
 

平成 30 年２月 22 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 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．地震火山関連 XMLコード表 

以下に記載のコード表の変更を、平成 30年３月 22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） 

震度観測点の移設等に伴い、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。 

 

（２）潮位観測点パラメータ更新に伴うコード更新（別紙２参照） 

潮位観測点の廃止に伴い、シート 35の PointTsunamiコード表を更新します。 

 

（３）PLUM法運用開始に伴うコード更新 

PLUM 法運用開始に伴い、シート 12 の EarthquakeForecast コード表を更新し

ます。 

 

（４）PLUM法運用開始に伴うコード表新規追加 

PLUM 法運用開始に伴い、シート 25（AreaForecastLocalE コード表、

AreaInformationCityコード表及び PointRealtimeSeismicIntensityコード表）

を新規追加します。 

 



（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（５地点）

新 300 茨城県北部 いばらきけんほくぶ 0821500 北茨城市 きたいばらきし 0821540 北茨城市中郷町 きたいばらきしなかごうちょう
新 320 群馬県北部 ぐんまけんほくぶ 1042100 中之条町 なかのじょうまち 1042132 中之条町入山 なかのじょうまちいりやま
新 400 福井県嶺北 ふくいけんれいほく 1820100 福井市 ふくいし 1820136 福井市大手 ふくいしおおて
新 610 香川県東部 かがわけんとうぶ 3720100 高松市 たかまつし 3720141 高松市番町 たかまつしばんちょう
新 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 4621802 鹿児島空港 かごしまくうこう

