
 

平成 24年 11月 30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、予報関連及び観測関連 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 

千葉県山武郡大網白里町の市制施行に伴うコード更新 

平成 25 年 1 月 1 日の千葉県山武郡大網白里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おりです。 

・地震津波関係及び火山関係 ：平成 25年 1月 7日 12時 

・気象関係   ：平成 25年 1月 7日 13時 

 

 

２．地震火山関連 XMLコード表 

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。 

このコード表の変更は、平成 25年 1月 7日 12時に適用します。 

 

 

３．観測関連解説資料の修正（別紙２参照） 

解説資料「山岳名_一覧」において、一部に誤りがあったことから修正しまし 

た。 

   

 



（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．新規観測点（12地点）

新 220 宮城県北部 みやぎけんほくぶ 0460600 南三陸町 みなみさんりくちょう 0460611 南三陸町歌津 みなみさんりくちょううたつ
新 220 宮城県北部 みやぎけんほくぶ 0421500 大崎市 おおさきし 0421510 大崎市鳴子 おおさきしなるこ
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 0420226 石巻市大街道南 いしのまきしおおかいどうみなみ
新 230 秋田県沿岸北部 あきたけんえんがんほくぶ 0534800 三種町 みたねちょう 0534820 三種町ことおか中央公園 みたねちょうことおかちゅうおうこうえん
新 361 神奈川県西部 かながわけんせいぶ 1415100 相模原緑区 さがみはらみどりく 1415141 相模原緑区橋本 さがみはらみどりくはしもと
新 361 神奈川県西部 かながわけんせいぶ 1415200 相模原中央区 さがみはらちゅうおうく 1415242 相模原中央区田名 さがみはらちゅうおうくたな
新 380 富山県東部 とやまけんとうぶ 1620100 富山市 とやまし 1620121 富山市花崎 とやましはなさき
新 381 富山県西部 とやまけんせいぶ 1620500 氷見市 ひみし 1620520 氷見市加納 ひみしかのう
新 381 富山県西部 とやまけんせいぶ 1621000 南砺市 なんとし 1621010 南砺市蛇喰 なんとしじゃばみ
新 440 静岡県伊豆 しずおかけんいず 2230600 西伊豆町 にしいずちょう 2230620 西伊豆町一色 にしいずちょういしき
新 443 静岡県西部 しずおかけんせいぶ 2213100 浜松中区 はままつなかく 2213120 浜松中区三組町 はままつなかくみくみちょう
新 801 沖縄県本島中南部 おきなわけんほんとうちゅうなんぶ 4735400 座間味村 ざまみそん 4735410 座間味村座間味小中学校 ざまみそんざまみしょうちゅうがっこう

２．移設観測点（13地点）
.

