
千葉県防災行政無線チャイム鳴動表(一部地域) 
防災千葉 

最終更新 2013/01/13 

１ 長生郡市 

自治体 制御 BOX 時刻 曲名 音源 時期設定 

茂原市 

(もばら) 

HITACHI 8:00 エーデルワイス 旧音源 通年 

16:00 夕焼け小焼け 旧音源 11月～1月 

17:00 夕焼け小焼け 旧音源 2月～10月 

長生村 

（ちょうせい） 

Panasonic 6:00 野バラ 旧音源 現在廃止 

11:30 恋は水色（前半） 旧音源 通年 

17:00 イエスタデイ（途中切り） 旧音源 通年 

白子町 

（しらこ） 

OKI 6:00 われは海の子 旧音源 通年 

11:00 エーデルワイス 新音源 通年 

15：00 エーデルワイス 新音源 通年 

17：00 ふるさと 新音源 通年 

長南町 

（ちょうなん） 

Panasonic 7：00 恋は水色 旧音源 通年 

11：30 ウエストミンスターの鐘 TOA 通年 

17：00 夕焼け小焼け 新音源 通年 

長柄町 

（ながら） 

Panasonic 6：00 グリーンスリーブス 旧音源 通年 

11：30 ウエストミンスターの鐘 TOA 通年 

17：00 夕焼け小焼け 新音源 通年 

一宮町 

（いちのみや） 

 

NEC 

 

 

7：00 静かな湖畔（※個別のみ） NEC 通年 

12：00 むすんでひらいて NEC 通年 

16：00 峠の我が家 NEC 11月～1月 

17：00 峠の我が家 NEC 2月～10月 

21：00 家路（※個別のみ） NEC 通年 

睦沢町 

（むつざわ） 

NEC 11：30 メリーさんの羊 NEC 通年 

16：00 グリーンスリーブス NEC 通年 

17：00 夕焼け小焼け 鐘系 春夏休み 

16：10 家路 鐘系 冬休み 

※睦沢町は、通常時は 11：30と 16：00の 2回鳴動。子供たちの春休み・夏休み・冬休み期間は、 

下校促進を促すためにチャイムを流しているとのこと。 

※長生村は住民苦情により、朝のチャイム廃止、昼・夕方も鳴動時間を短縮しているものの、音量がで

かいため効果がないといえる。 



２ 夷隅郡市 

自治体 制御 BOX 時刻 曲名 音源 時期設定 

いすみ市 FUJITSU 12：00 オリジナル環境音 新音源 通年 

17：00 峠の我が家 新音源特注 3月～5月 

夕焼け小焼け 新音源 6月～8月 

里の秋 新音源特注 9月～11月 

夕焼け小焼け 新音源 12月～2月 

大多喜町 

（おおたき） 

Panasonic 12：00 ウエストミンスターの鐘 TOA 通年 

17：00 夕焼け小焼け 新音源 通年 

御宿町 

（おんじゅく） 

Panasonic 7：00 月の沙漠 蓮田系 通年 

12：00 月の沙漠 蓮田系 通年 

17：00 月の沙漠 蓮田系 通年 

勝浦市 

（かつうら） 

JRC 7：00 野バラ 旧音源 通年 

12：00 ふるさと 旧音源 通年 

17：00 夕焼け小焼け 旧音源 通年 

３-１ 安房郡市（鴨川市～鋸南町） 

自治体 制御 BOX 時刻 曲名 音源 時期設定 

鴨川市 

（かもがわ） 

NEC 7：00 夢よ、とどけ ｵﾘｼﾞﾅﾙ 通年 

12：00 夢よ、とどけ ｵﾘｼﾞﾅﾙ 通年 

17：00 夕焼け小焼け 鐘系 10月～3月 

18：00 夕焼け小焼け 鐘系 4月～9月 

館山市 

（たてやま） 

JRC 

 

17：00 

 