２．移設観測点（37地点）

旧 101 石狩地方中部 いしかりちほうちゅうぶ 0110600 札幌南区 さっぽろみなみく 0110640 札幌南区真駒内 さっぽろみなみくまこまない
新 101 石狩地方中部 いしかりちほうちゅうぶ 0110600 札幌南区 さっぽろみなみく 0110642 札幌南区川沿 さっぽろみなみくかわぞえ
旧 101 石狩地方中部 いしかりちほうちゅうぶ 0110600 札幌南区 さっぽろみなみく 0110641 札幌南区簾舞 さっぽろみなみくみすまい
新 101 石狩地方中部 いしかりちほうちゅうぶ 0110600 札幌南区 さっぽろみなみく 0110643 札幌南区石山 さっぽろみなみくいしやま
旧 220 宮城県北部 みやぎけんほくぶ 0421500 大崎市 おおさきし 0421534 大崎市田尻 おおさきしたじり
新 220 宮城県北部 みやぎけんほくぶ 0421500 大崎市 おおさきし 0421535 大崎市田尻 おおさきしたじり
旧 230 秋田県沿岸北部 あきたけんえんがんほくぶ 0520600 男鹿市 おがし 0520630 男鹿市船川 おがしふながわ
新 230 秋田県沿岸北部 あきたけんえんがんほくぶ 0520600 男鹿市 おがし 0520632 男鹿市船川 おがしふながわ
旧 230 秋田県沿岸北部 あきたけんえんがんほくぶ 0520600 男鹿市 おがし 0520631 男鹿市角間崎 おがしかくまざき
新 230 秋田県沿岸北部 あきたけんえんがんほくぶ 0520600 男鹿市 おがし 0520633 男鹿市角間崎 おがしかくまざき
旧 230 秋田県沿岸北部 あきたけんえんがんほくぶ 0536600 井川町 いかわまち 0536630 井川町北川尻 いかわまちきたかわしり
新 230 秋田県沿岸北部 あきたけんえんがんほくぶ 0536600 井川町 いかわまち 0536631 井川町北川尻 いかわまちきたかわしり
旧 231 秋田県沿岸南部 あきたけんえんがんなんぶ 0520100 秋田市 あきたし 0520133 秋田市雄和妙法 あきたしゆうわみょうほう
新 231 秋田県沿岸南部 あきたけんえんがんなんぶ 0520100 秋田市 あきたし 0520134 秋田市雄和新波 あきたしゆうわあらわ
旧 232 秋田県内陸北部 あきたけんないりくほくぶ 0520400 大館市 おおだてし 0520432 大館市早口 おおだてしはやぐち
新 232 秋田県内陸北部 あきたけんないりくほくぶ 0520400 大館市 おおだてし 0520433 大館市早口 おおだてしはやぐち
旧 240 山形県庄内 やまがたけんしょうない 0642600 三川町 みかわまち 0642630 三川町横山 みかわまちよこやま
新 240 山形県庄内 やまがたけんしょうない 0642600 三川町 みかわまち 0642631 三川町横山 みかわまちよこやま
旧 241 山形県最上 やまがたけんもがみ 0636300 舟形町 ふながたまち 0636330 舟形町舟形 ふながたまちふながた
新 241 山形県最上 やまがたけんもがみ 0636300 舟形町 ふながたまち 0636331 舟形町舟形 ふながたまちふながた
旧 242 山形県村山 やまがたけんむらやま 0632100 河北町 かほくちょう 0632130 河北町役場 かほくちょうやくば
新 242 山形県村山 やまがたけんむらやま 0632100 河北町 かほくちょう 0632131 河北町役場 かほくちょうやくば
旧 252 福島県会津 ふくしまけんあいづ 0720800 喜多方市 きたかたし 0720832 喜多方市塩川町 きたかたししおかわまち
新 252 福島県会津 ふくしまけんあいづ 0720800 喜多方市 きたかたし 0720836 喜多方市塩川町 きたかたししおかわまち
旧 252 福島県会津 ふくしまけんあいづ 0720800 喜多方市 きたかたし 0720833 喜多方市山都町 きたかたしやまとまち
新 252 福島県会津 ふくしまけんあいづ 0720800 喜多方市 きたかたし 0720837 喜多方市山都町 きたかたしやまとまち
旧 300 茨城県北部 いばらきけんほくぶ 0831000 城里町 しろさとまち 0831033 城里町徳蔵 しろさとまちとくら
新 300 茨城県北部 いばらきけんほくぶ 0831000 城里町 しろさとまち 0831036 城里町小勝 しろさとまちおがち
旧 311 栃木県南部 とちぎけんなんぶ 0941100 栃木那珂川町 とちぎなかがわまち 0941130 栃木那珂川町馬頭 とちぎなかがわまちばとう
新 311 栃木県南部 とちぎけんなんぶ 0941100 栃木那珂川町 とちぎなかがわまち 0941132 栃木那珂川町馬頭 とちぎなかがわまちばとう
旧 320 群馬県北部 ぐんまけんほくぶ 1042900 東吾妻町 ひがしあがつままち 1042930 東吾妻町奥田 ひがしあがつままちおくだ
新 320 群馬県北部 ぐんまけんほくぶ 1042900 東吾妻町 ひがしあがつままち 1042931 東吾妻町奥田 ひがしあがつままちおくだ
旧 331 埼玉県南部 さいたまけんなんぶ 1123000 新座市 にいざし 1123030 新座市野火止 にいざしのびとめ
新 331 埼玉県南部 さいたまけんなんぶ 1123000 新座市 にいざし 1123031 新座市野火止 にいざしのびとめ
旧 351 東京都多摩東部 とうきょうとたまとうぶ 1320300 武蔵野市 むさしのし 1320351 武蔵野市吉祥寺南町 むさしのしきちじょうじみなみちょう
新 351 東京都多摩東部 とうきょうとたまとうぶ 1320300 武蔵野市 むさしのし 1320352 武蔵野市吉祥寺東町 むさしのしきちじょうじひがしちょう
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 1320951 町田市中町 まちだしなかまち
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 1320952 町田市本町田 まちだしほんまちだ
旧 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1421600 座間市 ざまし 1421630 座間市緑ケ丘 ざましみどりがおか
