9340 広島県  

590 広島県北部 

591 広島県南東部 

592 広島県南西部 

9360 徳島県  
600 徳島県北部 

601 徳島県南部 

9370 香川県  
610 香川県東部 

611 香川県西部 

9380 愛媛県  

620 愛媛県東予 

621 愛媛県中予 

622 愛媛県南予 

9390 高知県  

630 高知県東部 

631 高知県中部 

632 高知県西部 

9790 土佐湾  673 土佐湾 

9791 紀伊水道  674 紀伊水道 

9792 大阪湾  675 大阪湾 

9793 播磨灘  676 播磨灘 

9794 瀬戸内海  677 瀬戸内海中部 

9795 安芸灘  678 安芸灘 

9796 周防灘  679 周防灘 

9797 伊予灘  680 伊予灘 

9798 豊後水道  681 豊後水道 

9799 山口北西沖  682 山口県北西沖 

9800 島根沖  683 島根県沖 

9801 鳥取沖  684 鳥取県沖 

9802 隠岐島近海  685 隠岐島近海 

9803 兵庫北方沖  686 兵庫県北方沖 

9804 京都沖  687 京都府沖 

9805 淡路島付近  688 淡路島付近 

 



 

一般向け緊急地震速報で用いる震央地名  地震情報で用いる震央地名 

9806 和歌山沖  689 和歌山県南方沖 

     

9350 山口県  

700 山口県北部 

702 山口県西部 

703 山口県東部 

704 山口県中部 

9400 福岡県  

710 福岡県福岡地方 

711 福岡県北九州地方 

712 福岡県筑豊地方 

713 福岡県筑後地方 

9410 佐賀県  
720 佐賀県北部 

721 佐賀県南部 

9420 長崎県  

730 長崎県北部 

731 長崎県南西部 

732 長崎県島原半島 

9430 熊本県  

740 熊本県阿蘇地方 

741 熊本県熊本地方 

742 熊本県球磨地方 

743 熊本県天草・芦北地方 

9440 大分県  

750 大分県北部 

751 大分県中部 

752 大分県南部 

753 大分県西部 

9450 宮崎県  

760 宮崎県北部平野部 

761 宮崎県北部山沿い 

762 宮崎県南部平野部 

763 宮崎県南部山沿い 

9460 鹿児島県  
770 鹿児島県薩摩地方 

771 鹿児島県大隅地方 

9820 五島列島近海  783 五島列島近海 

9821 天草灘  784 天草灘 

9822 有明海  785 有明海 

9823 橘湾  786 橘湾 

9824 鹿児島湾  787 鹿児島湾 

9825 種子島近海  790 種子島近海 

9826 日向灘  791 日向灘 

 



 

一般向け緊急地震速報で用いる震央地名  地震情報で用いる震央地名 

9827 奄美大島近海  
793 奄美大島近海 

823 奄美大島北東沖 

9828 対馬近海  795 壱岐・対馬近海 

9829 福岡北西沖  796 福岡県北西沖 

9830 鹿児島西方沖  797 薩摩半島西方沖 

9831 薩南諸島近海  
798 トカラ列島近海 

799 奄美大島北西沖 

9832 鹿児島東方沖(※４)  820 大隅半島東方沖 

9833 九州南東沖  

821 九州地方南東沖 

822 種子島南東沖 

920 薩南諸島東方沖 

9471 沖縄本島近海  
850 沖縄本島近海 

858 沖縄本島北西沖 

9472 南大東島近海  851 南大東島近海 

9850 沖縄南方沖  852 沖縄本島南方沖 

9473 宮古島近海  853 宮古島近海 

9851 石垣島近海  854 石垣島近海 

9852 石垣島南方沖  855 石垣島南方沖 

9853 西表島付近  856 西表島付近 

9854 与那国島近海  857 与那国島近海 

9855 宮古島北西沖  859 宮古島北西沖 

9856 石垣島北西沖  860 石垣島北西沖 

     

9900 台湾付近  900 台湾付近 

9901 東シナ海  901 東シナ海 

9902 四国沖  902 四国沖 

9903 鳥島近海  903 鳥島近海 

9904 鳥島東方沖  904 鳥島東方沖 

9905 オホーツク海  905 オホーツク海南部 

9906 サハリン付近  906 サハリン西方沖 

9907 日本海北部  907 日本海北部 

9908 日本海中部  908 日本海中部 

9909 日本海西部  909 日本海西部 

9781 父島近海 
 911 父島近海 

 916 小笠原諸島西方沖 

 



