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平成30年2月13日 

地震調査研究推進本部 政策委員会 

調査観測計画部会 

 

 

地震に関する総合的な調査観測計画における調査対象活断層について（一部改定）

（案） 

 

 

 

 

「地震に関する総合的な調査観測計画～東日本大震災を踏まえて～」（平成26年8月27日）

において推進する下記活断層調査の対象活断層について、別紙（１）～（５）の通り定める。 

※追加・改定部分を赤字で記載 うち新たに指定された主要活断層帯を青で記載 

 

基盤的調査観測計画 

 ａ）主要活断層帯調査    別紙（１） 

ｂ）補完調査     別紙（２） 

ｃ）沿岸海域活断層調査   別紙（３） 

ｄ）短い活断層や地表に現れていない断層調査 別紙（４） 

 

重点的調査観測計画    別紙（５） 

  

資料 計８１－（３） 
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（別紙１） 

 

○主要活断層帯調査 

 

サロベツ断層帯 

標津断層帯 

十勝平野断層帯 

富良野断層帯 

増毛山地東縁断層帯・沼田－砂川付近の断層帯 

当別断層 

石狩低地東縁断層帯 

黒松内低地断層帯 

函館平野西縁断層帯 

青森湾西岸断層帯 

津軽山地西縁断層帯 

折爪断層 

花輪東断層帯 

能代断層帯 

北上低地西縁断層帯 

雫石盆地西縁－真昼山地東縁断層帯 

横手盆地東縁断層帯 

北由利断層 

新庄盆地断層帯 

山形盆地断層帯 

庄内平野東縁断層帯 

長町－利府線断層帯 

福島盆地西縁断層帯 

長井盆地西縁断層帯 

双葉断層 

会津盆地西縁・東縁断層帯 

櫛形山脈断層帯 

月岡断層帯 

長岡平野西縁断層帯 

鴨川低地断層帯 

関谷断層 

大久保断層 
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深谷断層帯・綾瀬川断層 

立川断層帯 

伊勢原断層 

塩沢断層帯・平山－松田北断層帯・国府津－松田断層帯 

三浦半島断層群 

北伊豆断層帯 

六日町断層帯 

高田平野断層帯 

十日町断層帯 

長野盆地西縁断層帯（信濃川断層帯） 

糸魚川－静岡構造線断層帯 

曽根丘陵断層帯 

身延断層 

富士川河口断層帯 

木曽山脈西縁断層帯 

境峠・神谷断層帯 

魚津断層帯 

跡津川断層帯 

高山・大原断層帯 

牛首断層帯 

庄川断層帯 

伊那谷断層帯 

阿寺断層帯 

屏風山・恵那山断層帯及び猿投山断層帯 

邑知潟断層帯 

砺波平野断層帯・呉羽山断層帯 

森本・富樫断層帯 

福井平野東縁断層帯 

長良川上流断層帯 

濃尾断層帯 

柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯 

野坂・集福寺断層帯 

湖北山地断層帯 

琵琶湖西岸断層帯 

養老－桑名－四日市断層帯 

鈴鹿東縁断層帯 
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鈴鹿西縁断層帯 

頓宮断層 

伊勢湾断層帯 

布引山地東縁断層帯 

木津川断層帯 

三方・花折断層帯 

山田断層帯 

京都盆地－奈良盆地断層帯南部（奈良盆地東縁断層帯） 

有馬－高槻断層帯 

生駒断層帯 

三峠・京都西山断層帯 

六甲・淡路島断層帯 

大阪湾断層帯 

上町断層帯 

中央構造線断層帯（金剛山地東縁－伊予灘由布院） 

長尾断層帯 

鹿野‐吉岡断層 

山崎断層帯 

宍道（鹿島）断層 

長者ヶ原‐芳井断層 

菊川断層帯 

岩国－五日市断層帯 

周防灘断層帯 

安芸灘断層帯 

広島湾―岩国沖断層帯 

弥栄断層 

地福断層 

大原湖断層 

小郡断層 

筒賀断層 

福智山断層帯 

西山断層帯 

宇美断層 

警固断層帯 

日向峠‐小笠木峠断層帯 

別府－万年山断層帯 
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日出生断層帯 

万年山―崩平山断層帯 

布田川断層帯・日奈久断層帯 

緑川断層帯 

水縄断層帯 

佐賀平野北縁断層帯 

雲仙断層群 

出水断層帯 

人吉盆地南縁断層 

甑断層帯 

宮古島断層帯 
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（別紙２） 

 

○補完調査 

 