新 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1421600 座間市 ざまし 1421631 座間市相武台 ざましそうぶだい
旧 411 山梨県中・西部 やまなしけんちゅうせいぶ 1920800 南アルプス市 みなみあるぷすし 1920830 南アルプス市小笠原 みなみあるぷすしおがさわら
新 411 山梨県中・西部 やまなしけんちゅうせいぶ 1920800 南アルプス市 みなみあるぷすし 1920836 南アルプス市小笠原 みなみあるぷすしおがさわら
旧 411 山梨県中・西部 やまなしけんちゅうせいぶ 1920800 南アルプス市 みなみあるぷすし 1920831 南アルプス市野牛島 みなみあるぷすしやごしま
新 411 山梨県中・西部 やまなしけんちゅうせいぶ 1920800 南アルプス市 みなみあるぷすし 1920837 南アルプス市榎原 みなみあるぷすしえのきはら
旧 411 山梨県中・西部 やまなしけんちゅうせいぶ 1936800 富士川町 ふじかわちょう 1936831 富士川町鰍沢 ふじかわちょうかじかざわ
新 411 山梨県中・西部 やまなしけんちゅうせいぶ 1936800 富士川町 ふじかわちょう 1936832 富士川町鰍沢 ふじかわちょうかじかざわ
旧 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2323300 清須市 きよすし 2323331 清須市清洲 きよすしきよす
新 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2323300 清須市 きよすし 2323335 清須市清洲 きよすしきよす
旧 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2323300 清須市 きよすし 2323333 清須市春日振形 きよすしはるひふりかた
新 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2323300 清須市 きよすし 2323336 清須市春日振形 きよすしはるひふりかた
旧 535 兵庫県淡路島 ひょうごけんあわじしま 2822400 南あわじ市 みなみあわじし 2822431 南あわじ市湊 みなみあわじしみなと
新 535 兵庫県淡路島 ひょうごけんあわじしま 2822400 南あわじ市 みなみあわじし 2822434 南あわじ市湊 みなみあわじしみなと
旧 550 和歌山県北部 わかやまけんほくぶ 3020200 海南市 かいなんし 3020232 海南市日方 かいなんしひかた
新 550 和歌山県北部 わかやまけんほくぶ 3020200 海南市 かいなんし 3020233 海南市南赤坂 かいなんしみなみあかさか
旧 550 和歌山県北部 わかやまけんほくぶ 3039200 日高川町 ひだかがわちょう 3039232 日高川町川原河 ひだかがわちょうかわはらごう
新 550 和歌山県北部 わかやまけんほくぶ 3039200 日高川町 ひだかがわちょう 3039235 日高川町川原河 ひだかがわちょうかわはらごう
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3421500 江田島市 えたじまし 3421531 江田島市能美町 えたじましのうみちょう
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3421500 江田島市 えたじまし 3421535 江田島市能美町 えたじましのうみちょう
旧 631 高知県中部 こうちけんちゅうぶ 3938700 仁淀川町 によどがわちょう 3938731 仁淀川町大崎 によどがわちょうおおさき
新 631 高知県中部 こうちけんちゅうぶ 3938700 仁淀川町 によどがわちょう 3938733 仁淀川町大崎 によどがわちょうおおさき
旧 736 長崎県壱岐 ながさきけんいき 4221000 壱岐市 いきし 4221030 壱岐市勝本町 いきしかつもとちょう
新 736 長崎県壱岐 ながさきけんいき 4221000 壱岐市 いきし 4221035 壱岐市勝本町 いきしかつもとちょう
旧 741 熊本県熊本 くまもとけんくまもと 4344700 山都町 やまとちょう 4344721 山都町下馬尾 やまとちょうげばお
新 741 熊本県熊本 くまもとけんくまもと 4344700 山都町 やまとちょう 4344722 山都町浜町 やまとちょうはままち
旧 752 大分県南部 おおいたけんなんぶ 4420500 佐伯市 さいきし 4420535 佐伯市鶴見 さいきしつるみ
新 752 大分県南部 おおいたけんなんぶ 4420500 佐伯市 さいきし 4420544 佐伯市鶴見 さいきしつるみ
旧 753 大分県西部 おおいたけんせいぶ 4420400 日田市 ひたし 4420436 日田市中津江村栃野 ひたしなかつえむらとちの
新 753 大分県西部 おおいたけんせいぶ 4420400 日田市 ひたし 4420438 日田市中津江村栃野 ひたしなかつえむらとちの
旧 753 大分県西部 おおいたけんせいぶ 4420400 日田市 ひたし 4420437 日田市大山町 ひたしおおやままち
新 753 大分県西部 おおいたけんせいぶ 4420400 日田市 ひたし 4420439 日田市大山町 ひたしおおやままち
旧 763 宮崎県南部山沿いみやざきけんなんぶやまぞい 4520500 小林市 こばやしし 4520520 小林市役所 こばやししやくしょ
新 763 宮崎県南部山沿いみやざきけんなんぶやまぞい 4520500 小林市 こばやしし 4520521 小林市役所 こばやししやくしょ
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4735300 渡嘉敷村 とかしきそん 4735331 渡嘉敷村渡嘉敷 とかしきそんとかしき
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4735300 渡嘉敷村 とかしきそん 4735332 渡嘉敷村渡嘉敷 とかしきそんとかしき
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３．修正観測点（27地点）　※観測点所在地の表記等変更のみでXMLコード表関連の変更がない観測点も含みます。

