
 

平成 30 年６月 13 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７月 12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）PLUM法に使用する観測点の変更に伴うコード更新 

PLUM法に使用する観測点の変更に伴い、シート 25（AreaForecastLocalEコー

ド表、AreaInformationCityコード表及び PointRealtimeIntensityコード表）

を更新します。 

 

 

 

 

 

 

 



（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（３地点）

新 341 千葉県北西部 ちばけんほくせいぶ 1221100 成田市 なりたし 1221102 成田市名古屋 なりたしなごや
新 400 福井県嶺北 ふくいけんれいほく 1821000 福井坂井市 ふくいさかいし 1821022 福井坂井市三国町中央 ふくいさかいしみくにちょうちゅうおう
新 741 熊本県熊本 くまもとけんくまもと 4321100 宇土市 うとし 4321120 宇土市浦田町 うとしうらたまち

２．移設観測点（27地点）

旧 121 空知地方中部 そらちちほうちゅうぶ 0143600 雨竜町 うりゅうちょう 0143631 雨竜町フシコウリウ うりゅうちょうふしこうりう
新 121 空知地方中部 そらちちほうちゅうぶ 0143600 雨竜町 うりゅうちょう 0143632 雨竜町フシコウリウ うりゅうちょうふしこうりう
旧 310 栃木県北部 とちぎけんほくぶ 0920600 日光市 にっこうし 0920634 日光市藤原 にっこうしふじはら
新 310 栃木県北部 とちぎけんほくぶ 0920600 日光市 にっこうし 0920636 日光市藤原庁舎 にっこうしふじはらちょうしゃ
旧 310 栃木県北部 とちぎけんほくぶ 0920600 日光市 にっこうし 0920630 日光市中鉢石町 にっこうしなかはついしまち
新 310 栃木県北部 とちぎけんほくぶ 0920600 日光市 にっこうし 0920637 日光市御幸町 につこうしごこうまち
旧 331 埼玉県南部 さいたまけんなんぶ 1123100 桶川市 おけがわし 1123131 桶川市上日出谷 おけがわしかみひでや
新 331 埼玉県南部 さいたまけんなんぶ 1123100 桶川市 おけがわし 1123132 桶川市泉 おけがわしいずみ
旧 331 埼玉県南部 さいたまけんなんぶ 1124300 吉川市 よしかわし 1124330 吉川市吉川 よしかわしよしかわ
新 331 埼玉県南部 さいたまけんなんぶ 1124300 吉川市 よしかわし 1124331 吉川市きよみ野 よしかわしきよみの
旧 350 東京都２３区 とうきょうとにじゅうさんく 1310200 東京中央区 とうきょうちゅうおうく 1310251 東京中央区勝どき とうきょうちゅうおうくかちどき
新 350 東京都２３区 とうきょうとにじゅうさんく 1310200 東京中央区 とうきょうちゅうおうく 1310252 東京中央区勝どき とうきょうちゅうおうくかちどき
旧 370 新潟県上越 にいがたけんじょうえつ 1521700 妙高市 みょうこうし 1521732 妙高市関山 みょうこうしせきやま
新 370 新潟県上越 にいがたけんじょうえつ 1521700 妙高市 みょうこうし 1521734 妙高市関山 みょうこうしせきやま
旧 375 新潟県佐渡 にいがたけんさど 1522400 佐渡市 さどし 1522434 佐渡市新穂瓜生屋 さどしにいぼうりゅうや
新 375 新潟県佐渡 にいがたけんさど 1522400 佐渡市 さどし 1522446 佐渡市新穂瓜生屋 さどしにいぼうりゅうや
旧 375 新潟県佐渡 にいがたけんさど 1522400 佐渡市 さどし 1522444 佐渡市小木町 さどしおぎまち
新 375 新潟県佐渡 にいがたけんさど 1522400 佐渡市 さどし 1522447 佐渡市小木町 さどしおぎまち
旧 390 石川県能登 いしかわけんのと 1720200 七尾市 ななおし 1720235 七尾市能登島向田町 ななおしのとじまこうだまち
新 390 石川県能登 いしかわけんのと 1720200 七尾市 ななおし 1720237 七尾市能登島向田町 ななおしのとじまこうだまち
旧 400 福井県嶺北 ふくいけんれいほく 1832200 永平寺町 えいへいじちょう 1832232 永平寺町栗住波 えいへいじちょうくりすなみ
新 400 福井県嶺北 ふくいけんれいほく 1832200 永平寺町 えいへいじちょう 1832234 永平寺町山王 えいへいじちょうさんのう
旧 421 長野県中部 ながのけんちゅうぶ 2032300 御代田町 みよたまち 2032330 御代田町御代田 みよたまちみよた
新 421 長野県中部 ながのけんちゅうぶ 2032300 御代田町 みよたまち 2032331 御代田町役場 みよたまちやくば
