
　　　　　　　　　　岩手県の震度観測点　　　    　　　　　　　    　 平成30年3月22日　現在
地域名称 情報用市町村名称 番号 震度観測点名称 震度観測点名称の読み 所    属

1 岩手洋野町種市 ｲﾜﾃﾋﾛﾉﾁｮｳﾀﾈｲﾁ 気象庁
2 岩手洋野町大野 ｲﾜﾃﾋﾛﾉﾁｮｳｵｵﾉ 岩手県
3 久慈市川崎町 ｸｼﾞｼｶﾜｻｷﾁｮｳ 気象庁
4 久慈市枝成沢 ｸｼﾞｼｴﾀﾞﾅﾘｻﾜ 気象庁
5 久慈市長内町 ｸｼﾞｼｵｻﾅｲﾁｮｳ 独立行政法人防災科学技術研究所
6 久慈市山形町 ｸｼﾞｼﾔﾏｶﾞﾀﾁｮｳ 岩手県

野田村 7 野田村野田 ﾉﾀﾞﾑﾗﾉﾀﾞ 岩手県
普代村 8 普代村銅屋 ﾌﾀﾞｲﾑﾗﾄﾞｳﾔ 岩手県

9 田野畑村田野畑 ﾀﾉﾊﾀﾑﾗﾀﾉﾊﾀ 気象庁
10 田野畑村役場 ﾀﾉﾊﾀﾑﾗﾔｸﾊﾞ 岩手県
11 岩泉町岩泉 ｲﾜｲｽﾞﾐﾁｮｳｲﾜｲｽﾞﾐ 岩手県
12 岩泉町大川 ｲﾜｲｽﾞﾐﾁｮｳｵｵｶﾜ 独立行政法人防災科学技術研究所
13 宮古市鍬ヶ崎 ﾐﾔｺｼｸﾜｶﾞｻｷ 気象庁
14 宮古市長沢 ﾐﾔｺｼﾅｶﾞｻﾜ 気象庁
15 宮古市五月町 ﾐﾔｺｼｻﾂｷﾁｮｳ 独立行政法人防災科学技術研究所
16 宮古市田老 ﾐﾔｺｼﾀﾛｳ 独立行政法人防災科学技術研究所
17 宮古市茂市 ﾐﾔｺｼﾓｲﾁ 岩手県
18 宮古市川井 ﾐﾔｺｼｶﾜｲ 独立行政法人防災科学技術研究所
19 宮古市区界 ﾐﾔｺｼｸｻﾞｶｲ 独立行政法人防災科学技術研究所
20 山田町八幡町 ﾔﾏﾀﾞﾏﾁﾊﾁﾏﾝﾁｮｳ 気象庁
21 山田町大沢 ﾔﾏﾀﾞﾏﾁｵｵｻﾜ 独立行政法人防災科学技術研究所

大槌町 22 大槌町小鎚 ｵｵﾂﾁﾁｮｳｺﾂﾞﾁ 岩手県
23 釜石市只越町 ｶﾏｲｼｼﾀﾀﾞｺｴﾁｮｳ 気象庁
24 釜石市中妻町 ｶﾏｲｼｼﾅｶﾂﾏﾁｮｳ 独立行政法人防災科学技術研究所
25 大船渡市大船渡町 ｵｵﾌﾅﾄｼｵｵﾌﾅﾄﾁｮｳ 気象庁
26 大船渡市猪川町 ｵｵﾌﾅﾄｼｲｶﾜﾁｮｳ 気象庁
27 大船渡市盛町 ｵｵﾌﾅﾄｼｻｶﾘﾁｮｳ 独立行政法人防災科学技術研究所

住田町 28 住田町世田米 ｽﾐﾀﾁｮｳｾﾀﾏｲ 岩手県
陸前高田市 29 陸前高田市高田町 ﾘｸｾﾞﾝﾀｶﾀｼﾀｶﾀﾁｮｳ 岩手県
軽米町 30 軽米町軽米 ｶﾙﾏｲﾏﾁｶﾙﾏｲ 岩手県
九戸村 31 九戸村伊保内 ｸﾉﾍﾑﾗｲﾎﾞﾅｲ 岩手県

32 二戸市福岡 ﾆﾉﾍｼﾌｸｵｶ 気象庁
33 二戸市石切所 ﾆﾉﾍｼｲｼｷﾘﾄﾞｺﾛ 独立行政法人防災科学技術研究所
34 二戸市浄法寺町 ﾆﾉﾍｼｼﾞｮｳﾎﾞｳｼﾞﾏﾁ 岩手県

一戸町 35 一戸町高善寺 ｲﾁﾉﾍﾏﾁｺｳｾﾞﾝｼﾞ 岩手県
36 葛巻町葛巻元木 ｸｽﾞﾏｷﾏﾁｸｽﾞﾏｷﾓﾄｷ 気象庁
37 葛巻町消防分署 ｸｽﾞﾏｷﾏﾁｼｮｳﾎﾞｳﾌﾞﾝｼｮ 独立行政法人防災科学技術研究所
38 葛巻町役場 ｸｽﾞﾏｷﾏﾁﾔｸﾊﾞ 岩手県