旧 213 岩手県内陸南部 いわてけんないりくなんぶ 0321500 奥州市 おうしゅうし 0321500 奥州市水沢区大鐘町 おうしゅうしみずさわくおおがねちょう
新 213 岩手県内陸南部 いわてけんないりくなんぶ 0321500 奥州市 おうしゅうし 0321500 奥州市水沢大鐘町 おうしゅうしみずさわおおがねちょう
旧 213 岩手県内陸南部 いわてけんないりくなんぶ 0321500 奥州市 おうしゅうし 0321520 奥州市水沢区佐倉河 おうしゅうしみずさわくさくらかわ
新 213 岩手県内陸南部 いわてけんないりくなんぶ 0321500 奥州市 おうしゅうし 0321520 奥州市水沢佐倉河 おうしゅうしみずさわさくらかわ
旧 213 岩手県内陸南部 いわてけんないりくなんぶ 0321500 奥州市 おうしゅうし 0321530 奥州市江刺区 おうしゅうしえさしく
新 213 岩手県内陸南部 いわてけんないりくなんぶ 0321500 奥州市 おうしゅうし 0321530 奥州市江刺 おうしゅうしえさし
旧 213 岩手県内陸南部 いわてけんないりくなんぶ 0321500 奥州市 おうしゅうし 0321531 奥州市前沢区 おうしゅうしまえさわく
新 213 岩手県内陸南部 いわてけんないりくなんぶ 0321500 奥州市 おうしゅうし 0321531 奥州市前沢 おうしゅうしまえさわ
旧 213 岩手県内陸南部 いわてけんないりくなんぶ 0321500 奥州市 おうしゅうし 0321535 奥州市胆沢区 おうしゅうしいさわく
新 213 岩手県内陸南部 いわてけんないりくなんぶ 0321500 奥州市 おうしゅうし 0321535 奥州市胆沢 おうしゅうしいさわ
旧 213 岩手県内陸南部 いわてけんないりくなんぶ 0321500 奥州市 おうしゅうし 0321536 奥州市衣川区 おうしゅうしころもがわく
新 213 岩手県内陸南部 いわてけんないりくなんぶ 0321500 奥州市 おうしゅうし 0321536 奥州市衣川 おうしゅうしころもがわ
旧 220 宮城県北部 みやぎけんほくぶ 0421500 大崎市 おおさきし 0421523 大崎市鳴子 おおさきしなるこ
新 220 宮城県北部 みやぎけんほくぶ 0421500 大崎市 おおさきし 0421523 大崎市鳴子 おおさきしなるこ
旧 230 秋田県沿岸北部 あきたけんえんがんほくぶ 0520200 能代市 のしろし 0520233 能代市二ツ井町上台 のしろしふたついまちうわだい
新 230 秋田県沿岸北部 あきたけんえんがんほくぶ 0520200 能代市 のしろし 0520233 能代市二ツ井町上台 のしろしふたついまちうわだい
旧 230 秋田県沿岸北部 あきたけんえんがんほくぶ 0536100 五城目町 ごじょうめまち 0536100 五城目町西磯ノ目 ごじょうめまちにしいそのめ
新 230 秋田県沿岸北部 あきたけんえんがんほくぶ 0536100 五城目町 ごじょうめまち 0536100 五城目町西磯ノ目 ごじょうめまちにしいそのめ
旧 230 秋田県沿岸北部 あきたけんえんがんほくぶ 0521100 潟上市 かたがみし 0521130 潟上市昭和大久保 かたがみししょうわおおくぼ
新 230 秋田県沿岸北部 あきたけんえんがんほくぶ 0521100 潟上市 かたがみし 0521130 潟上市昭和大久保 かたがみししょうわおおくぼ
旧 370 新潟県上越 にいがたけんじょうえつ 1521600 糸魚川市 いといがわし 1521632 糸魚川市青海 いといがわしおうみ
新 370 新潟県上越 にいがたけんじょうえつ 1521600 糸魚川市 いといがわし 1521632 糸魚川市青海 いといがわしおうみ
旧 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1520200 長岡市 ながおかし 1520200 長岡市幸町 ながおかしさいわいちょう
新 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1520200 長岡市 ながおかし 1520200 長岡市幸町 ながおかしさいわいちょう
旧 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1521100 見附市 みつけし 1521131 見附市昭和町 みつけししょうわまち
新 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1521100 見附市 みつけし 1521131 見附市昭和町 みつけししょうわまち
旧 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1540500 出雲崎町 いずもざきまち 1540500 出雲崎町米田 いずもざきまちこめだ