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 朝日村小野沢 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 2045131 朝日村役場 あさひむらやくば
旧 432 岐阜県美濃中西部 ぎふけんみのちゅうせいぶ 2140100 揖斐川町 いびがわちょう 2140132 揖斐川町東津汲 いびがわちょうひがしつくみ
新 432 岐阜県美濃中西部 ぎふけんみのちゅうせいぶ 2140100 揖斐川町 いびがわちょう 2140136 揖斐川町東津汲 いびがわちょうひがしつくみ
旧 440 静岡県伊豆 しずおかけんいず 2222200 伊豆市 いずし 2222233 伊豆市市山 いずしいちやま
新 440 静岡県伊豆 しずおかけんいず 2222200 伊豆市 いずし 2222234 伊豆市湯ケ島 いずしゆがしま
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620700 美馬市 みまし 3620700 美馬市脇町 みましわきまち
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620700 美馬市 みまし 3620702 美馬市脇町 みましわきまち
旧 610 香川県東部 かがわけんとうぶ 3720100 高松市 たかまつし 3720100 高松市伏石町 たかまつしふせいしちょう
新 610 香川県東部 かがわけんとうぶ 3720100 高松市 たかまつし 3720102 高松市伏石町 たかまつしふせいしちょう
旧 610 香川県東部 かがわけんとうぶ 3732400 小豆島町 しょうどしまちょう 3732430 小豆島町安田 しょうどしまちょうやすだ
新 610 香川県東部 かがわけんとうぶ 3732400 小豆島町 しょうどしまちょう 3732434 小豆島町片城 しょうどしまちょうかたじょう
旧 702 山口県西部 やまぐちけんせいぶ 3520100 下関市 しものせきし 3520136 下関市菊川町田部 しものせきしきくがわちょうたべ
新 702 山口県西部 やまぐちけんせいぶ 3520100 下関市 しものせきし 3520145 下関市菊川町下岡枝 しものせきしきくがわちょうしもおかえだ
旧 703 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3530500 周防大島町 すおうおおしまちょう 3530538 周防大島町東和総合支所 すおうおおしまちょうとうわそうごうししょ
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新 703 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3530500 周防大島町 すおうおおしまちょう 3530540 周防大島町東和総合支所 すおうおおしまちょうとうわそうごうししょ
旧 704 山口県中部 やまぐちけんちゅうぶ 3521500 周南市 しゅうなんし 3521539 周南市岐山通り しゅうなんしきさんどおり
新 704 山口県中部 やまぐちけんちゅうぶ 3521500 周南市 しゅうなんし 3521540 周南市岐山通り しゅうなんしきさんどおり
旧 721 佐賀県南部 さがけんなんぶ 4120600 武雄市 たけおし 4120634 武雄市武雄町昭和 たけおしたけおちょうしょうわ
新 721 佐賀県南部 さがけんなんぶ 4120600 武雄市 たけおし 4120637 武雄市武雄町昭和 たけおしたけおちょうしょうわ
旧 721 佐賀県南部 さがけんなんぶ 4120600 武雄市 たけおし 4120636 武雄市北方 たけおしきたがた
新 721 佐賀県南部 さがけんなんぶ 4120600 武雄市 たけおし 4120638 武雄市北方 たけおしきたがた
旧 741 熊本県熊本 くまもとけんくまもと 4320600 玉名市 たまなし 4320633 玉名市天水町 たまなしてんすいまち
新 741 熊本県熊本 くまもとけんくまもと 4320600 玉名市 たまなし 4320634 玉名市天水町 たまなしてんすいまち
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 4344310 益城町木山 ましきまちきやま
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 4344311 益城町惣領 ましきまちそうりょう
旧 741 熊本県熊本 くまもとけんくまもと 4321300 宇城市 うきし 4321333 宇城市小川町 うきしおがわまち
新 741 熊本県熊本 くまもとけんくまもと 4321300 宇城市 うきし 4321336 宇城市小川町 うきしおがわまち
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4721500 南城市 なんじょうし 4721530 南城市玉城富里 なんじょうしたまぐすくふさと
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4721500 南城市 なんじょうし 4721535 南城市佐敷字新里 なんじょうしさしきあざしんざと

