
 

平成 24 年 8 月 31 日 

気 象 庁 

 

 

気象庁防災情報 XML フォーマットに係る資料の一部更新について 

 

 気象庁防災情報 XMLフォーマット情報提供ページ（http://xml.kishou.go.jp/）

に掲載されている地震火山関連、予報関連 XMLに係る資料の一部について、更新を

行いました。変更内容は以下のとおりです。 

 

 

１．AreaInformationCity コード表 

（１）埼玉県南埼玉郡白岡町の市制施行に伴うコード更新 

平成 24 年 10 月 1 日の埼玉県南埼玉郡白岡町の市制施行に伴い、コード表

を更新します。 

変更の適用日時は次のとりです。 

・地震津波関係及び火山関係：平成 24年 10月 2日 12時 

・気象関係        ：平成 24年 10月 2日 13時 

 

 

２．地震火山関連 XMLコード表 

このコード表の変更は、平成 24年 10月 2日 12時に適用します。 

 

（１）震度観測点パラメータ更新に伴うコード更新（別紙１参照） 

シート 24（AreaForecastLocalEコード表、AreaInformationCityコード表及

び PointSeismicIntensityコード表）を更新します。 

 

（２）潮位観測点パラメータ更新に伴うコード更新 

シート 33（PointTsunamiコード表）を更新します。 

追加 

Code Name ふりがな 

31002 勝浦市興津 かつうらしおきつ 

 



（別紙１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シート 24（AreaForecastLocalEコード表、AreaInformationCityコード表及び

PointSeismicIntensityコード表）の更新内容 

 

 



1/2

１．新規観測点（30地点）

新 100 石狩地方北部 いしかりちほうほくぶ 0123500 石狩市 いしかりし 0123501 石狩市聚富 いしかりししっぷ
新 146 胆振地方中東部 いぶりちほうちゅうとうぶ 0158100 厚真町 あつまちょう 0158100 厚真町鹿沼 あつまちょうしかぬま
新 161 釧路地方中南部 くしろちほうちゅうなんぶ 0166300 浜中町 はまなかちょう 0166300 浜中町湯沸 はまなかちょうとうふつ
新 210 岩手県沿岸北部 いわてけんえんがんほくぶ 0320700 久慈市 くじし 0320701 久慈市枝成沢 くじしえだなりさわ
新 220 宮城県北部 みやぎけんほくぶ 0420500 気仙沼市 けせんぬまし 0420501 気仙沼市本吉町西川内 けせんぬましもとよしちょうにしかわうち
新 220 宮城県北部 みやぎけんほくぶ 0421500 大崎市 おおさきし 0421501 大崎市古川大崎 おおさきしふるかわおおさき
新 222 宮城県中部 みやぎけんちゅうぶ 0420200 石巻市 いしのまきし 0420204 石巻市小渕浜 いしのまきしこぶちはま
新 340 千葉県北東部 ちばけんほくとうぶ 1223700 山武市 さんむし 1223700 山武市松尾町富士見台 さんむしまつおまちふじみだい
新 342 千葉県南部 ちばけんなんぶ 1222300 鴨川市 かもがわし 1222301 鴨川市内浦 かもがわしうちうら
新 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1410100 横浜鶴見区 よこはまつるみく 1410143 横浜鶴見区末広町 よこはまつるみくすえひろちょう
新 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1410200 横浜神奈川区 よこはまかながわく 1410242 横浜神奈川区広台太田町 よこはまかながわくひろだいおおたまち
新 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1410500 横浜南区 よこはまみなみく 1410542 横浜南区大岡 よこはまみなみくおおおか
新 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1410800 横浜金沢区 よこはまかなざわく 1410842 横浜金沢区釜利谷南 よこはまかなざわくかまりやみなみ
新 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1410900 横浜港北区 よこはまこうほくく 1410942 横浜港北区網島西 よこはまこうほくくつなしまにし
新 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1411000 横浜戸塚区 よこはまとつかく 1411042 横浜戸塚区鳥が丘 よこはまとつかくとりがおか
新 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1411200 横浜旭区 よこはまあさひく 1411242 横浜旭区川井宿町 よこはまあさひくかわいしゅくちょう
新 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1411300 横浜緑区 よこはまみどりく 1411342 横浜緑区鴨居 よこはまみどりくかもい
新 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1411700 横浜青葉区 よこはまあおばく 1411742 横浜青葉区美しが丘 よこはまあおばくうつくしがおか
新 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1420500 藤沢市 ふじさわし 1420540 藤沢市大庭 ふじさわしおおば
新 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1420500 藤沢市 ふじさわし 1420541 藤沢市打戻 ふじさわしうちもどり
新 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1420500 藤沢市 ふじさわし 1420542 藤沢市長後 ふじさわしちょうご
新 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1420500 藤沢市 ふじさわし 1420543 藤沢市辻堂東海岸 ふじさわしつじどうひがしかいがん
新 421 長野県中部 ながのけんちゅうぶ 2020200 松本市 まつもとし 2020240 松本市寿 まつもとしことぶき
新 440 静岡県伊豆 しずおかけんいず 2222200 伊豆市 いずし 2222200 伊豆市中伊豆グラウンド いずしなかいずぐらうんど
新 441 静岡県東部 しずおかけんとうぶ 2221000 富士市 ふじし 2221000 富士市富士総合運動公園 ふじしふじそうごううんどうこうえん
新 443 静岡県西部 しずおかけんせいぶ 2221300 掛川市 かけがわし 2221300 掛川市篠場 かけがわししのんば
新 450 愛知県東部 あいちけんとうぶ 2322100 新城市 しんしろし 2322101 新城市矢部 しんしろしやべ
新 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2320300 一宮市 いちのみやし 2320300 一宮市千秋 いちのみやしちあき
新 462 三重県南部 みえけんなんぶ 2456100 三重御浜町 みえみはまちょう 2456100 三重御浜町寺谷総合公園 みえみはまちょうてらだにそうごうこうえん
新 551 和歌山県南部 わかやまけんなんぶ 3020600 田辺市 たなべし 3020600 田辺市中辺路町近露 たなべしなかへちちょうちかつゆ

