
 

平成 25 年 12 月６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及び予報部関連 XMLに係る資料の一部について、更

新を行いました。 

 また、予報関連のサンプルデータの一部に誤りがありましたので、修正を行いま

した。 

変更内容は以下のとおりです。 

 

１．地震火山関連 XMLコード表 

平成 26 年１月１日の岩手県岩手郡滝沢村の市制施行及び震度観測点パラメ

ー タ 更 新 に 伴 い 、 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（別紙１参照）。 

このコード表の変更は、平成 26年１月７日 12時に適用します。 

 

２．予報関連 XMLコード表 

平成 26 年１月１日の岩手県岩手郡滝沢村の市制施行に伴い、

AreaInformationCityコード表及びコード管理表を更新します。 

このコード表の変更は、平成 26年１月７日 13時に適用します。 

 

３．予報関連のサンプルデータの修正について 

    予報関連のサンプルデータの一部について、内容がサンプルデータ整理表の

説明と異なっていたため、修正を行います。これに伴い、サンプルデータ整理

表についても更新します。 

 

・修正を行ったサンプルデータ 

  70_15_09_130826_0*VPWW50.xml (*は 1～3) 

  70_15_09_130826_0*VPWW50.txt (*は 1～3) 

 



（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（2地点）

新 381 富山県西部 とやまけんせいぶ 1620500 氷見市 ひみし 1620531 氷見市加納 ﾋﾐｼｶﾉｳ
新 530 兵庫県北部 ひょうごけんほくぶ 2820900 豊岡市 とよおかし 2820938 豊岡市中央町 ﾄﾖｵｶｼﾁｭｳｵｳﾁｮｳ