 

一般向け緊急地震速報で用いる震央地名  地震情報で用いる震央地名 

9781 父島近海  918 小笠原諸島東方沖 

9910 南海道南方沖  919 南海道南方沖 

9911 サハリン南部  922 サハリン南部付近 

9912 朝鮮半島南部  934 朝鮮半島南部 

  

 

  

  912 千島列島 

  913 千島列島南東沖 

  914 北海道南東沖 

  915 東北地方東方沖 

  917 硫黄島近海 

  921 本州南方沖 

  930 北西太平洋 

  932 マリアナ諸島 

  933 黄海 

  935 朝鮮半島北部 

  936 中国東北部 

  937 ウラジオストク付近 

  938 シベリア南部 

  939 サハリン近海 

  965 中国東部 

    

※１ 一般向け緊急地震速報で用いる震央地名は、テロップの関係上、最大６文字とする。 

※２ 一般向け緊急地震速報で用いる震央地名コードは、４桁とする。 

   （内陸の場合は“9＋都道府県コード[3 桁]”、海域の場合は“9700 から表記[地域ごとに 30

個を割り当て]） 

※３ 静岡沖(コード番号：9771)については、愛知県の一部が含まれる。 

※４ 鹿児島東方沖(コード番号：9832)については、宮崎県の一部が含まれる。 



緊急地震速報で用いる地域名称：平成 22 年 11 月 29日版（平成 23年 3月 24 日 13 時適用開始予定） 

地方単位 都道府県単位 地域単位 区域 

北海道 9910 

北海道道央 9011 

石狩地方北部 100 石狩市及び石狩郡 

石狩地方中部 101 札幌市及び江別市 

石狩地方南部 102 千歳市、恵庭市及び北広島市 

後志地方北部 115 小樽市、積丹郡、古平郡及び余市郡 

後志地方東部 116 虻田郡（胆振地方西部の区域を除く。） 

後志地方西部 117 島牧郡、寿都郡、磯谷郡、岩内郡及び古宇郡 

空知地方北部 120 深川市及び雨竜郡（上川地方北部及び空知地方中部の区域を除く。） 

空知地方中部 121 
芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、空知郡（奈井江町及び上砂

川町に限る。）、樺戸郡（月形町を除く。）及び雨竜郡雨竜町 

空知地方南部 122 
夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、空知郡南幌町、夕張郡及び樺戸郡月

形町 

北海道道南 9012 

渡島地方北部 105 二海郡及び山越郡 

渡島地方東部 106 函館市、北斗市、亀田郡及び茅部郡 

渡島地方西部 107 松前郡及び上磯郡 

檜山地方 110 檜山郡、爾志郡、瀬棚郡及び久遠郡 

北海道奥尻島 119 奥尻郡 

胆振地方西部 145 伊達市、虻田郡（豊浦町及び洞爺湖町に限る。）及び有珠郡 

胆振地方中東部 146 室蘭市、苫小牧市、登別市、白老郡及び勇払郡（占冠村を除く。） 

日高地方西部 150 沙流郡 

日高地方中部 151 新冠郡及び日高郡 

日高地方東部 152 浦河郡、様似郡及び幌泉郡 

北海道 9910 北海道道北 9013 上川地方北部 125 
士別市、名寄市、雨竜郡幌加内町、上川郡（和寒町、剣淵町及び下川町に

限る。）及び中川郡（美深町、音威子府村及び中川町に限る。） 

 
 