２．移設観測点（20地点）

旧 116 後志地方東部 しりべしちほうとうぶ 0139600 真狩村 まっかりむら 0139631 真狩村真狩 まっかりむらまっかり
新 116 後志地方東部 しりべしちほうとうぶ 0139600 真狩村 まっかりむら 0139632 真狩村真狩 まっかりむらまっかり
旧 213 岩手県内陸南部 いわてけんないりくなんぶ 0320900 一関市 いちのせきし 0320920 一関市山目 いちのせきしやまのめ
新 213 岩手県内陸南部 いわてけんないりくなんぶ 0320900 一関市 いちのせきし 0320921 一関市竹山町 いちのせきしたけやまちょう
旧 220 宮城県北部 みやぎけんほくぶ 0421300 栗原市 くりはらし 0421320 栗原市築館 くりはらしつきだて
新 220 宮城県北部 みやぎけんほくぶ 0421300 栗原市 くりはらし 0421321 栗原市築館 くりはらしつきだて
旧 233 秋田県内陸南部 あきたけんないりくなんぶ 0521200 大仙市 だいせんし 0521230 大仙市大曲花園町 だいせんしおおまがりはなぞのちょう
新 233 秋田県内陸南部 あきたけんないりくなんぶ 0521200 大仙市 だいせんし 0521238 大仙市大曲花園町 だいせんしおおまがりはなぞのちょう
旧 233 秋田県内陸南部 あきたけんないりくなんぶ 0521200 大仙市 だいせんし 0521236 大仙市高梨 だいせんしたかなし
新 233 秋田県内陸南部 あきたけんないりくなんぶ 0521200 大仙市 だいせんし 0521239 大仙市高梨 だいせんしたかなし
旧 250 福島県中通り ふくしまけんなかどおり 0720700 須賀川市 すかがわし 0720734 須賀川市八幡町 すかがわしはちまんまち
新 250 福島県中通り ふくしまけんなかどおり 0720700 須賀川市 すかがわし 0720736 須賀川市牛袋町 すかがわしうしぶくろまち
旧 310 栃木県北部 とちぎけんほくぶ 0921000 大田原市 おおたわらし 0921030 大田原市本町 おおたわらしほんちょう
新 310 栃木県北部 とちぎけんほくぶ 0921000 大田原市 おおたわらし 0921032 大田原市本町 おおたわらしほんちょう
旧 321 群馬県南部 ぐんまけんなんぶ 1020800 渋川市 しぶかわし 1020820 渋川市八木原 しぶかわしやぎはら
新 321 群馬県南部 ぐんまけんなんぶ 1020800 渋川市 しぶかわし 1020821 渋川市有馬 しぶかわしありま
旧 340 千葉県北東部 ちばけんほくとうぶ 1223700 山武市 さんむし 1223730 山武市殿台 さんむしとのだい
新 340 千葉県北東部 ちばけんほくとうぶ 1223700 山武市 さんむし 1223735 山武市殿台 さんむしとのだい
旧 341 千葉県北西部 ちばけんほくせいぶ 1221200 千葉佐倉市 ちばさくらし 1221230 千葉佐倉市海隣寺町 ちばさくらしかいりんじまち
新 341 千葉県北西部 ちばけんほくせいぶ 1221200 千葉佐倉市 ちばさくらし 1221231 千葉佐倉市海隣寺町 ちばさくらしかいりんじまち
旧 342 千葉県南部 ちばけんなんぶ 1223400 南房総市 みなみぼうそうし 1223431 南房総市久枝 みなみぼうそうしくし