Forever Love ｵﾘｼﾞﾅﾙ 金～日・祭日 

歓喜の歌 旧音源 1月～3月 

エリーゼのために 旧音源 4月～6月 

夕焼け小焼け 旧音源 7月～9月 

野バラ 旧音源 10月～12月 

鋸南町 

（きょなん） 

Panasonic 11：55 ウエストミンスターの鐘 TOA 通年 

16：55 かなりや 旧音源特注 通年 

※鴨川市の「夢よ、とどけ」は鴨川市民の歌。朝と昼ではメロディーが異なります。 

※館山市は 2012年 12月 24日からチャイムの鳴動スケジュール変更。 

平日（月～木）は従来の季節ごとのチャイムで、週末と祝祭日のみ「Forever Love」が流れます。 

「Forever Love」は X JAPANのメンバーが出身地であるため。 

※鋸南町の夕方の「かなりや」はご当地チャイム。 

作詞の西条八十氏にちなみ、鋸南町が特注したものだと思われる。 



３－２ 安房郡市（南房総市） 

自治体 制御 BOX 時刻 曲名 音源 時期設定 

南房総市 

富浦町 

（とみうら） 

FUJITSU 7:00 野バラ 旧音源 通年 

12:00 エーデルワイス 旧音源 通年 

17:00 イエスタデイ 旧音源 通年 

南房総市 

富山町 

（とみやま） 

NEC 7:00 草競馬 NEC 通年 

12:00 メリーさんの羊 NEC 通年 

17:00 グリーンスリーブス 旧音源 通年 

南房総市 

三芳村 

（みよし） 

National 7:00 野バラ 旧音源 通年 

12:00 ふるさと 旧音源 通年 

17:00 家路 旧音源 通年 

南房総市 

千倉町 

（ちくら） 

JRC 7:00 恋は水色 旧音源 通年 

12:00 エーデルワイス 旧音源 通年 

17:00 夕焼け小焼け 旧音源 通年 

南房総市 

白浜町 

（しらはま） 

OKI 7:00 ウエストミンスターの鐘 新音源 通年 

12:00 エーデルワイス 新音源 通年 

17:00 夕焼け小焼け 新音源 通年 

南房総市 

和田町 

（わだ） 

Panasonic 7:00 ウエストミンスターの鐘 旧音源 通年 

12:00 ウエストミンスターの鐘 旧音源 通年 

17:00 浜千鳥 旧音源 通年 

南房総市 

丸山町 

（まるやま） 

Panasonic 7:00 歓喜の歌 旧音源 通年 

12:00 恋は水色 旧音源 通年 

17:00 イエスタデイ 旧音源 通年 

４ 内房地域（千葉市・市原市） 

自治体 制御 BOX 時刻 曲名 音源 時期設定 

千葉市 

（ちば） 

千葉首都 

Panasonic 7：00 かっこうの鳴き声 鳥声 通年 

12：00 ウエストミンスターの鐘 Pana 通年 

17：00 夕焼け小焼け 蓮田系 通年 

市原市 

（いちはら） 

NEC 16：00 ハッピー市原癒しバージョン２ ｵﾘｼﾞﾅﾙ 11月～1月 

17：00 ハッピー市原癒しバージョン２ ｵﾘｼﾞﾅﾙ 2月、3月 

18：00 ハッピー市原癒しバージョン１ ｵﾘｼﾞﾅﾙ 4月～8月 

17：00 ハッピー市原癒しバージョン１ ｵﾘｼﾞﾅﾙ 9月、10月 

 