新 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1540500 出雲崎町 いずもざきまち 1540500 出雲崎町米田 いずもざきまちこめだ
旧 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1522600 南魚沼市 みなみうおぬまし 1522600 南魚沼市六日町 みなみうおぬましむいかまち
新 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1522600 南魚沼市 みなみうおぬまし 1522600 南魚沼市六日町 みなみうおぬましむいかまち
旧 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1520600 新発田市 しばたし 1520636 新発田市稲荷岡 しばたしいなりおか
新 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1520600 新発田市 しばたし 1520636 新発田市真野原外 しばたしまのはらそと
旧 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1521300 燕市 つばめし 1521336 燕市秋葉町 つばめしあきばちょう
新 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1521300 燕市 つばめし 1521336 燕市秋葉町 つばめしあきばちょう
旧 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1521300 燕市 つばめし 1521338 燕市吉田西太田 つばめしよしだにしおおた
新 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1521300 燕市 つばめし 1521338 燕市吉田西太田 つばめしよしだにしおおた
旧 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1522300 阿賀野市 あがのし 1522300 阿賀野市畑江 あがのしはたえ
新 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1522300 阿賀野市 あがのし 1522300 阿賀野市畑江 あがのしはたえ
旧 375 新潟県佐渡 にいがたけんさど 1522400 佐渡市 さどし 1522401 佐渡市相川金山 さどしあいかわきんざん
新 375 新潟県佐渡 にいがたけんさど 1522400 佐渡市 さどし 1522401 佐渡市相川金山 さどしあいかわきんざん
旧 390 石川県能登 いしかわけんのと 1720200 七尾市 ななおし 1720234 七尾市中島町中島 ななおしなかじままちなかじま
新 390 石川県能登 いしかわけんのと 1720200 七尾市 ななおし 1720234 七尾市中島町中島 ななおしなかじままちなかじま
旧 521 大阪府南部 おおさかふなんぶ 2714400 大阪堺市西区 おおさかさかいしにしく 2714430 大阪堺市西区鳳東町 おおさかさいしにしくおおとりひがしまち
新 521 大阪府南部 おおさかふなんぶ 2714400 大阪堺市西区 おおさかさかいしにしく 2714430 大阪堺市西区鳳東町 おおさかさかいしにしくおおとりひがしまち
旧 740 熊本県阿蘇 くまもとけんあそ 4343300 南阿蘇村 みなみあそむら 4343300 南阿蘇村中松 みなみあそむらなかまつ
新 740 熊本県阿蘇 くまもとけんあそ 4343300 南阿蘇村 みなみあそむら 4343300 南阿蘇村中松 みなみあそむらなかまつ
旧 750 大分県北部 おおいたけんほくぶ 4420300 中津市 なかつし 4420300 中津市上宮永 なかつしかみみやなが
新 750 大分県北部 おおいたけんほくぶ 4420300 中津市 なかつし 4420300 中津市上宮永 なかつしかみみやなが
旧 750 大分県北部 おおいたけんほくぶ 4421400 国東市 くにさきし 4421401 国東市鶴川 くにさきしつるかわ
新 750 大分県北部 おおいたけんほくぶ 4421400 国東市 くにさきし 4421401 国東市鶴川 くにさきしつるかわ
旧 752 大分県南部 おおいたけんなんぶ 4420500 佐伯市 さいきし 4420501 佐伯市蒲江蒲江浦 さいきしかまえかまえうら
新 752 大分県南部 おおいたけんなんぶ 4420500 佐伯市 さいきし 4420501 佐伯市蒲江蒲江浦 さいきしかまえかまえうら
旧 752 大分県南部 おおいたけんなんぶ 4420500 佐伯市 さいきし 4420502 佐伯市堅田 さいきしかたた
新 752 大分県南部 おおいたけんなんぶ 4420500 佐伯市 さいきし 4420502 佐伯市堅田 さいきしかたた