（地震発生確率の最大値が3％以上、最小値が0.1％未満の断層。または、最大値と最小値の

幅が概ね10％を超える断層） 

サロベツ断層帯 

新庄盆地断層帯（東部） 

山形盆地断層帯（北部） 

庄内平野東縁断層帯（南部） 

三浦半島断層群（主部／衣笠・北武断層帯） 

高田平野断層帯（高田平野東縁断層帯） 

十日町断層帯（西部） 

糸魚川－静岡構造線断層帯（北部） 

糸魚川－静岡構造線断層帯（中北部） 

木曽山脈西縁断層帯（主部／南部） 

境峠・神谷断層帯（主部） 

高山・大原断層帯（国府断層帯） 

砺波平野断層帯・呉羽山断層帯（砺波平野断層帯東部） 

砺波平野断層帯・呉羽山断層帯（砺波平野断層帯西部） 

砺波平野断層帯・呉羽山断層帯（呉羽山断層帯） 

京都盆地－奈良盆地断層帯南部（奈良盆地東縁断層帯） 

中央構造線断層帯（金剛山地東縁－伊予灘）（金剛山地東縁） 

中央構造線断層帯（金剛山地東縁－伊予灘）（和泉山脈南縁） 

中央構造線断層帯（金剛山地東縁－由布院）（石鎚山脈北縁西部） 

宍道（鹿島）断層 

安芸灘断層帯 

弥栄断層 

福智山断層帯 

別府－万年山断層帯（大分平野－由布院断層帯／東部） 

別府－万年山断層帯（野稲岳－万年山断層帯） 

布田川断層帯・日奈久断層帯（日奈久断層帯／日奈久区間） 

布田川断層帯・日奈久断層帯（日奈久断層帯／八代海区間） 

雲仙断層群（南西部／北部） 

 

（ポアソン過程を適用して地震の発生確率を求めている断層（平均活動間隔が約9000年以
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上の断層を除く。）） 

十勝平野断層帯（光地園断層） 

増毛山地東縁断層帯・沼田－砂川付近の断層帯（増毛山地東縁断層帯） 

青森湾西岸断層帯 

花輪東断層帯 

新庄盆地断層帯（西部） 

山形盆地断層帯（南部） 

長町－利府線断層帯 

塩沢断層帯・平山－松田北断層帯・国府津－松田断層帯（塩沢断層帯） 

六日町断層帯（北部） 

十日町断層帯（東部） 

大久保断層 

曽根丘陵断層帯 

富士川河口断層帯 

魚津断層帯 

高山・大原断層帯（高山断層帯） 

屏風山・恵那山断層帯及び猿投山断層帯（屏風山断層帯） 

邑知潟断層帯 

琵琶湖西岸断層帯（北部） 

三峠・京都西山断層帯（三峠断層） 

別府－万年山断層帯（大分平野－由布院断層帯／西部） 

雲仙断層群（南西部／南部） 

佐賀平野北縁断層帯 

甑断層帯（甑区間） 

 

 

（地震の発生確率が「不明」の断層（最新活動時期から500年経過していない断層を除く。）） 

標津断層帯 

増毛山地東縁断層帯・沼田－砂川付近の断層帯（沼田－砂川付近の断層帯） 

折爪断層 

雫石盆地西縁－真昼山地東縁断層帯（雫石盆地西縁断層帯） 

雫石盆地西縁－真昼山地東縁断層帯（真昼山地東縁断層帯／南部） 

横手盆地東縁断層帯（南部） 

鴨川低地断層帯 

深谷断層帯・綾瀬川断層（綾瀬川断層（伊奈－川口区間）） 

三浦半島断層群（南部） 
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身延断層 

長野盆地西縁断層帯（麻績区間） 

木曽山脈西縁断層帯（清内路峠断層帯） 

境峠・神谷断層帯（霧訪山－奈良井断層帯） 

高山・大原断層帯（猪之鼻断層帯） 

伊那谷断層帯（南東部） 

阿寺断層帯（佐見断層帯） 

阿寺断層帯（白川断層帯） 

屏風山・恵那山断層帯及び猿投山断層帯（赤河断層帯） 

長良川上流断層帯 

濃尾断層帯（温見断層／南東部） 

濃尾断層帯（主部／三田洞断層帯） 

濃尾断層帯（揖斐川断層帯） 

濃尾断層帯（武儀川断層） 

柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯（主部／中部） 

柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯（主部／南部） 

柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯（浦底－柳ヶ瀬山断層帯） 

野坂・集福寺断層帯（集福寺断層） 

山田断層帯（主部） 

中央構造線断層帯（金剛山地東縁－由布院）（五条谷） 

三峠・京都西山断層帯（上林川断層） 

長者ヶ原‐芳井断層 

岩国－五日市断層帯（己斐断層区間） 

岩国－五日市断層帯（五日市断層区間） 

広島湾―岩国沖断層帯 

周防灘断層帯（秋穂沖断層区間） 

菊川断層帯（北部区間） 

菊川断層帯（南部区間） 

地福断層 

大原湖断層 

筒賀断層 

西山断層帯（大島沖区間） 

西山断層帯（西山区間） 

西山断層帯（嘉麻峠区間） 

布田川断層帯・日奈久断層帯（布田川断層帯／宇土区間） 

布田川断層帯・日奈久断層帯（布田川断層帯／宇土半島北岸区間） 
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布田川断層帯・日奈久断層帯（日奈久断層帯／高野－白旗区間） 