 
地方単位 都道府県単位 地域単位 区域 

北海道 9910 

北海道道北 9013 

上川地方中部 126 
旭川市及び上川郡（上川地方北部、十勝地方北部及び十勝地方中部の区域

を除く。） 

上川地方南部 127 
富良野市、空知郡（空知地方中部及び空知地方南部の区域を除く。）及び

勇払郡占冠村 

留萌地方中北部 130 苫前郡及び天塩郡（宗谷地方北部の区域を除く。） 

留萌地方南部 131 留萌市、増毛郡及び留萌郡 

宗谷地方北部 135 稚内市、宗谷郡及び天塩郡（幌延町及び豊富町に限る。） 

宗谷地方南部 136 枝幸郡 

北海道利尻礼文 139 礼文郡及び利尻郡 

北海道道東 9014 

網走地方 140 網走市、網走郡及び斜里郡 

北見地方 141 北見市及び常呂郡 

紋別地方 142 紋別市及び紋別郡 

十勝地方北部 155 河東郡（上士幌町及び鹿追町に限る。）、上川郡新得町及び足寄郡 

十勝地方中部 156 
帯広市、河東郡（十勝地方北部の区域を除く。）、上川郡清水町、河西郡芽

室町、中川郡（上川地方北部の区域を除く。）及び十勝郡 

十勝地方南部 157 河西郡（芽室町を除く。）及び広尾郡 

釧路地方北部 160 川上郡弟子屈町 

釧路地方中南部 161 釧路市、釧路郡、厚岸郡、川上郡標茶町、阿寒郡及び白糠郡 

根室地方北部 165 標津郡及び目梨郡 

根室地方中部 166 野付郡 

根室地方南部 167 根室市 

東北 9920 青森 9020 

青森県津軽北部 200 青森市、五所川原市、つがる市、東津軽郡及び北津軽郡 

青森県津軽南部 201 弘前市、黒石市、平川市、西津軽郡、中津軽郡及び南津軽郡 

青森県三八上北 202 八戸市、十和田市、三沢市、上北郡及び三戸郡 

青森県下北 203 むつ市及び下北郡 

注）北海道道東には、色丹郡、国後郡、択捉郡、紗那郡及び蘂取郡を含む。 



 
地方単位 都道府県単位 地域単位 区域 

東北 9920 

岩手 9030 

岩手県沿岸北部 210 宮古市、久慈市、下閉伊郡及び九戸郡（岩手県内陸北部の区域を除く。） 

岩手県沿岸南部 211 大船渡市、陸前高田市、釜石市、気仙郡及び上閉伊郡 

岩手県内陸北部 212 
盛岡市、二戸市、八幡平市、岩手郡、紫波郡、九戸郡（軽米町及び九

戸村に限る。）及び二戸郡 

岩手県内陸南部 213 
花巻市、北上市、遠野市、一関市、奥州市、和賀郡、胆沢郡、西磐井

郡及び東磐井郡 

宮城 9040 

宮城県北部 220 気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、加美郡、遠田郡及び本吉郡 

宮城県中部 222 
仙台市、石巻市、塩竈市、多賀城市、東松島市、宮城郡、黒川郡及び

牡鹿郡 

宮城県南部 221 
白石市、名取市、角田市、岩沼市、刈田郡、柴田郡、伊具郡及び亘理

郡 

秋田 9050 

秋田県沿岸北部 230 能代市、男鹿市、潟上市、山本郡及び南秋田郡 

秋田県沿岸南部 231 秋田市、由利本荘市及びにかほ市 

秋田県内陸北部 232 大館市、鹿角市、北秋田市、鹿角郡及び北秋田郡 

秋田県内陸南部 233 横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、仙北郡及び雄勝郡 

山形 9060 

山形県庄内 240 鶴岡市、酒田市、東田川郡及び飽海郡 

山形県最上 241 新庄市及び最上郡 

山形県村山 242 
山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、東

村山郡、西村山郡及び北村山郡 

山形県置賜 243 米沢市、長井市、南陽市、東置賜郡及び西置賜郡 

福島 9070 

福島県中通り 250 

福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本

宮市、伊達郡、安達郡、岩瀬郡、西白河郡、東白川郡、石川郡及び田

村郡 

福島県浜通り 251 いわき市、相馬市、南相馬市、双葉郡及び相馬郡 

福島県会津 252 会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡及び大沼郡 

関東 9931 茨城 9080 茨城県北部 300 
水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちな

か市、常陸大宮市、那珂市、小美玉市、東茨城郡、那珂郡及び久慈郡 



 
地方単位 都道府県単位 地域単位 区域 

関東 9931 

茨城 9080 茨城県南部 301 

土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手

市、牛久市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、筑西市、坂東市、

稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくば

みらい市、稲敷郡、結城郡、猿島郡及び北相馬郡 

栃木 9090 

栃木県北部 310 
日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷郡塩谷町及び那須郡那

須町 

栃木県南部 311 

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、さく

ら市、那須烏山市、下野市、河内郡、上都賀郡、芳賀郡、下都賀郡、

塩谷郡高根沢町及び那須郡那珂川町 

群馬 9100 

群馬県北部 320 沼田市、吾妻郡及び利根郡 

群馬県南部 321 

前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、渋川市、藤岡

市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡、多野郡、甘楽郡、佐波郡

及び邑楽郡 

埼玉 

 
9110 

埼玉県北部 330 

熊谷市、行田市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷

市、久喜市、比企郡（川島町を除く。）、秩父郡東秩父村、児玉郡及び

大里郡 

埼玉県南部 331 

さいたま市、川越市、川口市、所沢市、飯能市、春日部市、狭山市、

上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ケ谷市、朝霞市、

志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、八潮市、富士見市、三郷

市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野

市、北足立郡、入間郡、比企郡川島町、南埼玉郡及び北葛飾郡 

埼玉県秩父 332 秩父市及び秩父郡（東秩父村を除く。） 

千葉 9120 

千葉県北東部 340 
銚子市、茂原市、東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、香取郡、

山武郡及び長生郡 

千葉県北西部 341 

千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野

市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、

四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市及び印旛郡 

千葉県南部 342 
館山市、木更津市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、南

房総市、いすみ市、夷隅郡及び安房郡 

 



 

地方単位 都道府県単位 地域単位 区域 

関東 9931 東京 9131 

東京都２３区 350 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、

品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島

区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区及び江戸川区 

東京都多摩東部 351 

八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町

田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福

生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、

稲城市、羽村市、西東京市及び西多摩郡瑞穂町 

東京都多摩西部 352 青梅市、あきる野市及び西多摩郡（瑞穂町を除く。） 

伊豆諸島 9932 伊豆諸島 9132 

伊豆大島 355 大島町 

神津島 354 神津島村 

新島 356 利島村及び新島村 

三宅島 357 三宅村及び御蔵島村 

八丈島 358 八丈町及び青ヶ島村 

小笠原 9933 小笠原 9133 小笠原 359 小笠原村 

関東 9931 神奈川 9140 

神奈川県東部 360 

横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗

子市、三浦市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、三浦郡、高座郡

及び中郡 

神奈川県西部 361 
小田原市、相模原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、足柄上

郡、足柄下郡及び愛甲郡 

北陸 9934 

新潟 9150 

新潟県上越 370 糸魚川市、妙高市及び上越市 

新潟県中越 371 
長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、魚

沼市、南魚沼市、南蒲原郡、三島郡、南魚沼郡、中魚沼郡及び刈羽郡 

新潟県下越 372 
新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲

原郡、西蒲原郡、東蒲原郡及び岩船郡 

新潟県佐渡 375 佐渡市 

富山 9160 
富山県東部 380 富山市、魚津市、滑川市、黒部市、中新川郡及び下新川郡 

富山県西部 381 高岡市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市及び射水市 



 
地方単位 都道府県単位 地域単位 区域 

北陸 9934 

石川 9170 

石川県能登 390 七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、羽咋郡、鹿島郡及び鳳珠郡 

石川県加賀 391 
金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市、能美郡、石川

郡及び河北郡 

福井 9180 
福井県嶺北 400 

福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、吉田

郡、今立郡、南条郡及び丹生郡 

福井県嶺南 401 敦賀市、小浜市、三方郡、大飯郡及び三方上中郡 

甲信 9935 

山梨 9190 

山梨県東部・富士五湖 412 富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、南都留郡及び北都留郡 

山梨県中・西部 411 
甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、

甲州市、中央市、西八代郡、南巨摩郡及び中巨摩郡 

長野 9200 

長野県北部 420 
長野市、須坂市、中野市、大町市、飯山市、千曲市、北安曇郡、埴科

郡、上高井郡、下高井郡、上水内郡及び下水内郡 

長野県中部 421 

松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、小諸市、茅野市、塩尻市、佐久市、

東御市、安曇野市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、諏訪郡及び東筑摩

郡 

長野県南部 422 飯田市、伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡、下伊那郡及び木曽郡 

東海 9936 

岐阜 9210 

岐阜県飛騨 430 高山市、飛彈市、下呂市及び大野郡 

岐阜県美濃東部 431 
多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、可児市、

加茂郡及び可児郡 

岐阜県美濃中西部 432 

岐阜市、大垣市、関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、

本巣市、郡上市、海津市、羽島郡、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡

及び本巣郡 

静岡 9220 

静岡県伊豆 440 熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡 

静岡県東部 441 沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市及び駿東郡 

静岡県中部 442 静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市及び榛原郡 

静岡県西部 443 
浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市及び周

智郡 

愛知 9230 愛知県東部 450 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市及び北設楽郡 

 