２．移設観測点（25地点）

旧 101 石狩地方中部 いしかりちほうちゅうぶ 0110300 札幌東区 さっぽろひがしく 0110340 札幌東区元町 ｻｯﾎﾟﾛﾋｶﾞｼｸﾓﾄﾏﾁ
新 101 石狩地方中部 いしかりちほうちゅうぶ 0110300 札幌東区 さっぽろひがしく 0110341 札幌東区元町 ｻｯﾎﾟﾛﾋｶﾞｼｸﾓﾄﾏﾁ
旧 106 渡島地方東部 おしまちほうとうぶ 0134500 渡島森町 おしまもりまち 0134502 渡島森町御幸町 ｵｼﾏﾓﾘﾏﾁﾐﾕｷﾁｮｳ
新 106 渡島地方東部 おしまちほうとうぶ 0134500 渡島森町 おしまもりまち 0134503 渡島森町御幸町 ｵｼﾏﾓﾘﾏﾁﾐﾕｷﾁｮｳ
旧 135 宗谷地方北部 そうやちほうほくぶ 0151100 猿払村 さるふつむら 0151120 猿払村鬼志別 ｻﾙﾌﾂﾑﾗｵﾆｼﾍﾞﾂ
新 135 宗谷地方北部 そうやちほうほくぶ 0151100 猿払村 さるふつむら 0151122 猿払村浜鬼志別 ｻﾙﾌﾂﾑﾗﾊﾏｵﾆｼﾍﾞﾂ
旧 212 岩手県内陸北部 いわてけんないりくほくぶ 0321300 二戸市 にのへし 0321320 二戸市石切所 ﾆﾉﾍｼｲｼｷﾘﾄﾞｺﾛ
新 212 岩手県内陸北部 いわてけんないりくほくぶ 0321300 二戸市 にのへし 0321321 二戸市石切所 ﾆﾉﾍｼｲｼｷﾘﾄﾞｺﾛ
旧 220 宮城県北部 みやぎけんほくぶ 0421300 栗原市 くりはらし 0421331 栗原市高清水 ｸﾘﾊﾗｼﾀｶｼﾐｽﾞ
新 220 宮城県北部 みやぎけんほくぶ 0421300 栗原市 くりはらし 0421341 栗原市高清水 ｸﾘﾊﾗｼﾀｶｼﾐｽﾞ
旧 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 0534830 三種町鹿渡 ﾐﾀﾈﾁｮｳｶﾄﾞ
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 0534834 三種町鹿渡 ﾐﾀﾈﾁｮｳｶﾄﾞ
旧 311 栃木県南部 とちぎけんなんぶ 0920400 佐野市 さのし 0920432 佐野市葛生東 ｻﾉｼｸｽﾞｳﾋｶﾞｼ
新 311 栃木県南部 とちぎけんなんぶ 0920400 佐野市 さのし 0920434 佐野市葛生東 ｻﾉｼｸｽﾞｳﾋｶﾞｼ
旧 311 栃木県南部 とちぎけんなんぶ 0921600 下野市 しもつけし 0921630 下野市田中 ｼﾓﾂｹｼﾀﾅｶ
新 311 栃木県南部 とちぎけんなんぶ 0921600 下野市 しもつけし 0921633 下野市田中 ｼﾓﾂｹｼﾀﾅｶ
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 1510330 新潟中央区新潟市役所 ﾆｲｶﾞﾀﾁｭｳｵｳｸﾆｲｶﾞﾀｼﾔｸｼｮ
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 1510331 新潟中央区新潟市役所 ﾆｲｶﾞﾀﾁｭｳｵｳｸﾆｲｶﾞﾀｼﾔｸｼｮ
旧 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1510700 新潟西区 にいがたにしく 1510730 新潟西区寺尾上 ﾆｲｶﾞﾀﾆｼｸﾃﾗｵｶﾐ
新 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1510700 新潟西区 にいがたにしく 1510731 新潟西区寺尾東 ﾆｲｶﾞﾀﾆｼｸﾃﾗｵﾋｶﾞｼ
旧 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1522500 魚沼市 うおぬまし 1522535 魚沼市穴沢 ｳｵﾇﾏｼｱﾅｻﾞﾜ
新 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1522500 魚沼市 うおぬまし 1522538 魚沼市穴沢 ｳｵﾇﾏｼｱﾅｻﾞﾜ
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 1920931 山梨北杜市須玉支所 ﾔﾏﾅｼﾎｸﾄｼｽﾀﾏｼｼｮ
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 1920941 山梨北杜市役所 ﾔﾏﾅｼﾎｸﾄｼﾔｸｼｮ