旧 250 福島県中通り ふくしまけんなかどおり 0732200 大玉村 おおたまむら 0732230 大玉村玉井 おおたまむらたまのい
新 250 福島県中通り ふくしまけんなかどおり 0732200 大玉村 おおたまむら 0732231 大玉村玉井 おおたまむらたまのい
旧 341 千葉県北西部 ちばけんほくせいぶ 1221600 習志野市 ならしのし 1221630 習志野市鷺沼 ならしのしさぎぬま
新 341 千葉県北西部 ちばけんほくせいぶ 1221600 習志野市 ならしのし 1221631 習志野市鷺沼 ならしのしさぎぬま
旧 380 富山県東部 とやまけんとうぶ 1620700 黒部市 くろべし 1620730 黒部市新天 くろべししんてん
新 380 富山県東部 とやまけんとうぶ 1620700 黒部市 くろべし 1620732 黒部市植木 くろべしうえき
旧 411 山梨県中・西部 やまなしけんちゅうせいぶ 1920900 山梨北杜市 やまなしほくとし 1920935 山梨北杜市白州町 やまなしほくとしはくしゅうちょう
新 411 山梨県中・西部 やまなしけんちゅうせいぶ 1920900 山梨北杜市 やまなしほくとし 1920940 山梨北杜市白州町 やまなしほくとしはくしゅうちょう
旧 432 岐阜県美濃中西部 ぎふけんみのちゅうせいぶ 2130200 岐南町 ぎなんちょう 2130230 岐南町八剣 ぎなんちょうやつるぎ
新 432 岐阜県美濃中西部 ぎふけんみのちゅうせいぶ 2130200 岐南町 ぎなんちょう 2130231 岐南町八剣 ぎなんちょうやつるぎ
旧 443 静岡県西部 しずおかけんせいぶ 2213100 浜松中区 はままつなかく 2213100 浜松中区三組町 はままつなかくみくみちょう
新 443 静岡県西部 しずおかけんせいぶ 2213100 浜松中区 はままつなかく 2213101 浜松中区高丘東 はままつなかくたかおかひがし
旧 443 静岡県西部 しずおかけんせいぶ 2213700 浜松天竜区 はままつてんりゅうく 2213732 浜松天竜区龍山町 はままつてんりゅうくたつやまちょう
新 443 静岡県西部 しずおかけんせいぶ 2213700 浜松天竜区 はままつてんりゅうく 2213735 浜松天竜区龍山町 はままつてんりゅうくたつやまちょう
旧 550 和歌山県北部 わかやまけんほくぶ 3020800 紀の川市 きのかわし 3020834 紀の川市西大井 きのかわしにしおおい
新 550 和歌山県北部 わかやまけんほくぶ 3020800 紀の川市 きのかわし 3020835 紀の川市西大井 きのかわしにしおおい
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420200 呉市 くれし 3420220 呉市中央 くれしちゅうおう
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420200 呉市 くれし 3420221 呉市二河町 くれしにこうちょう
旧 610 香川県東部 かがわけんとうぶ 3732200 土庄町 とのしょうちょう 3732220 土庄町大部 とのしょうちょうおおべ
新 610 香川県東部 かがわけんとうぶ 3732200 土庄町 とのしょうちょう 3732221 土庄町大部 とのしょうちょうおおべ
旧 713 福岡県筑後 ふくおかけんちくご 4022900 みやま市 みやまし 4022932 みやま市高田町 みやましたかたまち
新 713 福岡県筑後 ふくおかけんちくご 4022900 みやま市 みやまし 4022934 みやま市高田町 みやましたかたまち
旧 741 熊本県熊本 くまもとけんくまもと 4344300 益城町 ましきまち 4344330 益城町宮園 ましきまちみやぞの
新 741 熊本県熊本 くまもとけんくまもと 4344300 益城町 ましきまち 4344331 益城町宮園 ましきまちみやぞの
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 4622220 奄美市笠利町里 あまみしかさりちょうさと 震度計設置環境の改善
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 4622221 奄美市笠利町里 あまみしかさりちょうさと

３．修正観測点（4地点）

旧 201 青森県津軽南部 あおもりけんつがるなんぶ 0232300 深浦町 ふかうらまち 0232302 深浦町深浦 ふかうらまちふかうら 震度観測点名称の変更
新 201 青森県津軽南部 あおもりけんつがるなんぶ 0232300 深浦町 ふかうらまち 0232302 深浦町深浦岡町 ふかうらまちふかうらおかまち
旧 203 青森県下北 あおもりけんしもきた 0220800 むつ市 むつし 0220801 むつ市大畑町 むつしおおはたまち 震度観測点名称の変更
新 203 青森県下北 あおもりけんしもきた 0220800 むつ市 むつし 0220801 むつ市大畑町奥薬研 むつしおおはたまちおくやげん
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 1410942 横浜港北区網島西 よこはまこうほくくつなしまにし 震度観測点名称の修正
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 横浜港北区綱島西 よこはまこうほくくつなしまにし
旧 571 島根県西部 しまねけんせいぶ 3244900 邑南町 おおなんちょう 3244933 邑南町三日市 おおなんちょうみっかいち 震度観測点名称の変更
新 571 島根県西部 しまねけんせいぶ 3244900 邑南町 おおなんちょう 3244933 邑南町瑞穂支所 おおなんちょうみずほししょ
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４．市制施行（1地点）

旧 340 千葉県北東部 ちばけんほくとうぶ 1240200 大網白里町 おおあみしらさとまち 1240230 大網白里町大網 おおあみしらさとまちおおあみ
新 340 千葉県北東部 ちばけんほくとうぶ 1223900 大網白里市 おおあみしらさとし 1223930 大網白里市大網 おおあみしらさとしおおあみ

