
平 成 30 年 ８ 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/）に掲載されている予報及び地震火山関連 XML に

係る資料の一部について、一部更新を行いました。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 10月１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） 

平成 30年 10月１日の福岡県筑紫郡那珂川町の市制施行及び震度観測点の

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（別紙２参照） 

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。 

 

（３）潮位観測点パラメータ更新に伴うコード更新（別紙３参照） 

潮位観測点の追加に伴い、シート 35の PointTsunamiコード表を更新しま

す。 

 

（４）火山名コード追加に伴うコード更新 

シート 82の PointVolcanoコード表の火山名コードを追加します。 

【追加】code: 350、name: 草津白根山（白根山（湯釜付近）） 

【追加】code: 351、name: 草津白根山（本白根山） 

なお、これらの火山名コードの運用開始は平成 30年 11月頃を予定してお

ります。 

 

２．予報関連 XMLコード表 

平成 30 年 10 月１日の福岡県筑紫郡那珂川町の市制施行に伴い、

AreaInformationCity コード表及びコード管理表を平成 30 年 10 月１日 13

時に更新します。 

【旧】＠code: 4030500、＠name: 那珂川町 

【新】＠code: 4023100、＠name: 那珂川市 



（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 332 埼玉県秩父 さいたまけんちちぶ 1120700 秩父市 ちちぶし 1120735 秩父市大滝 ちちぶしおおたき
新 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 1921202 上野原市四方津 うえのはらししおつ
新 712 福岡県筑豊 ふくおかけんちくほう 4020500 飯塚市 いいづかし 4020536 飯塚市新立岩 いいづかししんたていわ

２．移設観測点（14地点）

旧 203 青森県下北 あおもりけんしもきた 0242300 大間町 おおままち 0242330 大間町大間 おおままちおおま
新 203 青森県下北 あおもりけんしもきた 0242300 大間町 おおままち 0242331 大間町大間 おおままちおおま
旧 222 宮城県中部 みやぎけんちゅうぶ 0458100 女川町 おながわちょう 0458133 女川町女川浜 おながわちょうおながわはま
新 222 宮城県中部 みやぎけんちゅうぶ 0458100 女川町 おながわちょう 0458134 女川町女川浜 おながわちょうおながわはま
旧 311 栃木県南部 とちぎけんなんぶ 0921600 下野市 しもつけし 0921631 下野市石橋 しもつけしいしばし
新 311 栃木県南部 とちぎけんなんぶ 0921600 下野市 しもつけし 0921635 下野市大松山 しもつけしおおまつやま
旧 331 埼玉県南部 さいたまけんなんぶ 1122200 越谷市 こしがやし 1122230 越谷市越ヶ谷 こしがやしこしがや
新 331 埼玉県南部 さいたまけんなんぶ 1122200 越谷市 こしがやし 1122231 越谷市越ヶ谷 こしがやしこしがや
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 1521731 妙高市関川 みょうこうしせきかわ
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 1521735 妙高市田口 みょうこうしたぐち
旧 400 福井県嶺北 ふくいけんれいほく 1820900 越前市 えちぜんし 1820931 越前市粟田部 えちぜんしあわたべ
新 400 福井県嶺北 ふくいけんれいほく 1820900 越前市 えちぜんし 1820932 越前市粟田部 えちぜんしあわたべ
旧 420 長野県北部 ながのけんほくぶ 2021100 中野市 なかのし 2021130 中野市三好町 なかのしみよしちょう
新 420 長野県北部 ながのけんほくぶ 2021100 中野市 なかのし 2021132 中野市三好町 なかのしみよしちょう
旧 422 長野県南部 ながのけんなんぶ 2041000 根羽村 ねばむら 2041031 根羽村役場 ねばむらやくば
新 422 長野県南部 ながのけんなんぶ 2041000 根羽村 ねばむら 2041032 根羽村役場 ねばむらやくば
旧 432 岐阜県美濃中西部ぎふけんみのちゅうせいぶ 2120500 関市 せきし 2120535 関市上之保 せきしかみのほ
新 432 岐阜県美濃中西部ぎふけんみのちゅうせいぶ 2120500 関市 せきし 2120538 関市上之保 せきしかみのほ
旧 450 愛知県東部 あいちけんとうぶ 2322100 新城市 しんしろし 2322130 新城市東入船 しんしろしひがしいりふね
新 450 愛知県東部 あいちけんとうぶ 2322100 新城市 しんしろし 2322132 新城市東入船 しんしろしひがしいりふね
旧 535 兵庫県淡路島 ひょうごけんあわじしま 2822600 淡路市 あわじし 2822601 淡路市富島 あわじしとしま
新 535 兵庫県淡路島 ひょうごけんあわじしま 2822600 淡路市 あわじし 2822603 淡路市富島 あわじしとしま
旧 570 島根県東部 しまねけんとうぶ 3220600 安来市 やすぎし 3220630 安来市安来町 やすぎしやすぎちょう
新 570 島根県東部 しまねけんとうぶ 3220600 安来市 やすぎし 3220634 安来市安来町 やすぎしやすぎちょう
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 3521538 周南市富田 しゅうなんしとんだ
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 3521541 周南市富田 しゅうなんしとんだ
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 4421433 国東市武蔵町 くにさきしむさしまち
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 4421435 国東市武蔵町 くにさきしむさしまち