３．修正観測点（22地点）

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 0831036 城里町小勝 しろさとまちおがち
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 301 茨城県南部 いばらきけんなんぶ 0822700 筑西市 ちくせいし 0822730 筑西市下中山 ちくせいししもなかやま
新 301 茨城県南部 いばらきけんなんぶ 0822700 筑西市 ちくせいし 0822730 筑西市下中山 ちくせいししもなかやま
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 1520242 長岡市寺泊敦ケ曽根 ながおかしてらどまりつるがそね
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 1520242 長岡市寺泊敦ケ曽根 ながおかしてらどまりつるがそね
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 390 石川県能登 いしかわけんのと 1720200 七尾市 ななおし 1720236 七尾市垣吉町 ななおしかきよしまち
新 390 石川県能登 いしかわけんのと 1720200 七尾市 ななおし 1720236 七尾市垣吉町 ななおしかきよしまち
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 1920837 南アルプス市榎原 みなみあるぷすしえのきはら
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 1920837 南アルプス市榎原 みなみあるぷすしえのきはら
旧 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2322900 豊明市 とよあけし 2322931 豊明市沓掛町 とよあけしくつかけちょう
新 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2322900 豊明市 とよあけし 2322931 豊明市沓掛町 とよあけしくつかけちょう
旧 540 奈良県 ならけん 2944600 天川村 てんかわむら 2944600 天川村洞川 てんかわむらどろがわ
新 540 奈良県 ならけん 2944600 天川村 てんかわむら 2944600 天川村洞川 てんかわむらどろがわ
旧 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220103 長崎市長浦町 ながさきしながうらまち
新 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220103 長崎市長浦町 ながさきしながうらまち
旧 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220122 長崎市野母町 ながさきしのもまち
新 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220122 長崎市野母町 ながさきしのもまち
旧 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220130 長崎市香焼町 ながさきしこうやぎまち
新 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220130 長崎市香焼町 ながさきしこうやぎまち
旧 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220135 長崎市伊王島町 ながさきしいおうじままち
新 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220135 長崎市伊王島町 ながさきしいおうじままち
旧 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220136 長崎市高島町 ながさきしたかしままち
新 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220136 長崎市高島町 ながさきしたかしままち
旧 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220137 長崎市神浦江川町 ながさきしこうのうらえがわまち
新 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220137 長崎市神浦江川町 ながさきしこうのうらえがわまち
旧 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220138 長崎市布巻町 ながさきしぬのまきまち
新 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220138 長崎市布巻町 ながさきしぬのまきまち
旧 735 長崎県対馬 ながさきけんつしま 4220900 長崎対馬市 ながさきつしまし 4220921 長崎対馬市豊玉町 ながさきつしましとよたままち
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新 735 長崎県対馬 ながさきけんつしま 4220900 長崎対馬市 ながさきつしまし 4220921 長崎対馬市豊玉町 ながさきつしましとよたままち
旧 735 長崎県対馬 ながさきけんつしま 4220900 長崎対馬市 ながさきつしまし 4220922 長崎対馬市厳原町国分 ながさきつしましいづはらまちこくぶ
新 735 長崎県対馬 ながさきけんつしま 4220900 長崎対馬市 ながさきつしまし 4220922 長崎対馬市厳原町国分 ながさきつしましいづはらまちこくぶ
旧 735 長崎県対馬 ながさきけんつしま 4220900 長崎対馬市 ながさきつしまし 4220934 長崎対馬市美津島町鷄知 ながさきつしましみつしままちけち
新 735 長崎県対馬 ながさきけんつしま 4220900 長崎対馬市 ながさきつしまし 4220934 長崎対馬市美津島町鷄知 ながさきつしましみつしままちけち
旧 735 長崎県対馬 ながさきけんつしま 4220900 長崎対馬市 ながさきつしまし 4220935 長崎対馬市峰町 ながさきつしましみねまち
新 735 長崎県対馬 ながさきけんつしま 4220900 長崎対馬市 ながさきつしまし 4220935 長崎対馬市峰町 ながさきつしましみねまち
旧 735 長崎県対馬 ながさきけんつしま 4220900 長崎対馬市 ながさきつしまし 4220936 長崎対馬市上県町佐須奈 ながさきつしましかみあがたまちさすな
新 735 長崎県対馬 ながさきけんつしま 4220900 長崎対馬市 ながさきつしまし 4220936 長崎対馬市上県町佐須奈 ながさきつしましかみあがたまちさすな
旧 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
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 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4721500 南城市 なんじょうし 4721533 南城市佐敷 なんじょうしさしき
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4721500 南城市 なんじょうし 4721533 南城市佐敷字佐敷 なんじょうしさしきあざさしき