旧 412 山梨県東部・富士五やまなしけんとうぶふじごこ 1944200 小菅村 こすげむら 1944232 小菅村役場 ｺｽｹﾞﾑﾗﾔｸﾊﾞ
新 412 山梨県東部・富士五やまなしけんとうぶふじごこ 1944200 小菅村 こすげむら 1944233 小菅村小菅小学校 ｺｽｹﾞﾑﾗｺｽｹﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
旧 421 長野県中部 ながのけんちゅうぶ 2020300 上田市 うえだし 2020300 上田市大手 ｳｴﾀﾞｼｵｵﾃ
新 421 長野県中部 ながのけんちゅうぶ 2020300 上田市 うえだし 2020301 上田市上田古戦場公園 ｳｴﾀﾞｼｳｴﾀﾞｺｾﾝｼﾞｮｳｺｳｴﾝ
旧 422 長野県南部 ながのけんなんぶ 2043200 木曽町 きそまち 2043234 木曽町日義 ｷｿﾏﾁﾋﾖｼ
新 422 長野県南部 ながのけんなんぶ 2043200 木曽町 きそまち 2043235 木曽町日義 ｷｿﾏﾁﾋﾖｼ
旧 431 岐阜県美濃東部 ぎふけんみのとうぶ 2121000 恵那市 えなし 2121030 恵那市長島町 ｴﾅｼｵｻｼﾏﾁｮｳ
新 431 岐阜県美濃東部 ぎふけんみのとうぶ 2121000 恵那市 えなし 2121038 恵那市長島町 ｴﾅｼｵｻｼﾏﾁｮｳ
旧 443 静岡県西部 しずおかけんせいぶ 2222100 湖西市 こさいし 2222130 湖西市新居町浜名 ｺｻｲｼｱﾗｲﾁｮｳﾊﾏﾅ
新 443 静岡県西部 しずおかけんせいぶ 2222100 湖西市 こさいし 2222131 湖西市新居町浜名 ｺｻｲｼｱﾗｲﾁｮｳﾊﾏﾅ
旧 440 静岡県伊豆 しずおかけんいず 2230400 南伊豆町 みなみいずちょう 2230400 南伊豆町石廊崎 ﾐﾅﾐｲｽﾞﾁｮｳｲﾛｳｻﾞｷ
新 440 静岡県伊豆 しずおかけんいず 2230400 南伊豆町 みなみいずちょう 2230401 南伊豆町石廊崎 ﾐﾅﾐｲｽﾞﾁｮｳｲﾛｳｻﾞｷ
旧 540 奈良県 ならけん 2920600 桜井市 さくらいし 2920600 桜井市池之内 ｻｸﾗｲｼｲｹﾉｳﾁ
新 540 奈良県 ならけん 2920600 桜井市 さくらいし 2920601 桜井市初瀬 ｻｸﾗｲｼﾊｾ
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旧 570 島根県東部 しまねけんとうぶ 3234300 奥出雲町 おくいずもちょう 3234330 奥出雲町三成 ｵｸｲｽﾞﾓﾁｮｳﾐﾅﾘ
新 570 島根県東部 しまねけんとうぶ 3234300 奥出雲町 おくいずもちょう 3234332 奥出雲町三成 ｵｸｲｽﾞﾓﾁｮｳﾐﾅﾘ
旧 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3521100 長門市 ながとし 3521135 長門市三隅 ﾅｶﾞﾄｼﾐｽﾐ
新 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3521100 長門市 ながとし 3521136 長門市三隅 ﾅｶﾞﾄｼﾐｽﾐ
旧 610 香川県東部 かがわけんとうぶ 3736400 直島町 なおしまちょう 3736431 直島町役場 ﾅｵｼﾏﾁｮｳﾔｸﾊﾞ
新 610 香川県東部 かがわけんとうぶ 3736400 直島町 なおしまちょう 3736432 直島町役場 ﾅｵｼﾏﾁｮｳﾔｸﾊﾞ
旧 632 高知県西部 こうちけんせいぶ 3920900 土佐清水市 とさしみずし 3920920 土佐清水市中浜 ﾄｻｼﾐｽﾞｼﾅｶﾉﾊﾏ
新 632 高知県西部 こうちけんせいぶ 3920900 土佐清水市 とさしみずし 3920921 土佐清水市松尾 ﾄｻｼﾐｽﾞｼﾏﾂｵ
旧 730 長崎県北部 ながさきけんほくぶ 4220700 平戸市 ひらどし 4220700 平戸市岩の上町 ﾋﾗﾄﾞｼｲﾜﾉｳｴﾁｮｳ
新 730 長崎県北部 ながさきけんほくぶ 4220700 平戸市 ひらどし 4220701 平戸市岩の上町 ﾋﾗﾄﾞｼｲﾜﾉｳｴﾁｮｳ
旧 737 長崎県五島 ながさきけんごとう 4221100 五島市 ごとうし 4221100 五島市木場町 ｺﾞﾄｳｼｺﾊﾞﾁｮｳ
新 737 長崎県五島 ながさきけんごとう 4221100 五島市 ごとうし 4221102 五島市木場町 ｺﾞﾄｳｼｺﾊﾞﾁｮｳ