３．修正観測点（25地点）　※本パラメータ変更では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はありません。

旧 300 茨城県北部 いばらきけんほくぶ 0820200 日立市 ひたちし 0820231 日立市十王町友部 ひたちしじゅうおうちょうともべ
新 300 茨城県北部 いばらきけんほくぶ 0820200 日立市 ひたちし 0820231 日立市十王町友部 ひたちしじゅうおうちょうともべ
旧 300 茨城県北部 いばらきけんほくぶ 0822500 常陸大宮市 ひたちおおみやし 0822531 常陸大宮市山方 ひたちおおみやしやまがた
新 300 茨城県北部 いばらきけんほくぶ 0822500 常陸大宮市 ひたちおおみやし 0822531 常陸大宮市山方 ひたちおおみやしやまがた
旧 300 茨城県北部 いばらきけんほくぶ 0822500 常陸大宮市 ひたちおおみやし 0822532 常陸大宮市高部 ひたちおおみやしたかぶ
新 300 茨城県北部 いばらきけんほくぶ 0822500 常陸大宮市 ひたちおおみやし 0822532 常陸大宮市高部 ひたちおおみやしたかぶ
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旧 300 茨城県北部 いばらきけんほくぶ 0822500 常陸大宮市 ひたちおおみやし 0822533 常陸大宮市上小瀬 ひたちおおみやしかみおせ
新 300 茨城県北部 いばらきけんほくぶ 0822500 常陸大宮市 ひたちおおみやし 0822533 常陸大宮市上小瀬 ひたちおおみやしかみおせ
旧 300 茨城県北部 いばらきけんほくぶ 0822500 常陸大宮市 ひたちおおみやし 0822534 常陸大宮市野口 ひたちおおみやしのぐち
新 300 茨城県北部 いばらきけんほくぶ 0822500 常陸大宮市 ひたちおおみやし 0822534 常陸大宮市野口 ひたちおおみやしのぐち
旧 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
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 450 愛知県東部 あいちけんとうぶ 2320100 豊橋市 とよはしし 2320130 豊橋市東松山町 とよはししひがしまつやまちょう
新 450 愛知県東部 あいちけんとうぶ 2320100 豊橋市 とよはしし 2320130 豊橋市東松山町 とよはししひがしまつやまちょう
旧 450 愛知県東部 あいちけんとうぶ 2320700 豊川市 とよかわし 2320731 豊川市一宮町 とよかわしいちのみやちょう
新 450 愛知県東部 あいちけんとうぶ 2320700 豊川市 とよかわし 2320731 豊川市一宮町 とよかわしいちのみやちょう
旧 450 愛知県東部 あいちけんとうぶ 2322100 新城市 しんしろし 2322131 新城市作手高里縄手上 しんしろしつくでたかさとなわてかみ
新 450 愛知県東部 あいちけんとうぶ 2322100 新城市 しんしろし 2322131 新城市作手高里縄手上 しんしろしつくでたかさとなわてかみ
旧 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2310600 名古屋中区 なごやなかく 2310630 名古屋中区市役所 なごやなかくしやくしょ
新 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2310600 名古屋中区 なごやなかく 2310630 名古屋中区市役所 なごやなかくしやくしょ
旧 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2321000 刈谷市 かりやし 2321030 刈谷市寿町 かりやしことぶきちょう
新 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2321000 刈谷市 かりやし 2321030 刈谷市寿町 かりやしことぶきちょう
旧 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2321200 安城市 あんじょうし 2321230 安城市横山町 あんじょうしよこやまちょう
新 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2321200 安城市 あんじょうし 2321230 安城市横山町 あんじょうしよこやまちょう
旧 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2322500 知立市 ちりゅうし 2322530 知立市弘法 ちりゅうしこうぼう
新 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2322500 知立市 ちりゅうし 2322530 知立市弘法 ちりゅうしこうぼう
旧 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2322700 高浜市 たかはまし 2322730 高浜市稗田町 たかはましひえだちょう
新 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2322700 高浜市 たかはまし 2322730 高浜市稗田町 たかはましひえだちょう
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 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2323300 清須市 きよすし 2323330 清須市西枇杷島町花咲 きよすしにしびわじまちょうはなさき
新 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2323300 清須市 きよすし 2323330 清須市西枇杷島町花咲 きよすしにしびわじまちょうはなさき
旧 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2323300 清須市 きよすし 2323334 清須市須ケ口 きよすしすかぐち
新 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2323300 清須市 きよすし 2323334 清須市須ケ口 きよすしすかぐち
旧 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
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 2323500 弥富市 やとみし 2323534 弥富市前ヶ須町 やとみしまえがすちょう
新 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2323500 弥富市 やとみし 2323534 弥富市前ヶ須町 やとみしまえがすちょう
旧 530 兵庫県北部 ひょうごけんほくぶ 2822500 朝来市 あさごし 2822500 朝来市和田山町枚田 あさごしわだやまちょうひらた
新 530 兵庫県北部 ひょうごけんほくぶ 2822500 朝来市 あさごし 2822500 朝来市和田山町枚田 あさごしわだやまちょうひらた
旧 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2821000 加古川市 かこがわし 2821000 加古川市加古川町 かこがわしかこがわちょう
新 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2821000 加古川市 かこがわし 2821000 加古川市加古川町 かこがわしかこがわちょう
旧 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2821900 三田市 さんだし 2821900 三田市下深田 さんだししもふかた
新 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2821900 三田市 さんだし 2821900 三田市下深田 さんだししもふかた
旧 580 岡山県北部 おかやまけんほくぶ 3321400 真庭市 まにわし 3321431 真庭市勝山 まにわしかつやま
新 580 岡山県北部 おかやまけんほくぶ 3321400 真庭市 まにわし 3321431 真庭市勝山 まにわしかつやま
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 4344311 益城町惣領 ましきまちそうりょう
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 4321336 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