４．発表を取りやめる観測点（８地点）

旧 231 秋田県沿岸南部 あきたけんえんがんなんぶ 0520100 秋田市 あきたし 0520130 秋田市消防庁舎 あきたししょうぼうちょうしゃ
旧 231 秋田県沿岸南部 あきたけんえんがんなんぶ 0521000 由利本荘市 ゆりほんじょうし 0521030 由利本荘市尾崎 ゆりほんじょうしおざき
旧 232 秋田県内陸北部 あきたけんないりくほくぶ 0521300 北秋田市 きたあきたし 0521331 北秋田市阿仁銀山 きたあきたしあにぎんざん
旧 332 埼玉県秩父 さいたまけんちちぶ 1120700 秩父市 ちちぶし 1120732 秩父市大滝 ちちぶしおおたき
旧 341 千葉県北西部 ちばけんほくせいぶ 1221100 成田市 なりたし 1221100 成田市花崎町 なりたしはなざきちょう
旧 350 東京都２３区 とうきょうとにじゅうさんく 1310400 東京新宿区 とうきょうしんじゅくく 1310431 東京新宿区歌舞伎町 とうきょうしんじゅくくかぶきちょう
旧 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3636800 那賀町 なかちょう 3636835 那賀町上那賀 なかちょうかみなか
旧 631 高知県中部 こうちけんちゅうぶ 3920100 高知市 こうちし 3920130 高知市役所 こうちしやくしょ

震度観測点名称の読み（ひらがな）
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（別紙２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シート 35（PointTsunamiコード表）の更新内容 

 

 



１．パラメータ変更

Code Name ふりがな Code Name
旧 61020 須崎港 すさきこう

潮位観測点

津波情報（沖合の津波観測に関する
情報）の内容部で使用する潮位観測
点に対応し、同情報のヘッダ部で使用
する「簡略化した観測点名」


