三重県

南東沖

深さは１０ Km

M6.1

平成 28 年 04 月 01 日 11 時 43 分 気象庁発表 01 日 11 時 39 分頃地震がありました。 震源地は三重県南東沖（北緯 33.4 度、東経 136.4 度）で、震源の深さは約 10km、地震の規模
（マグニチュード）は 6.1 と推定されます。各地の震度は次の通りです。
なお、震度２～１は代表例に削っています。
和歌山県 震度４
古座川町高池
震度３
御坊市薗 和歌山広川町広＊ 和歌山印南町印南＊
みなべ町芝＊ 田辺市中屋敷町＊ 新宮市新宮
新宮市磐盾＊ 新宮市熊野川町日足＊ 串本町串本＊
那智勝浦町朝日＊ 太地町太地暖海公園＊
太地町役場＊
震度２
和歌山市男野芝丁 和歌山市一番丁＊ 海南市日方＊
橋本市東家＊ 橋本市高野口町名倉＊ 有田市箕島
有田市初島町＊ かつらぎ町丁ノ町＊ 湯浅町青木＊
和歌山美浜町和田＊ 和歌山日高町高家＊
由良町里＊ みなべ町土井 日高川町川原河＊
日高川町土生＊ 紀の川市粉河
紀の川市那賀総合センター＊ 紀の川市桃山町元＊
紀の川市貴志川町神戸＊ 紀の川市西大井＊
震度１
海南市下津＊ かつらぎ町花園梁瀬＊
九度山町九度山＊ 高野町高野山中学校
岐阜県
震度３
笠松町司町＊ 海津市海津町＊
震度２
多治見市笠原町＊ 中津川市かやの木町
中津川市本町＊ 瑞浪市上平町＊
恵那市長島小学校＊ 恵那市長島町＊ 土岐市泉町＊
土岐市肥田＊ 岐阜市加納二之丸 岐阜市京町＊
岐阜市柳津町＊ 大垣市丸の内＊ 大垣市墨俣町＊
羽島市竹鼻町＊ 各務原市那加桜町＊ 養老町高田＊
震度１
高山市一之宮町＊ 下呂市森 下呂市下呂小学校＊
下呂市萩原町＊ 多治見市三笠町＊ 中津川市坂下＊
中津川市加子母＊ 中津川市川上＊
中津川市付知町＊ 恵那市岩村町＊
恵那市上矢作町＊ 美濃加茂市太田町
美濃加茂市西町＊ 可児市広見＊ 川辺町中川辺＊
静岡県
震度３
袋井市浅名＊ 浜松北区三ヶ日町
震度２
富士市吉永＊ 牧之原市静波＊ 磐田市福田＊
磐田市岡＊ 磐田市森岡＊ 袋井市新屋
湖西市新居町浜名＊ 湖西市吉美＊
静岡菊川市赤土＊ 浜松東区流通元町＊
震度１
河津町田中＊ 伊豆の国市四日町＊
伊豆の国市長岡＊ 沼津市御幸町＊
愛知県
震度３
田原市福江町 半田市東洋町＊ 西尾市吉良町＊
愛知美浜町河和＊ 愛西市石田町＊
長久手市岩作城の内＊
震度２
豊橋市向山 豊橋市東松山町＊ 豊川市諏訪＊
豊川市小坂井町＊ 蒲郡市御幸町＊ 蒲郡市水竹町＊
田原市赤羽根町＊ 名古屋千種区日和町
名古屋東区筒井＊ 名古屋北区萩野通＊
名古屋西区八筋町＊ 名古屋中村区大宮町＊
名古屋中区市役所＊ 名古屋中区県庁＊
一宮市木曽川町＊ 一宮市緑＊ 瀬戸市苗場町＊
春日井市鳥居松町＊ 愛知津島市埋田町＊
碧南市松本町＊ 刈谷市寿町＊ 豊田市小坂本町
豊田市小坂町＊ 豊田市保見町＊ 安城市和泉町＊
安城市横山町＊ 西尾市一色町 西尾市矢曽根町＊
犬山市五郎丸＊ 常滑市新開町 中部国際空港
震度１
豊川市一宮町＊ 豊川市赤坂町＊ 豊川市御津町＊
三重県
震度３
津市島崎町 熊野市有馬町＊ 三重紀北町相賀＊
震度２
四日市市日永 四日市市新浜町＊ 四日市市諏訪町＊
四日市市楠町北五味塚＊ 桑名市長島町松ヶ島＊
鈴鹿市西条 川越町豊田一色＊ 亀山市椿世町＊
津市片田薬王寺町 津市西丸之内＊ 津市香良洲町＊
津市久居明神町＊ 松阪市上川町 松阪市魚町＊
松阪市曽原町＊ 松阪市嬉野町＊ 伊賀市緑ヶ丘本町
震度１
鈴鹿市神戸＊ 三重朝日町小向＊ 亀山市本丸町＊
津市安濃町東観音寺＊ 松阪市殿町＊
名張市鴻之台＊ 三重明和町馬之上＊
震度２
彦根市城町 彦根市西今町＊ 彦根市元町＊
長浜市落合町＊ 長浜市湖北町速水＊
長浜市木之本町木之本＊ 長浜市八幡東町＊
長浜市宮部町＊ 豊郷町石畑＊ 甲良町在士＊
震度１
長浜市余呉町中之郷＊ 多賀町多賀＊
高島市今津町日置前＊ 米原市顔戸＊ 大津市南小松
京都府
震度３
城陽市寺田＊ 久御山町田井＊
震度２
京都左京区田中＊ 京都中京区西ノ京
京都中京区河原町御池＊ 京都東山区清水＊
京都下京区河原町塩小路＊ 京都南区西九条＊
京都伏見区竹田＊ 京都伏見区醍醐＊
木津川市木津＊ 木津川市山城町上狛＊
震度１