４．市制施行（１地点）

旧 710 福岡県福岡 ふくおかけんふくおか 4030500 福岡那珂川町 ふくおかなかがわまち 4030530 福岡那珂川町西隈 ふくおかなかがわまちにしぐま
新 710 福岡県福岡 ふくおかけんふくおか 4023100 那珂川市 なかがわし 4023130 那珂川市西隈 なかがわしにしぐま
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５．発表を取りやめる観測点（１地点）

旧 301 茨城県南部 いばらきけんなんぶ 0821900 牛久市 うしくし 0821940 牛久市城中町 うしくしじょうちゅうちょう

情報用市町村名称読
み（ひらがな）
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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（３地点）

新 412 山梨県東部・富士五湖 1921200 上野原市 1921202 上野原市四方津
新 535 兵庫県淡路島 2822400 南あわじ市 2822401 南あわじ市福良
新 462 三重県南部 2456100 三重御浜町 2456100 三重御浜

※上野原市四方津観測点は2019年4月までに運用を開始する予定です。

２．移設観測点（１地点）

旧 535 兵庫県淡路島 2822600 淡路市 2822601 淡路市富島
新 535 兵庫県淡路島 2822600 淡路市 2822603 淡路市富島

３．発表を取りやめる観測点（１地点）

旧 450 愛知県東部 2322100 新城市 2322101 新城矢部
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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
新 61030 中土佐町久礼港 なかとさちょうくれこう

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」