４．発表を取りやめる観測点（３地点）

旧 412 山梨県東部・富士五湖やまなしけんとうぶふじごこ 1921200 上野原市 うえのはらし 1921201 上野原市上野原 うえのはらしうえのはら
旧 741 熊本県熊本 くまもとけんくまもと 4321100 宇土市 うとし 4321110 宇土市新小路町 うとししんこうじまち
旧 752 大分県南部 おおいたけんなんぶ 4421200 豊後大野市 ぶんごおおのし 4421241 豊後大野市犬飼町犬飼 ぶんごおおのしいぬかいまちいぬかい
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（別紙２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シート 25（AreaForecastLocalEコード表、AreaInformationCityコード表及び

PointRealtimeIntensityコード表）の更新内容 

 

 



１．発表を開始する観測点（97地点）

新 141 北見地方 0120800 北見市 0120802 網走常呂
新 135 宗谷地方北部 0121400 稚内市 0121401 稚内３
新 121 空知地方中部 0121600 芦別市 0121600 芦別
新 107 渡島地方西部 0133100 渡島松前町 0133101 渡島松前
新 107 渡島地方西部 0133300 知内町 0133300 渡島知内
新 105 渡島地方北部 0134600 八雲町 0134601 八雲２
新 117 後志地方西部 0139100 島牧村 0139100 後志島牧
新 120 空知地方北部 0143700 北竜町 0143700 空知北竜
新 130 留萌地方中北部 0148500 初山別村 0148500 初山別
新 139 北海道利尻礼文 0151700 礼文町 0151700 礼文島
新 142 紋別地方 0155500 遠軽町 0155500 丸瀬布
新 150 日高地方西部 0160200 平取町 0160200 平取２
新 152 日高地方東部 0160700 浦河町 0160701 浦河野深
新 156 十勝地方中部 0164300 幕別町 0164300 十勝忠類
新 155 十勝地方北部 0164700 足寄町 0164700 十勝足寄
新 161 釧路地方中南部 0166200 厚岸町 0166200 厚岸
新 165 根室地方北部 0169300 標津町 0169300 根室標津
新 165 根室地方北部 0169400 羅臼町 0169400 羅臼
新 202 青森県三八上北 0220300 八戸市 0220301 青森南郷
新 200 青森県津軽北部 0220500 五所川原市 0220501 市浦２
新 203 青森県下北 0220800 むつ市 0220801 青森大畑
新 201 青森県津軽南部 0232300 深浦町 0232301 青森岩崎
新 211 岩手県沿岸南部 0320300 大船渡市 0320301 大船渡猪
新 213 岩手県内陸南部 0320500 花巻市 0320500 岩手大迫
新 222 宮城県中部 0410100 仙台青葉区 0410101 仙台大倉
新 230 秋田県沿岸北部 0520600 男鹿市 0520601 男鹿３
新 233 秋田県内陸南部 0543400 秋田美郷町 0543400 秋田六郷
新 240 山形県庄内 0620300 鶴岡市 0620301 山形温海
新 241 山形県最上 0636100 山形金山町 0636100 山形金山
新 251 福島県浜通り 0721200 南相馬市 0721201 南相馬栃窪
新 252 福島県会津 0742300 柳津町 0742300 福島柳津
新 251 福島県浜通り 0754400 川内村 0754400 福島川内
新 310 栃木県北部 0921300 那須塩原市 0921300 栃木塩原
新 320 群馬県北部 1042100 中之条町 1042100 群馬六合
新 331 埼玉県南部 1120900 飯能市 1120900 飯能
新 341 千葉県北西部 1221100 成田市 1221102 成田市名古屋
新 340 千葉県北東部 1242600 長柄町 1242600 千葉長柄
新 359 小笠原 1342100 小笠原村 1342103 母島２中ノ平
新 361 神奈川県西部 1415100 相模原緑区 1415100 相模原若柳
新 361 神奈川県西部 1420600 小田原市 1420600 小田原２
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地域
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地域名称 市町村コード 市町村名称