 
地方単位 都道府県単位 地域単位 区域 

東海 9936 

愛知 9230 愛知県西部 451 

名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧

南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、

小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜

市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、

みよし市、あま市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、海部郡、知多郡、

幡豆郡及び額田郡 

三重 9240 

三重県北部 460 
四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、桑名郡、員弁郡及

び三重郡 

三重県中部 461 津市、松阪市、名張市、伊賀市及び多気郡（大台町を除く。） 

三重県南部 462 
伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡大台町、度会郡、

北牟婁郡及び南牟婁郡 

近畿 9941 

滋賀 9250 

滋賀県北部 500 彦根市、長浜市、高島市、米原市、愛知郡及び犬上郡 

滋賀県南部 501 
大津市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、

湖南市、東近江市及び蒲生郡 

京都 9260 

京都府北部 510 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市及び与謝郡 

京都府南部 511 

京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京

田辺市、南丹市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡、相楽郡及び

船井郡 

大阪 9270 

大阪府北部 520 

大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木

市、八尾市、寝屋川市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、

東大阪市、四條畷市、交野市、三島郡及び豊能郡 

大阪府南部 521 

堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長

野市、松原市、和泉市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、泉南市、大

阪狭山市、阪南市、泉北郡、泉南郡及び南河内郡 

兵庫 9280 

兵庫県北部 530 豊岡市、養父市、朝来市及び美方郡 

兵庫県南東部 531 

神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、西

脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、

篠山市、丹波市、加東市、川辺郡、多可郡及び加古郡 

兵庫県南西部 532 
姫路市、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡、赤

穂郡及び佐用郡 

 



 