３．修正観測点（8地点）

旧 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0238400 鶴田町 つるたまち 0238430 青森鶴田町鶴田 あおもりつるたまちつるた
新 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0238400 鶴田町 つるたまち 0238430 鶴田町鶴田 つるたまちつるた 同一読み市町村解消
旧 341 千葉県北西部 ちばけんほくせいぶ 1232200 酒々井町 しすいまち 1232230 千葉酒々井町中央台 ちばしすいまちちゅうおうだい
新 341 千葉県北西部 ちばけんほくせいぶ 1232200 酒々井町 しすいまち 1232230 酒々井町中央台 しすいまちちゅうおうだい 同一読み市町村解消
旧 341 千葉県北西部 ちばけんほくせいぶ 1232900 栄町 さかえまち 1232931 千葉栄町安食台 ちばさかえまちあじきだい
新 341 千葉県北西部 ちばけんほくせいぶ 1232900 栄町 さかえまち 1232931 栄町安食台 さかえまちあじきだい 同一読み市町村解消
旧 340 千葉県北東部 ちばけんほくとうぶ 1234200 神崎町 こうざきまち 1234230 千葉神崎町神崎本宿 ちばこうざきまちこうざきほんじゅく
新 340 千葉県北東部 ちばけんほくとうぶ 1234200 神崎町 こうざきまち 1234230 神崎町神崎本宿 こうざきまちこうざきほんじゅく同一読み市町村解消
旧 340 千葉県北東部 ちばけんほくとうぶ 1242100 一宮町 いちのみやまち 1242100 千葉一宮町一宮 ちばいちのみやまちいちのみや
新 340 千葉県北東部 ちばけんほくとうぶ 1242100 一宮町 いちのみやまち 1242100 一宮町一宮 いちのみやまちいちのみや 同一読み市町村解消
旧 361 神奈川県西部 かながわけんせいぶ 1436400 山北町 やまきたまち 1436420 神奈川山北町山北 かながわやまきたまちやまきた
新 361 神奈川県西部 かながわけんせいぶ 1436400 山北町 やまきたまち 1436420 山北町山北 やまきたまちやまきた 同一読み市町村解消
旧 421 長野県中部 ながのけんちゅうぶ 2045100 朝日村 あさひむら 2045130 長野朝日村小野沢 ながのあさひむらおのざわ
新 421 長野県中部 ながのけんちゅうぶ 2045100 朝日村 あさひむら 2045130 朝日村小野沢 あさひむらおのざわ 同一読み市町村解消
旧 431 岐阜県美濃東部 ぎふけんみのとうぶ 2150300 川辺町 かわべちょう 2150331 岐阜川辺町中川辺 ぎふかわべちょうなかかわべ
新 431 岐阜県美濃東部 ぎふけんみのとうぶ 2150300 川辺町 かわべちょう 2150331 川辺町中川辺 かわべちょうなかかわべ 同一読み市町村解消

４．市制施行（1地点）

旧 212 岩手県内陸北部 いわてけんないりくほくぶ 0330500 滝沢村 たきざわむら 0330530 滝沢村鵜飼 ﾀｷｻﾞﾜﾑﾗｳｶｲ
新 212 岩手県内陸北部 いわてけんないりくほくぶ 0321600 滝沢市 たきざわし 0321630 滝沢市鵜飼 ﾀｷｻﾞﾜｼｳｶｲ 2014年1月1日　市制施行

５．発表を取りやめる観測点（4地点）

旧 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 ｲｼﾉﾏｷｼｺﾌﾞﾁﾊﾏ
旧 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 ﾋﾐｼｶﾉｳ
旧 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2712800 大阪中央区 おおさかちゅうおうく 2712830 大阪中央区大阪府庁 ｵｵｻｶﾁｭｳｵｳｸｵｵｻｶﾌﾁｮｳ 庁舎耐震工事により一旦休止
旧 760 宮崎県北部平野部みやざきけんほくぶへいやぶ 4520300 延岡市 のべおかし 4520335 延岡市東本小路 ﾉﾍﾞｵｶｼﾋｶﾞｼﾎﾝｺｳｼﾞ 新庁舎建設により一旦休止
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