舞鶴市下福井 宮津市柳縄手＊
大阪府
震度３
大阪港区築港＊ 大東市新町＊ 大阪太子町山田＊
震度２
大阪都島区都島本通＊ 大阪福島区福島＊
大阪此花区春日出北＊ 大阪西区九条南＊
大阪大正区泉尾＊ 大阪天王寺区上本町＊
大阪西淀川区千舟＊ 大阪東淀川区柴島＊
大阪東淀川区北江口＊ 大阪東成区東中本＊
大阪生野区舎利寺＊ 大阪旭区大宮＊
震度１
池田市城南＊ 能勢町今西＊ 能勢町役場＊
奈良県
震度３
奈良市半田開町 大和郡山市北郡山町＊
天理市川原城町＊ 桜井市粟殿＊ 田原本町役場＊
天川村洞川 宇陀市大宇陀迫間＊
震度２
奈良市二条大路南＊ 奈良市都祁白石町＊
大和高田市野口＊ 大和高田市大中＊
橿原市八木町＊ 桜井市初瀬 五條市本町＊
御所市役所＊ 香芝市本町＊ 斑鳩町法隆寺西＊
震度１
奈良市月ヶ瀬尾山＊ 五條市大塔町辻堂＊
五條市西吉野町＊ 生駒市東新町＊ 山添村大西＊
富山県
震度２
滑川市寺家町＊ 氷見市加納＊
震度１
富山市石坂 富山市八尾町福島 舟橋村仏生寺＊
高岡市伏木 高岡市広小路＊ 高岡市福岡町＊
小矢部市泉町 南砺市天池 南砺市城端＊
南砺市蛇喰＊ 射水市加茂中部＊ 射水市小島＊射水市本町＊ 射水市橋下条＊ 射水市二口＊
石川県
震度２
金沢市西念 小松市小馬出町 小松市向本折町＊
加賀市大聖寺南町＊ 白山市美川浜町＊
震度１
七尾市本府中町 輪島市鳳至町 珠洲市正院町＊
羽咋市旭町＊ 穴水町大町＊ 能登町宇出津
福井県
震度２
福井市豊島 福井市板垣＊ 福井市大手＊
大野市天神町＊ 越前町西田中＊ あわら市市姫＊
あわら市国影＊ 越前市粟田部＊
震度１
福井市蒲生町＊ 大野市貝皿＊ 大野市朝日＊
山梨県
震度２
甲府市下曽根町＊ 中央市成島＊ 富士川町鰍沢＊
忍野村忍草＊
震度１
甲府市飯田 南アルプス市寺部＊
市川三郷町六郷支所＊
長野県
震度２
諏訪市湖岸通り 諏訪市高島＊ 茅野市葛井公園＊
長野南牧村海ノ口＊ 下諏訪町役場＊ 飯田市高羽町
震度１
長野市戸隠＊ 長野市豊野町豊野＊ 長野市大岡＊
坂城町坂城＊ 松本市沢村 松本市丸の内＊
兵庫県
震度２
豊岡市桜町 尼崎市昭和通＊ 西宮市宮前町
西宮市平木＊ 芦屋市精道町＊ 伊丹市千僧＊
震度１
神戸中央区脇浜 明石市中崎 三木市細川町
三木市福井＊ 川西市中央町＊ 三田市下深田
鳥取県
震度２
鳥取市福部町細川＊ 湯梨浜町久留＊ 境港市東本町
境港市上道町＊
震度１
鳥取市吉方 鳥取市吉成＊ 鳥取市鹿野町鹿野＊
琴浦町徳万＊ 湯梨浜町龍島＊ 北栄町土下＊
島根県
震度２
大田市仁摩町仁万＊
震度１
出雲市今市町
岡山県
震度２
岡山南区浦安南町＊
震度１
真庭市蒜山下福田＊ 真庭市蒜山上福田＊
倉敷市児島小川町＊ 倉敷市水島北幸町＊
徳島県
震度２
徳島市大和町 徳島市新蔵町＊ 鳴門市鳴門町＊
小松島市横須町＊ 石井町高川原＊ 松茂町広島＊
震度１
鳴門市撫養町 美馬市脇町 美馬市穴吹町＊
つるぎ町貞光＊ 阿波市吉野町＊
香川県
震度２
高松市庵治町＊ 高松市国分寺町＊ 東かがわ市西村
震度１
高松市伏石町 高松市扇町＊ 高松市牟礼町＊
さぬき市長尾総合公園＊ さぬき市長尾東＊
広島県
震度１
尾道市瀬戸田町＊ 呉市宝町 呉市広＊
東広島市黒瀬町 府中町大通り＊ 竹原市中央＊
愛媛県
震度１
今治市大西町＊ 今治市大三島町＊ 伊予市下吾川＊
高知県
震度１
安芸市西浜 安芸市矢ノ丸＊ 奈半利町役場＊
田野町役場＊ 高知市本町 高知市丸ノ内＊

三重県南東沖で震度４の地震がありました。
震源の深さは１０ Km と浅い割に、結構広範囲に揺れていました。
三重・和歌山の海岸付近あたりは、岩盤等地質の関係で広範に伝わりやすいと考えられます。
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１

愛知県高浜市の観測では震度２～３クラスのハズですが、良く変化を捉えています。

２

名古屋や大阪の、旭区・貝塚・宝塚・川西なども概ね異常と思われる範囲が捉えられています。

３

和歌山の１局が欲しいところですが、もう少し増設の PR をして見ましょう。
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