地方単位 都道府県単位 地域単位 区域 

近畿 9941 

兵庫 9280 兵庫県淡路島 535 洲本市、南あわじ市及び淡路市 

奈良 9290 奈良県 540 

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條

市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、山辺郡、生駒郡、

磯城郡、宇陀郡、高市郡、北葛城郡及び吉野郡 

和歌山 9300 
和歌山県北部 550 

和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、紀の川市、岩出市、

海草郡、伊都郡、有田郡及び日高郡 

和歌山県南部 551 田辺市、新宮市、西牟婁郡及び東牟婁郡 

中国 9942 

鳥取 9310 

鳥取県東部 560 鳥取市、岩美郡及び八頭郡 

鳥取県中部 562 倉吉市及び東伯郡 

鳥取県西部 563 米子市、境港市、西伯郡及び日野郡 

島根 9320 

島根県東部 570 
松江市、出雲市、安来市、雲南市、八束郡、仁多郡、飯石郡及び簸

川郡 

島根県西部 571 浜田市、益田市、大田市、江津市、邑智郡及び鹿足郡 

島根県隠岐 575 隠岐郡 

岡山 9330 

岡山県北部 580 
津山市、新見市、真庭市、美作市、真庭郡、苫田郡、勝田郡、英田

郡及び久米郡 

岡山県南部 581 

岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、備前

市、瀬戸内市、赤磐市、浅口市、和気郡、都窪郡、浅口郡、小田郡

及び加賀郡 

広島 9340 

広島県北部 590 三次市、庄原市、安芸高田市及び山県郡 

広島県南東部 591 三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡及び神石郡 

広島県南西部 592 
広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、江田島市、

安芸郡及び豊田郡 

四国 9943 

徳島 9360 
徳島県北部 600 

徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、

名東郡、名西郡、板野郡、美馬郡及び三好郡 

徳島県南部 601 阿南市、勝浦郡、那賀郡及び海部郡 

香川 9370 

香川県東部 610 高松市、さぬき市、東かがわ市、小豆郡、木田郡及び香川郡 

香川県西部 611 
丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、三豊市、綾歌郡及び仲多度

郡 



 
地方単位 都道府県単位 地域単位 区域 

四国 9943 

愛媛 9380 

愛媛県東予 620 今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び越智郡 

愛媛県中予 621 松山市、伊予市、東温市、上浮穴郡及び伊予郡 

愛媛県南予 622 
宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、喜多郡、西宇和郡、北宇和

郡及び南宇和郡 

高知 9390 

高知県東部 630 室戸市、安芸市及び安芸郡 

高知県中部 631 
高知市、南国市、土佐市、須崎市、香南市、香美市、長岡郡、土佐

郡、吾川郡及び高岡郡（佐川町、越知町及び日高村に限る。） 

高知県西部 632 
宿毛市、土佐清水市、四万十市、高岡郡（高知県中部の区域を除く。）

及び幡多郡 

中国 9942 山口 9350 

山口県北部 700 萩市、長門市、美祢市及び阿武郡 

山口県東部 703 岩国市、光市、柳井市、大島郡、玖珂郡及び熊毛郡 

山口県中部 704 山口市、防府市、下松市、周南市 

山口県西部 702 下関市、宇部市及び山陽小野田市 

九州 9951 

福岡 9400 

福岡県福岡 710 
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、

福津市、糸島市、筑紫郡及び糟屋郡 

福岡県北九州 711 北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡及び築上郡 

福岡県筑豊 712 
直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡及び田

川郡 

福岡県筑後 713 
大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、

うきは市、朝倉市、みやま市、朝倉郡、三井郡、三潴郡及び八女郡 

佐賀 9410 

佐賀県北部 720 唐津市、伊万里市、東松浦郡及び西松浦郡 

佐賀県南部 721 
佐賀市、鳥栖市、多久市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、

神埼郡、三養基郡、杵島郡及び藤津郡 

長崎 9420 

長崎県北部 730 
佐世保市（宇久町を除く。）、平戸市、松浦市、東彼杵郡及び北松浦郡

（小値賀町を除く。） 

長崎県南西部 731 長崎市、諫早市、大村市、西海市及び西彼杵郡 

長崎県島原半島 732 島原市、雲仙市及び南島原市 

長崎県対馬 735 対馬市 

長崎県壱岐 736 壱岐市 

長崎県五島 737 佐世保市（宇久町に限る。）、五島市、北松浦郡小値賀町及び南松浦郡 



 

地方単位 都道府県単位 地域単位 区域 

九州 9951 

熊本 9430 

熊本県熊本 741 

熊本市、八代市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、

合志市、下益城郡、玉名郡、菊池郡、阿蘇郡西原村、上益城郡及び八

代郡 

熊本県阿蘇 740 阿蘇市及び阿蘇郡（西原村を除く。） 

熊本県球磨 742 人吉市及び球磨郡 

熊本県天草・芦北 743 水俣市、上天草市、天草市、葦北郡及び天草郡 

大分 9440 

大分県北部 750 中津市、豊後高田市、宇佐市、国東市及び東国東郡 

大分県中部 751 大分市、別府市、臼杵市、津久見市、杵築市、由布市及び速見郡 

大分県南部 752 佐伯市及び豊後大野市 

大分県西部 753 日田市、竹田市及び玖珠郡 

宮崎 9450 

宮崎県北部平野部 760 
延岡市、日向市、西都市、児湯郡（西米良村を除く。）及び東臼杵郡

門川町 

宮崎県北部山沿い 761 児湯郡西米良村、東臼杵郡（門川町を除く。）及び西臼杵郡 

宮崎県南部平野部 762 宮崎市、日南市、串間市及び東諸県郡 

宮崎県南部山沿い 763 都城市、小林市、えびの市、北諸県郡及び西諸県郡 

鹿児島 9461 

鹿児島県薩摩 770 

鹿児島市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、薩摩川内市（鹿児島

県甑島の区域を除く。）、日置市、霧島市、いちき串木野市、南さつ

ま市、南九州市、伊佐市、姶良市、薩摩郡、出水郡及び姶良郡 

鹿児島県大隅 771 鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、曽於郡及び肝属郡 

鹿児島県十島村 774 鹿児島郡十島村 

鹿児島県甑島 775 薩摩川内市（鹿島町、上甑町、里町及び下甑町に限る。） 

鹿児島県種子島 776 西之表市、鹿児島郡三島村及び熊毛郡（屋久島町を除く。） 

鹿児島県屋久島 777 熊毛郡屋久島町 

奄美(群島) 9952 奄美(群島) 9462 
鹿児島県奄美北部 778 

奄美市及び大島郡（大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町に限

る。） 

鹿児島県奄美南部 779 大島郡（鹿児島県奄美北部の区域を除く。） 

 