５．発表を取りやめる観測点（20地点）

旧 119 北海道奥尻島 ほっかいどうおくしりとう 0136700 奥尻町 おくしりちょう 0136721 奥尻町青苗 おくしりちょうあおなえ
旧 157 十勝地方南部 とかちちほうなんぶ 0164200 広尾町 ひろおちょう 0164220 広尾町西４条 ひろおちょうにしよじょう
旧 220 宮城県北部 みやぎけんほくぶ 0460600 南三陸町 みなみさんりくちょう 0460620 南三陸町歌津 みなみさんりくちょううたつ
旧 220 宮城県北部 みやぎけんほくぶ 0421500 大崎市 おおさきし 0421520 大崎市鳴子 おおさきしなるこ
旧 330 埼玉県北部 さいたまけんほくぶ 1121700 鴻巣市 こうのすし 1121732 鴻巣市川里 こうのすしかわさと
旧 357 三宅島 みやけじま 1338100 三宅村 みやけむら 1338101 三宅村阿古 みやけむらあこ
旧 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 1410241 横浜神奈川区白幡上町 よこはまかながわくしらはたかみちょう
旧 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 1410540 横浜南区別所 よこはまみなみくべっしょ
旧 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 1411340 横浜緑区白山 よこはまみどりくはくさん
旧 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1413100 川崎川崎区 かわさきかわさきく 1413140 川崎川崎区中島 かわさきかわさきくなかじま
旧 361 神奈川県西部 かながわけんせいぶ 1415200 相模原中央区 さがみはらちゅうおうく 1415240 相模原中央区水郷田名 さがみはらちゅうおうくすいごうたな
旧 380 富山県東部 とやまけんとうぶ 1620100 富山市 とやまし 1620132 富山市花崎 とやましはなさき
旧 381 富山県西部 とやまけんせいぶ 1620500 氷見市 ひみし 1620530 氷見市加納 ひみしかのう
旧 381 富山県西部 とやまけんせいぶ 1621000 南砺市 なんとし 1621035 南砺市蛇喰 なんとしじゃばみ
旧 540 奈良県 ならけん 2920700 五條市 ごじょうし 2920721 五條市大塔町簾 ごじょうしおおとうちょうすだれ
旧 540 奈良県 ならけん 2944900 十津川村 とつかわむら 2944920 十津川村平谷 とつかわむらひらだに
旧 571 島根県西部 しまねけんせいぶ 3244800 島根美郷町 しまねみさとちょう 3244820 島根美郷町邑智中学校 しまねみさとちょうおおちちゅうがっこう
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420800 広島府中市 ひろしまふちゅうし 3420800 広島府中市上下町矢多田 ひろしまふちゅうしじょうげちょうやただ
旧 770 鹿児島県薩摩 かごしまけんさつま 4621800 霧島市 きりしまし 4621801 鹿児島空港 かごしまくうこう
旧 801 沖縄県本島中南部 おきなわけんほんとうちゅうなんぶ 4735400 座間味村 ざまみそん 4735430 座間味村座間味 ざまみそんざまみ

地域
コー
ド

地域名称 地域名称読み（ひらがな）
XML市町
村コード

情報用市町
村名称

備考
XML震度
観測点
コード

震度観測点名称 震度観測点名称の読み（ひらがな）

地域
コー
ド

地域名称 地域名称読み（ひらがな）
XML市町
村コード

備考
情報用市町村名称読み

（ひらがな）

XML震度
観測点
コード

震度観測点名称
情報用市町

村名称

情報用市町村名称読み
（ひらがな）

震度観測点名称の読み（ひらがな）



（別紙２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観測関連解説資料「山岳名_一覧」の修正内容（見え消し） 

 

 



国際地点番号 官署名 山岳名 備　考
47401 稚内 利尻山
47407 旭川 旭岳
47409 網走 斜里岳
47412 札幌 手稲山
47418 釧路 雌阿寒岳
47423 室蘭 鷲別岳
47430 函館 横津岳
47575 青森 岩木山
47575 青森 八甲田山
47582 秋田 太平山
47584 盛岡 岩手山
47588 山形 雁戸山
47588 山形 月山
47588 山形 滝山 瀧山
47588 山形 朝日岳
47590 仙台 泉ケ岳
47590 仙台 蔵王山
47595 福島 吾妻山
47605 金沢 白山
47607 富山 立山
47610 長野 東方連山
47615 宇都宮 男体山
47624 前橋 榛名山
47624 前橋 赤城山
47624 前橋 仙ノ倉山
47624 前橋 浅間山
47624 前橋 白砂山
47624 前橋 武尊山
47638 甲府 甲斐駒ヶ岳
47638 甲府 富士山
47746 鳥取 扇ノ山
47746 鳥取 鷲峰山
47761 彦根 伊吹山
47761 彦根 比良山
47765 広島 極楽寺山
47807 福岡 脊振山
47813 佐賀 天山
47815 大分 由布岳
47819 熊本 金峰山
47827 鹿児島 桜島
47830 宮崎 鰐塚山
47887 松山 皿ケ嶺
47891 高松 讃岐山脈
47893 高知 国見山
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