雲仙断層群（北部） 

雲仙断層群（南東部） 

日向峠‐小笠木峠断層帯 

甑断層帯（上甑島北東沖区間） 

宮古島断層帯（中部） 

宮古島断層帯（西部） 
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（別紙３） 

 

○沿岸海域の活断層 

（主要活断層帯の海域延長部に相当する活断層のうち、陸域部の活動履歴や海域部の長さ

が明らかになっていない活断層） 

サロベツ断層帯 

標津断層帯 

十勝平野断層帯（光地園断層） 

石狩低地東縁断層帯（南部） 

鴨川低地断層帯 

三浦半島断層群（南部） 

福井平野東縁断層帯（主部） 

布引山地東縁断層帯（東部） 

岩国－五日市断層帯（五日市断層区間） 

広島湾―岩国沖断層帯 

布田川断層帯・日奈久断層帯（布田川断層帯／宇土半島北岸区間） 

布田川断層帯・日奈久断層帯（日奈久断層帯） 

雲仙断層群（北部） 

雲仙断層群（南東部） 

 

（主要活断層帯の海域延長部に相当する活断層のうち、陸域部の活動履歴は求められてい

るが海域部の長さが明らかになっていない活断層） 

黒松内低地断層帯 

函館平野西縁断層帯 

青森湾西岸断層帯 

長岡平野西縁断層帯 

塩沢断層帯・平山－松田北断層帯・国府津－松田断層帯（国府津－松田断層帯） 

高田平野断層帯（高田平野西縁断層帯／直江津北方沖の断層） 

富士川河口断層帯 

砺波平野断層帯・呉羽山断層帯（呉羽山断層帯） 

柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯（主部／北部） 

柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯（浦底－柳ヶ瀬山断層帯） 

野坂・集福寺断層帯（野坂断層帯） 

三方・花折断層帯（三方断層帯） 

山田断層帯（郷村断層帯） 
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（主要活断層帯の海域延長部に相当する活断層のうち、海域部の長さが明らかになってい

るが、陸域部の活動履歴が明らかとなっていない活断層） 

西山断層帯（大島沖区間） 

 

（沿岸海域の主要活断層帯のうち、位置・形状は明らかになっているが、活動履歴が明らか

になっていない活断層） 

伊勢湾断層帯（主部） 

伊勢湾断層帯（白子－野間断層） 

大阪湾断層帯 

菊川断層帯（北部区間） 

 

（沿岸海域の主要活断層帯のうち、その存在が把握されているが、形状や活動履歴が明ら

かになっていない活断層） 

菊川断層帯（南部区間）  

周防灘断層帯（周防灘断層帯主部区間） 

周防灘断層帯（秋穂沖断層区間） 

安芸灘断層帯 

甑断層帯（甑区間） 

甑断層帯（上甑島北東沖区間） 

 

（上記以外で、活断層の長期評価を進めていく上で調査が必要な沿岸海域の活断層のうち、

形状や活動履歴が明らかになっていない活断層） 

宇部南方沖断層 

市来断層帯（市来区間） 

市来断層帯（甑海峡中央区間） 

市来断層帯（吹上浜西方沖区間）  
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（別紙４） 

 

○長期評価を進めていく上で調査が必要な短い活断層や地表に現れていない断層 

小倉東断層 

西山断層帯（嘉麻峠区間） 

宇美断層 

布田川断層帯・日奈久断層帯（布田川断層帯／宇土区間） 

佐賀平野北縁断層帯 

内ノ籠断層 

片品川左岸断層 

大久保断層 

太田断層 

越生断層 

宍道（鹿島）断層 

雨滝‐釜戸断層 

日南湖断層 

岩坪断層 

宇津戸断層 

安田断層 

滝部断層 

奈古断層 

栄谷断層 

黒瀬断層 

上法軍寺断層 

上浦―西月ノ宮断層 

綱附森断層 
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（別紙５） 

 

○重点的調査観測の対象候補とした活断層帯 

立川断層帯 

塩沢断層帯・平山－松田北断層帯・国府津－松田断層帯 

三浦半島断層群（主部／武山断層帯） 

糸魚川－静岡構造線断層帯 

富士川河口断層帯 

屏風山・恵那山断層帯及び猿投山断層帯（恵那山－猿投山北断層帯） 

森本・富樫断層帯 

京都盆地－奈良盆地断層帯南部（奈良盆地東縁断層帯） 

上町断層帯 

中央構造線断層帯（金剛山地東縁－伊予灘）（金剛山地東縁及び和泉山脈南縁） 

警固断層帯（南東部） 

別府－万年山断層帯（大分平野－由布院断層帯／東部） 

布田川断層帯・日奈久断層帯 

 