 

地方単位 都道府県単位 地域単位 区域 

沖縄 9960 

沖縄本島 9471 

沖縄県本島北部 800 名護市、国頭郡及び島尻郡（粟国村、伊平屋村、伊是名村に限る。） 

沖縄県本島中南部 801 

那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、

南城市、中頭郡及び島尻郡（沖縄県本島北部、沖縄県久米島及び沖縄

県大東島の区域を除く。） 

沖縄県久米島 802 島尻郡久米島町 

大東島 9472 沖縄県大東島 803 島尻郡（南大東村及び北大東村に限る。） 

宮古島 9473 沖縄県宮古島 804 宮古島市、宮古郡 

八重山 9474 

沖縄県石垣島 805 石垣市 

沖縄県西表島 807 八重山郡竹富町 

沖縄県与那国島 806 八重山郡与那国町 

 

※ 一般向け緊急地震速報で用いる強い揺れが推定される地域（地方若しくは都道府県）の表現については、テロップの関係上、最大５文字としている。 

 



緊急地震速報と地震情報で用いる地域名称の関係： 

平成 22 年 11月 29日版（平成 23年 3月 24 日 13 時適用開始予定） 

一般向け緊急地震速報 地震情報 

地方単位 都道府県単位 地域単位 地方単位 都道府県単位 

北海道 

北海道道央 

石狩地方北部 

北海道地方 01 北海道 10 

石狩地方中部 

石狩地方南部 

後志地方北部 

後志地方東部 

後志地方西部 

空知地方北部 

空知地方中部 

空知地方南部 

北海道道南 

渡島地方北部 

渡島地方東部 

渡島地方西部 

檜山地方 

北海道奥尻島 

胆振地方西部 

胆振地方中東部 

日高地方西部 

日高地方中部 

日高地方東部 

北海道道北 

上川地方北部 

上川地方中部 

上川地方南部 

留萌地方中北部 

留萌地方南部 

宗谷地方北部 

宗谷地方南部 

北海道利尻礼文 

北海道道東 

網走地方 

北見地方 

紋別地方 

十勝地方北部 

十勝地方中部 

十勝地方南部 

釧路地方北部 

釧路地方中南部 

根室地方北部 

根室地方中部 

根室地方南部 

東北 青森 

青森県津軽北部 

東北地方 02 青森県 20 青森県津軽南部 

青森県三八上北 



 

 

一般向け緊急地震速報 地震情報 

地方単位 都道府県単位 地域単位 地方単位 都道府県単位 

東北 

青森 青森県下北 

東北地方 02 

青森県 20 

岩手 

岩手県沿岸北部 

岩手県 21 
岩手県沿岸南部 

岩手県内陸北部 

岩手県内陸南部 

宮城 

宮城県北部 

宮城県 22 宮城県中部 

宮城県南部 

秋田 

秋田県沿岸北部 

秋田県 23 
秋田県沿岸南部 

秋田県内陸北部 

秋田県内陸南部 

山形 

山形県庄内 

山形県 24 
山形県最上 

山形県村山 

山形県置賜 

福島 

福島県中通り 

福島県 25 福島県浜通り 

福島県会津 

関東 

茨城 
茨城県北部 

関東甲信地方 04 

茨城県 30 
茨城県南部 

栃木 
栃木県北部 

栃木県 31 
栃木県南部 

群馬 
群馬県北部 

群馬県 32 
群馬県南部 

埼玉 

埼玉県北部 

埼玉県 33 埼玉県南部 

埼玉県秩父 

千葉 

千葉県北東部 

千葉県 34 千葉県北西部 

千葉県南部 

東京 

東京都２３区 

東京都 35 

東京都多摩東部 

東京都多摩西部 

伊豆諸島 伊豆諸島 

伊豆大島 

神津島 

新島 

三宅島 

八丈島 

小笠原 小笠原 小笠原 小笠原地方 05 

関東 神奈川 
神奈川県東部 

関東甲信地方 04 神奈川県 36 
神奈川県西部 
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地方単位 都道府県単位 地域単位 地方単位 都道府県単位 