新 370 新潟県上越 1522200 上越市 1522201 上越中俣
新 372 新潟県下越 1522300 阿賀野市 1522300 新潟笹神
新 380 富山県東部 1632300 立山町 1632300 富山立山
新 390 石川県能登 1720400 輪島市 1720401 舳倉島
新 390 石川県能登 1720700 羽咋市 1720700 羽咋
新 401 福井県嶺南 1844200 福井美浜町 1844200 福井美浜
新 422 長野県南部 2041400 泰阜村 2041400 長野泰阜
新 431 岐阜県美濃東部 2150600 白川町 2150600 岐阜黒川
新 443 静岡県西部 2213500 浜松北区 2213501 浜松滝沢
新 440 静岡県伊豆 2221900 下田市 2221900 伊豆下田
新 451 愛知県西部 2321100 豊田市 2321101 愛知小原
新 450 愛知県東部 2323100 田原市 2323101 愛知渥美
新 462 三重県南部 2420300 伊勢市 2420301 伊勢
新 501 滋賀県南部 2521300 東近江市 2521300 永源寺
新 510 京都府北部 2621200 京丹後市 2621200 京都弥栄
新 531 兵庫県南東部 2821500 三木市 2821500 三木
新 530 兵庫県北部 2858500 兵庫香美町 2858500 兵庫香住
新 550 和歌山県北部 3039100 みなべ町 3039100 和歌南部
新 562 鳥取県中部 3120300 倉吉市 3120301 倉吉
新 570 島根県東部 3220300 出雲市 3220302 出雲坂浦
新 571 島根県西部 3220400 益田市 3220400 島根匹見
新 571 島根県西部 3244800 島根美郷町 3244800 島根美郷
新 592 広島県南西部 3420200 呉市 3420201 広島倉橋
新 590 広島県北部 3436900 北広島町 3436901 広島豊平
新 700 山口県北部 3520400 萩市 3520402 萩見島
新 611 香川県西部 3720300 坂出市 3720300 坂出
新 622 愛媛県南予 3820700 大洲市 3820700 愛媛長浜
新 622 愛媛県南予 3848800 愛媛鬼北町 3848800 愛媛広見
新 631 高知県中部 3921200 香美市 3921201 高知物部
新 710 福岡県福岡 4013700 福岡早良区 4013700 福岡板屋
新 735 長崎県対馬 4220900 長崎対馬市 4220901 対馬上県
新 735 長崎県対馬 4220900 長崎対馬市 4220902 対馬美津島
新 737 長崎県五島 4221100 五島市 4221101 福江２
新 741 熊本県熊本 4320600 玉名市 4320600 玉名
新 743 熊本県天草・芦北 4321500 天草市 4321500 本渡
新 751 大分県中部 4420600 臼杵市 4420600 臼杵
新 750 大分県北部 4421400 国東市 4421400 大分国見