４－２ 内房地域（袖ヶ浦・君津・木更津・富津） 

自治体 制御 BOX 時刻 曲名 音源 時期設定 

袖ヶ浦市 

（そでがうら） 

東芝 7：00 恋は水色（前半） 旧音源 4月～9月 

野バラ（前半） 旧音源 10月～3月 

12：00 ウエストミンスターの鐘 旧音源 通年 

18：00 七つの子（前半） 旧音源 4月～9月 

17：00 夕焼け小焼け（前半） 旧音源 10月～3月 

君津市 

（きみつ） 

東芝 7：00 ウエストミンスターの鐘 TOA 通年 

11：30 ウエストミンスターの鐘 TOA 通年 

17：00 ウエストミンスターの鐘 TOA 通年 

木更津市 

（きさらづ） 

JRC 18：00 夕焼け小焼け 旧音源 4月～9月 

17：00 ふるさと 旧音源 10月～3月 

富津市 

（ふっつ） 

東芝 12：00 ウエストミンスターの鐘 TOA 通年 

18：00 夕焼け小焼け 旧音源 通年 

※袖ヶ浦市の朝・夕方のチャイムは時期ごとの曲変更だが、住民苦情により鳴動時間の短縮化。 

以前はフルで流れていたそうだ。 

※君津市は ML-301B（ウエストミンスターの鐘のみの演奏機器）を使用していると思われる。 

５ 山武郡市（大網・東金・八街・山武） 

自治体 制御 BOX 時刻 曲名 音源 時期設定 

大網白里市 

（おおあみしらさと） 

FUJITSU 

Panasonic 

6:00 スコットランドの釣鐘草 鐘系 通年 

12:00 スコットランドの釣鐘草 鐘系 通年 

18:00 スコットランドの釣鐘草 鐘系 通年 

東金市 

（とうがね） 

Panasonic 7:00 かっこうの鳴き声 鳥声 通年 

11：30 ウエストミンスターの鐘 TOA 通年 

16：30 夕焼け小焼け 旧音源 通年 

八街市 

（やちまた） 

OKI 7:00 歓喜の歌 旧音源 通年 

12:00 ウエストミンスターの鐘 旧音源 通年 

17:00 夕焼け小焼け 旧音源 通年 

山武市 

（さんむ） 

東芝 11：30 よろこび 東芝 1月～4月 

恋は水色 新音源 5月～8月 

ウエストミンスターの鐘 TOA 9月～12月 

18：00 ふるさと 新音源 1月～4月 

夕焼け小焼け 新音源 5月～8月 

里の秋 単音 9月～12月 



５－２ 山武郡市（九十九里・横芝光・芝山） 

自治体 制御 BOX 時刻 曲名 音源 時期設定 

九十九里町 

（くじゅうくり） 

NEC 6：30 ホトトギスの鳴き声 鳥声 通年 

11：30 われは海の子 旧音源 通年 

17:00 赤とんぼ×2 旧音源 通年 

芝山町 

（しばやま） 

NEC 11：30 恋は水色 新音源 通年 

17：00 夕焼け小焼け 新音源 4月～9月 

18：00 夕焼け小焼け 新音源 10月～3月 

横芝光町 

（よこしばひかり） 

 

 

FUJITSU 

 

 

 

6：00 牧場の朝 旧音源 通年 

12：00 歓喜の歌 旧音源 通年 

15：00 恋は水色 旧音源 通年 

18：00 家路 旧音源 通年 

※横芝光町については、2012年 4月からデジタル化。15：00の恋は水色は平日のみ鳴動（児童下校促

進のため） 

 

６ 匝瑳・旭・銚子 

自治体 制御 BOX 時刻 曲名 音源 時期設定 

匝瑳市 

（そうさ） 

FUJITSU 7:00 野バラ 新音源 通年 

12:00 エーデルワイス 新音源 通年 

18:00 ふるさと 新音源 通年 

旭市 

（あさひ） 

FUJITSU 7：00 アレグロ Noboru  

12：00 プレスト Noboru  

17：00 ふるさと 新音源 1月～3月 

18：00 おぼろ月夜 旧音源 4月～6月 

18：00 夕焼け小焼け 新音源 7月～9月 

17：00 七つの子（※旭市 Ver.） 新音源 10月～12月 

銚子市 

（ちょうし） 

東芝 

 

7：00 椰子の実 東芝 通年 

18：00 夕焼け小焼け 蓮田系 通年 

 

 

 

 



７ 香取郡市 

自治体 制御 BOX 時刻 曲名 音源 時期設定 

香取市 

（かとり） 

Panasonic 12：00 エーデルワイス 新音源 通年 

17：00 夕焼け小焼け 新音源 通年 

多古町 

（たこ） 

Panasonic 12：00 エリーゼのために 旧音源 通年 

16：00 夕焼け小焼け（途中切り） 新音源 １１月～１月 

17：00 夕焼け小焼け（途中切り） 新音源 ２月、３月 

18：00 七つの子 新音源 ４月～８月 

17：00 赤とんぼ 旧音源 ９月、１０月 

神崎町 

（こうざき） 

National 7：00 恋は水色 ？ 通年 

12：00 ウエストミンスターの鐘 TOA 通年 

16：30？ 夕焼け小焼け？ ？  

東庄町 

（とうのしょう） 

東芝 7：00 ウエストミンスターの鐘 TOA 通年 

12：00 ウエストミンスターの鐘 TOA 通年 

17：00 夕焼け小焼け 新音源 ４月～８月 

18：00 夕焼け小焼け 新音源 ９月～３月 

８ 印旛郡市（富里・酒々井・成田・栄・印西） 

自治体 制御 BOX 時刻 曲名 音源 時期設定 

富里市 

（とみさと） 

NEC 12：00 歓喜の歌 旧音源 通年 

17：00 夕焼け小焼け 旧音源 通年 

成田市 

（なりた） 
HITACHI 

12：00 ウエストミンスターの鐘 TOA 通年 

16：00 夕焼け小焼け 新音源 １１月～１月 

17：00 夕焼け小焼け 新音源 2、3,9,10月 

18：00 夕焼け小焼け 新音源 4月～8月 

酒々井町（しすい） HITACHI 17：00 夕焼け小焼け 旧音源 通年 

佐倉市（さくら） HITACHI 16：30 家路 新音源 通年 

印西市 

（いんざい） 

Panasonic 12：00 よろこび 東芝 通年 

17：00 家路 東芝 4月～9月 

16：30 家路 東芝 10月～3月 

栄町 

（さかえ） 

FUJITSU 16：00 家路 旧音源 11月～1月 

17：00 家路 旧音源 2月、3月 

18：00 家路 旧音源 4月～8月 

17：00 家路 旧音源 9月、10月 

 



 