北陸 

新潟 

新潟県上越 

北陸地方 03 

新潟県 37 
新潟県中越 

新潟県下越 

新潟県佐渡 

富山 
富山県東部 

富山県 38 
富山県西部 

石川 
石川県能登 

石川県 39 
石川県加賀 

福井 
福井県嶺北 

福井県 40 
福井県嶺南 

甲信 

山梨 
山梨県東部・富士五湖 

関東甲信地方 04 

山梨県 41 
山梨県中・西部 

長野 

長野県北部 

長野県 42 長野県中部 

長野県南部 

東海 

岐阜 

岐阜県飛騨 

東海地方 06 

岐阜県 43 岐阜県美濃東部 

岐阜県美濃中西部 

静岡 

静岡県伊豆 

静岡県 44 
静岡県東部 

静岡県中部 

静岡県西部 

愛知 
愛知県東部 

愛知県 45 
愛知県西部 

三重 

三重県北部 

三重県 46 三重県中部 

三重県南部 

近畿 

滋賀 
滋賀県北部 

近畿地方 07 

滋賀県 50 
滋賀県南部 

京都 
京都府北部 

京都府 51 
京都府南部 

大阪 
大阪府北部 

大阪府 52 
大阪府南部 

兵庫 

兵庫県北部 

兵庫県 53 
兵庫県南東部 

兵庫県南西部 

兵庫県淡路島 

奈良 奈良県 奈良県 54 

和歌山 
和歌山県北部 

和歌山県 55 
和歌山県南部 

中国 鳥取 

鳥取県東部 

中国地方 08 鳥取県 56 鳥取県中部 

鳥取県西部 
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地方単位 都道府県単位 地域単位 地方単位 都道府県単位 

中国 

島根 

島根県東部 

中国地方 08 

島根県 57 島根県西部 

島根県隠岐 

岡山 
岡山県北部 

岡山県 58 
岡山県南部 

広島 

広島県北部 

広島県 59 広島県南東部 

広島県南西部 

四国 

徳島 
徳島県北部 

四国地方 09 

徳島県 60 
徳島県南部 

香川 
香川県東部 

香川県 61 
香川県西部 

愛媛 

愛媛県東予 

愛媛県 62 愛媛県中予 

愛媛県南予 

高知 

高知県東部 

高知県 63 高知県中部 

高知県西部 

中国 山口 

山口県北部 

九州地方 10 

山口県 70 
山口県東部 

山口県中部 

山口県西部 

九州 

福岡 

福岡県福岡 

福岡県 71 
福岡県北九州 

福岡県筑豊 

福岡県筑後 

佐賀 
佐賀県北部 

佐賀県 72 
佐賀県南部 

長崎 

長崎県北部 

長崎県 73 

長崎県南西部 

長崎県島原半島 

長崎県対馬 

長崎県壱岐 

長崎県五島 

熊本 

熊本県阿蘇 

熊本県 74 
熊本県熊本 

熊本県球磨 

熊本県天草・芦北 

大分 

大分県北部 

大分県 75 
大分県中部 

大分県南部 

大分県西部 
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地方単位 都道府県単位 地域単位 地方単位 都道府県単位 

九州 

宮崎 

宮崎県北部平野部 

九州地方 10 

宮崎県 76 
宮崎県北部山沿い 

宮崎県南部平野部 

宮崎県南部山沿い 

鹿児島 

鹿児島県薩摩 

鹿児島

県 
77 

鹿児島県大隅 

鹿児島県十島村 

鹿児島県甑島 

鹿児島県種子島 

鹿児島県屋久島 

奄美（群島） 奄美（群島） 
鹿児島県奄美北部 

鹿児島県奄美南部 

沖縄 

沖縄本島 

沖縄県本島北部 

沖縄地方 11 沖縄県 80 

沖縄県本島中南部 

沖縄県久米島 

大東島 沖縄県大東島 

宮古島 沖縄県宮古島 

八重山 

沖縄県石垣島 

沖縄県西表島 

沖縄県与那国島 
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