岩手町 39 岩手町五日市 ｲﾜﾃﾏﾁｲﾂｶｲﾁ 岩手県
40 八幡平市大更 ﾊﾁﾏﾝﾀｲｼｵｵﾌﾞｹ 気象庁
41 八幡平市田頭 ﾊﾁﾏﾝﾀｲｼﾃﾞﾝﾄﾞｳ 独立行政法人防災科学技術研究所
42 八幡平市野駄 ﾊﾁﾏﾝﾀｲｼﾉﾀﾞ 岩手県
43 八幡平市叺田 ﾊﾁﾏﾝﾀｲｼｶﾏｽﾀﾞ 岩手県
44 盛岡市山王町 ﾓﾘｵｶｼｻﾝﾉｳﾁｮｳ 気象庁
45 盛岡市馬場町 ﾓﾘｵｶｼﾊﾞﾊﾞﾁｮｳ 独立行政法人防災科学技術研究所
46 盛岡市薮川 ﾓﾘｵｶｼﾔﾌﾞｶﾜ 独立行政法人防災科学技術研究所
47 盛岡市渋民 ﾓﾘｵｶｼｸｼﾌﾞﾀﾐ 岩手県

滝沢市 48 滝沢市鵜飼 ﾀｷｻﾞﾜｼｳｶｲ 岩手県
49 雫石町西根上駒木野 ｼｽﾞｸｲｼﾁｮｳﾆｼﾈｶﾐｺﾏｷﾉ 気象庁
50 雫石町千刈田 ｼｽﾞｸｲｼﾁｮｳｾﾝｶﾞﾘﾀ 気象庁

矢巾町 51 矢巾町南矢幅 ﾔﾊﾊﾞﾁｮｳﾐﾅﾐﾔﾊﾊﾞ 岩手県
紫波町 52 紫波町紫波中央駅前 ｼﾜﾁｮｳｼﾜﾁｭｳｵｳｴｷﾏｴ 岩手県

53 花巻市大迫町 ﾊﾅﾏｷｼｵｵﾊｻﾏﾏﾁ 気象庁
54 花巻市石鳥谷町 ﾊﾅﾏｷｼｲｼﾄﾞﾘﾔﾁｮｳ 独立行政法人防災科学技術研究所
55 花巻市材木町 ﾊﾅﾏｷｼｻﾞｲﾓｸﾁｮｳ 岩手県
56 花巻市大迫総合支所 ﾊﾅﾏｷｼｵｵﾊｻﾏｿｳｺﾞｳｼｼｮ 岩手県
57 花巻市東和町 ﾊﾅﾏｷｼﾄｳﾜﾁｮｳ 岩手県
58 北上市柳原町 ｷﾀｶﾐｼﾔﾅｷﾞﾊﾗﾁｮｳ 気象庁
59 北上市相去町 ｷﾀｶﾐｼｱｲｻﾘﾁｮｳ 独立行政法人防災科学技術研究所
60 西和賀町川尻 ﾆｼﾜｶﾞﾏﾁｶﾜｼﾘ 独立行政法人防災科学技術研究所
61 西和賀町沢内川舟 ﾆｼﾜｶﾞﾏﾁｻﾜｳﾁｶﾜﾌﾈ 独立行政法人防災科学技術研究所
62 西和賀町沢内太田 ﾆｼﾜｶﾞﾏﾁｻﾜｳﾁｵｵﾀ 岩手県
63 遠野市宮守町 ﾄｵﾉｼﾐﾔﾓﾘﾁｮｳ 岩手県
64 遠野市青笹町 ﾄｵﾉｼｱｵｻﾞｻﾁｮｳ 独立行政法人防災科学技術研究所
65 奥州市大鐘町 ｵｳｼｭｳｼｵｵｶﾞﾈﾁｮｳ 気象庁
66 奥州市佐倉河 ｵｳｼｭｳｼｻｸﾗｶﾜ 独立行政法人防災科学技術研究所
67 奥州市江刺 ｵｳｼｭｳｼｴｻｼ 岩手県
68 奥州市前沢 ｵｳｼｭｳｼﾏｴｻﾜ 岩手県
69 奥州市胆沢 ｵｳｼｭｳｼｲｻﾜ 岩手県
70 奥州市衣川 ｵｳｼｭｳｼｺﾛﾓｶﾞﾜ 岩手県

金ケ崎町 71 金ケ崎町西根 ｶﾈｶﾞｻｷﾁｮｳﾆｼﾈ 岩手県
72 一関市大東町 ｲﾁﾉｾｷｼﾀﾞｲﾄｳﾁｮｳ 気象庁
73 一関市竹山町 ｲﾁﾉｾｷｼﾀｹﾔﾏﾁｮｳ 独立行政法人防災科学技術研究所
74 一関市花泉町 ｲﾁﾉｾｷｼﾊﾅｲｽﾞﾐﾁｮｳ 岩手県
75 一関市千厩町 ｲﾁﾉｾｷｼｾﾝﾏﾔﾁｮｳ 岩手県
76 一関市東山町 ｲﾁﾉｾｷｼﾋｶﾞｼﾔﾏﾁｮｳ 岩手県
77 一関市室根町 ｲﾁﾉｾｷｼﾑﾛﾈﾁｮｳ 岩手県
78 一関市川崎町 ｲﾁﾉｾｷｼｶﾜｻｷﾁｮｳ 岩手県
79 一関市藤沢町 ｲﾁﾉｾｷｼﾌｼﾞｻﾜﾁｮｳ 岩手県

平泉町 80 平泉町平泉 ﾋﾗｲｽﾞﾐﾁｮｳﾋﾗｲｽﾞﾐ 岩手県
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