新 342 千葉県南部 ちばけんなんぶ 1223400 南房総市 みなみぼうそうし 1223438 南房総市久枝 みなみぼうそうしくし
旧 351 東京都多摩東部 とうきょうとたまとうぶ 1320900 町田市 まちだし 1320931 町田市役所 まちだしやくしょ
新 351 東京都多摩東部 とうきょうとたまとうぶ 1320900 町田市 まちだし 1320932 町田市森野 まちだしもりの
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旧 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1510300 新潟中央区 にいがたちゅうおうく 1510300 新潟中央区幸西 にいがたちゅうおうくさいわいにし
新 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1510300 新潟中央区 にいがたちゅうおうく 1510301 新潟中央区美咲町 にいがたちゅうおうくみさきちょう
旧 461 三重県中部 みえけんちゅうぶ 2420100 津市 つし 2420137 津市一志町田尻 つしいちしちょうたじり
新 461 三重県中部 みえけんちゅうぶ 2420100 津市 つし 2420143 津市一志町田尻 つしいちしちょうたじり
旧 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3421400 安芸高田市 あきたかたし 3421420 安芸高田市向原郵便局 あきたかたしむかいはらゆうびんきょく
新 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3421400 安芸高田市 あきたかたし 3421421 安芸高田市向原町長田 あきたかたしむかいはらちょうながた
旧 622 愛媛県南予 えひめけんなんよ 3848800 愛媛鬼北町 えひめきほくちょう 3848830 愛媛鬼北町近永 えひめきほくちょうちかなが
新 622 愛媛県南予 えひめけんなんよ 3848800 愛媛鬼北町 えひめきほくちょう 3848832 愛媛鬼北町近永 えひめきほくちょうちかなが
旧 704 山口県中部 やまぐちけんちゅうぶ 3520300 山口市 やまぐちし 3520301 山口市周布 やまぐちしすふ
新 704 山口県中部 やまぐちけんちゅうぶ 3520300 山口市 やまぐちし 3520302 山口市前町 やまぐちしまえまち
旧 721 佐賀県南部 さがけんなんぶ 4120800 小城市 おぎし 4120835 小城市三日月 おぎしみかつき
新 721 佐賀県南部 さがけんなんぶ 4120800 小城市 おぎし 4120838 小城市三日月 おぎしみかつき
旧 741 熊本県熊本 くまもとけんくまもと 4320200 八代市 やつしろし 4320201 八代市泉町 やつしろしいずみまち
新 741 熊本県熊本 くまもとけんくまもと 4320200 八代市 やつしろし 4320210 八代市泉町 やつしろしいずみまち
旧 778 鹿児島県奄美北部かごしまけんあまみほくぶ 4622200 奄美市 あまみし 4622233 奄美市住用町西仲間 あまみしすみようちょうにしなかま
新 778 鹿児島県奄美北部かごしまけんあまみほくぶ 4622200 奄美市 あまみし 4622234 奄美市住用町西仲間 あまみしすみようちょうにしなかま