新 762 宮崎県南部平野部 4520400 日南市 4520401 日南北郷
新 762 宮崎県南部平野部 4520700 串間市 4520701 串間奈留
新 760 宮崎県北部平野部 4540600 宮崎都農町 4540600 宮崎都農
新 770 鹿児島県薩摩 4620100 鹿児島市 4620101 鹿児錫山
新 776 鹿児島県種子島 4621300 西之表市 4621301 種子島３
新 770 鹿児島県薩摩 4622400 伊佐市 4622400 大口
新 774 鹿児島県十島村 4630400 鹿児島十島村 4630401 中之島
新 777 鹿児島県屋久島 4650500 屋久島町 4650501 口永良部



新 778 鹿児島県奄美北部 4652700 龍郷町 4652700 奄美大島
新 779 鹿児島県奄美南部 4653100 天城町 4653100 徳之島
新 805 沖縄県石垣島 4720700 石垣市 4720701 石垣島２
新 804 沖縄県宮古島 4721400 宮古島市 4721402 沖縄城辺
新 800 沖縄県本島北部 4730100 国頭村 4730100 沖縄国頭
新 800 沖縄県本島北部 4735500 粟国村 4735500 粟国島
新 803 沖縄県大東島 4735800 北大東村 4735800 北大東島
新 800 沖縄県本島北部 4735900 伊平屋村 4735900 伊平屋島
新 802 沖縄県久米島 4736100 久米島町 4736101 久米島２
新 804 沖縄県宮古島 4737500 多良間村 4737500 多良間島
新 807 沖縄県西表島 4738100 竹富町 4738105 沖縄黒島
新 807 沖縄県西表島 4738100 竹富町 4738106 波照間志多阿原

２．移設観測点（２地点）

旧 600 徳島県北部 3620700 美馬市 3620700 美馬市脇町
新 600 徳島県北部 3620700 美馬市 3620702 美馬市脇町
旧 610 香川県東部 3720100 高松市 3720100 高松市伏石町
新 610 香川県東部 3720100 高松市 3720102 高松市伏石町

３．発表を取りやめる観測点（８地点）

旧 140 網走地方 0121100 網走市 0121100 網走市台町
旧 110 檜山地方 0137100 せたな町 0137100 檜山せたな
旧 412 山梨県東部・富士五湖 1921200 上野原市 1921201 上野原市上野原
旧 440 静岡県伊豆 2222200 伊豆市 2222200 伊豆八幡
旧 462 三重県南部 2456100 三重御浜町 2456100 三重御浜
旧 535 兵庫県淡路島 2822400 南あわじ市 2822401 南あわじ市福良
旧 551 和歌山県南部 3042800 串本町 3042801 和歌山串本
旧 631 高知県中部 3920100 高知市 3920101 高知春野
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