３．修正観測点（14地点）

旧 203 青森県下北 あおもりけんしもきた 0242400 東通村 ひがしどおりむら 0242431 東通村砂子又 ひがしどおりむらすなごまた 観測点名称の変更
新 203 青森県下北 あおもりけんしもきた 0242400 東通村 ひがしどおりむら 0242431 東通村砂子又沢内 ひがしどおりむらすなごまたさわうち
旧 220 宮城県北部 みやぎけんほくぶ 0420500 気仙沼市 けせんぬまし 0420531 気仙沼市本吉町 けせんぬましもとよしちょう 観測点名称の変更
新 220 宮城県北部 みやぎけんほくぶ 0420500 気仙沼市 けせんぬまし 0420531 気仙沼市本吉町津谷 けせんぬましもとよしちょうつや
旧 250 福島県中通り ふくしまけんなかどおり 0750500 古殿町 ふるどのまち 0750530 古殿町松川 ふるどのまちまつかわ 観測点名称の変更
新 250 福島県中通り ふくしまけんなかどおり 0750500 古殿町 ふるどのまち 0750530 古殿町松川新桑原 ふるどのまちまつかわしんくわばら
旧 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1410900 横浜港北区 よこはまこうほくく 1410940 横浜港北区太尾町 よこはまこうほくくふとおちょう 住居表示変更（平成19年11月19日）
新 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1410900 横浜港北区 よこはまこうほくく 1410940 横浜港北区大倉山 よこはまこうほくくおおくらやま
旧 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2321900 小牧市 こまきし 2321940 小牧市安田町 こまきしやすだちょう 所属の修正
新 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2321900 小牧市 こまきし 2321930 小牧市安田町 こまきしやすだちょう
旧 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2810100 神戸東灘区 こうべひがしなだく 2810140 神戸東灘区住吉東町 こうべひがしなだくすみよしひがしまち 所属の修正
新 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2810100 神戸東灘区 こうべひがしなだく 2810130 神戸東灘区住吉東町 こうべひがしなだくすみよしひがしまち
旧 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2810200 神戸灘区 こうべなだく 2810240 神戸灘区八幡町 こうべなだくやはたちょう 所属の修正
新 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2810200 神戸灘区 こうべなだく 2810230 神戸灘区八幡町 こうべなだくやはたちょう
旧 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2810500 神戸兵庫区 こうべひょうごく 2810540 神戸兵庫区上沢通 こうべひょうごくかみさわどおり 所属の修正
新 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2810500 神戸兵庫区 こうべひょうごく 2810530 神戸兵庫区上沢通 こうべひょうごくかみさわどおり
旧 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2810600 神戸長田区 こうべながたく 2810640 神戸長田区神楽町 こうべながたくかぐらちょう 所属の修正
新 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2810600 神戸長田区 こうべながたく 2810630 神戸長田区神楽町 こうべながたくかぐらちょう
旧 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2810700 神戸須磨区 こうべすまく 2810740 神戸須磨区若草町 こうべすまくわかくさちょう 所属の修正
新 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2810700 神戸須磨区 こうべすまく 2810730 神戸須磨区若草町 こうべすまくわかくさちょう
旧 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2810800 神戸垂水区 こうべたるみく 2810840 神戸垂水区日向 こうべたるみくひゅうが 所属の修正
新 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2810800 神戸垂水区 こうべたるみく 2810830 神戸垂水区日向 こうべたるみくひゅうが
旧 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2810900 神戸北区 こうべきたく 2810940 神戸北区南五葉 こうべきたくみなみごよう 所属の修正
新 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2810900 神戸北区 こうべきたく 2810930 神戸北区南五葉 こうべきたくみなみごよう
旧 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2810900 神戸北区 こうべきたく 2810941 神戸北区藤原台南町 こうべきたくふじわらだいみなみまち 所属の修正
新 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2810900 神戸北区 こうべきたく 2810931 神戸北区藤原台南町 こうべきたくふじわらだいみなみまち
旧 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2811100 神戸西区 こうべにしく 2811140 神戸西区竹の台 こうべにしくたけのだい 所属の修正
新 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2811100 神戸西区 こうべにしく 2811130 神戸西区竹の台 こうべにしくたけのだい

４．市制施行（1地点）

旧 331 埼玉県南部 さいたまけんなんぶ 1144500 白岡町 しらおかまち 1144530 白岡町千駄野 しらおかまちせんだの 2012年10月1日 市制施行
新 331 埼玉県南部 さいたまけんなんぶ 1124600 白岡市 しらおかし 1124630 白岡市千駄野 しらおかしせんだの

５．発表を取りやめる観測点（1地点）

旧 332 埼玉県秩父 さいたまけんちちぶ 1120700 秩父市 ちちぶし 1120730 秩父市熊木町 ちちぶしくまぎまち
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