
平成 30年 11月 5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 

～竜巻注意情報及び記録的短時間大雨情報の発表官署名の変更について～ 

 

 現在気象庁では、府県予報区担当官署等において、竜巻注意情報及び記録的短時間

大雨情報の発表を行っています。このたび、これらの発表業務を、急速に発達する積

乱雲等の監視・解析体制を強化した気象庁本庁で実施するよう変更します。これに伴

い、記録的短時間大雨情報及び竜巻注意情報のXML電文における発表官署名を、府県

予報区担当官署等から「気象庁」に変更します。 

 これに伴い、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関連資料の一部について更新を

行います。内容は以下のとおりです。 

 

１．概要 

 竜巻注意情報（Control/Titleが「竜巻注意情報」及び「竜巻注意情報（目撃情

報付き）」の電文）及び記録的短時間大雨情報（Control/Titleが「記録的短時間

大雨情報」の電文）について、XML電文内のControl部の「jmx:PublishingOffice」

要素値となる発表官署を、府県予報区担当官署等から「気象庁」に変更します。 

変更は、以下の２段階で行う計画です。「jmx:PublishingOffice」の変更過程を

別表に示します。具体の実施時期については、決まり次第お知らせします。 

 

【第１段階】 

平成31(2019)年１月下旬に、関東甲信地方の発表官署名のみ変更します。 

【第２段階】 

平成31(2019)年出水期頃に、残りの全ての地方の発表官署名を変更します。 

 

なお、「jmx:EditorialOffice」要素値となる編集官署及び各編集官署において

発表する対象予報区に変更はありません。 

 

２．辞書・スキーマ・コード表等について 

辞書・スキーマ・コード表等に変更はありません。 

 

３．サンプルデータの更新 

今回の変更を反映したサンプルデータを後日提供します。 

 

＜更新する資料一覧＞ 

 ・管理部・ヘッダ部の運用整理表 

http://xml.kishou.go.jp/


別表

現在 第１段階変更後 第２段階変更後

宗谷地方 稚内地方気象台 稚内地方気象台 稚内地方気象台 気象庁
上川・留萌地方 旭川地方気象台 旭川地方気象台 旭川地方気象台 気象庁

網走・北見・紋別地方 網走地方気象台 網走地方気象台 網走地方気象台 気象庁
釧路・根室地方 釧路地方気象台 釧路地方気象台 釧路地方気象台 気象庁
十勝地方 帯広測候所 帯広測候所 帯広測候所 気象庁

胆振・日高地方 室蘭地方気象台 室蘭地方気象台 室蘭地方気象台 気象庁
石狩・空知・後志地方 札幌管区気象台 札幌管区気象台 札幌管区気象台 気象庁
渡島・檜山地方 函館地方気象台 函館地方気象台 函館地方気象台 気象庁

青森県 青森地方気象台 青森地方気象台 青森地方気象台 気象庁
岩手県 盛岡地方気象台 盛岡地方気象台 盛岡地方気象台 気象庁
宮城県 仙台管区気象台 仙台管区気象台 仙台管区気象台 気象庁
秋田県 秋田地方気象台 秋田地方気象台 秋田地方気象台 気象庁
山形県 山形地方気象台 山形地方気象台 山形地方気象台 気象庁
福島県 福島地方気象台 福島地方気象台 福島地方気象台 気象庁
茨城県 水戸地方気象台 水戸地方気象台 気象庁 気象庁
栃木県 宇都宮地方気象台 宇都宮地方気象台 気象庁 気象庁
群馬県 前橋地方気象台 前橋地方気象台 気象庁 気象庁
埼玉県 熊谷地方気象台 熊谷地方気象台 気象庁 気象庁
千葉県 銚子地方気象台 銚子地方気象台 気象庁 気象庁
東京都 気象庁本庁 気象庁予報部 気象庁 気象庁
神奈川県 横浜地方気象台 横浜地方気象台 気象庁 気象庁
新潟県 新潟地方気象台 新潟地方気象台 新潟地方気象台 気象庁
富山県 富山地方気象台 富山地方気象台 富山地方気象台 気象庁
石川県 金沢地方気象台 金沢地方気象台 金沢地方気象台 気象庁
福井県 福井地方気象台 福井地方気象台 福井地方気象台 気象庁
山梨県 甲府地方気象台 甲府地方気象台 気象庁 気象庁
長野県 長野地方気象台 長野地方気象台 気象庁 気象庁
岐阜県 岐阜地方気象台 岐阜地方気象台 岐阜地方気象台 気象庁
静岡県 静岡地方気象台 静岡地方気象台 静岡地方気象台 気象庁
愛知県 名古屋地方気象台 名古屋地方気象台 名古屋地方気象台 気象庁
三重県 津地方気象台 津地方気象台 津地方気象台 気象庁
滋賀県 彦根地方気象台 彦根地方気象台 彦根地方気象台 気象庁
京都府 京都地方気象台 京都地方気象台 京都地方気象台 気象庁
大阪府 大阪管区気象台 大阪管区気象台 大阪管区気象台 気象庁
兵庫県 神戸地方気象台 神戸地方気象台 神戸地方気象台 気象庁
奈良県 奈良地方気象台 奈良地方気象台 奈良地方気象台 気象庁
和歌山県 和歌山地方気象台 和歌山地方気象台 和歌山地方気象台 気象庁
鳥取県 鳥取地方気象台 鳥取地方気象台 鳥取地方気象台 気象庁
島根県 松江地方気象台 松江地方気象台 松江地方気象台 気象庁
岡山県 岡山地方気象台 岡山地方気象台 岡山地方気象台 気象庁
広島県 広島地方気象台 広島地方気象台 広島地方気象台 気象庁
山口県 下関地方気象台 下関地方気象台 下関地方気象台 気象庁
徳島県 徳島地方気象台 徳島地方気象台 徳島地方気象台 気象庁
香川県 高松地方気象台 高松地方気象台 高松地方気象台 気象庁
愛媛県 松山地方気象台 松山地方気象台 松山地方気象台 気象庁
高知県 高知地方気象台 高知地方気象台 高知地方気象台 気象庁
福岡県 福岡管区気象台 福岡管区気象台 福岡管区気象台 気象庁
佐賀県 佐賀地方気象台 佐賀地方気象台 佐賀地方気象台 気象庁
長崎県 長崎地方気象台 長崎地方気象台 長崎地方気象台 気象庁
熊本県 熊本地方気象台 熊本地方気象台 熊本地方気象台 気象庁
大分県 大分地方気象台 大分地方気象台 大分地方気象台 気象庁
宮崎県 宮崎地方気象台 宮崎地方気象台 宮崎地方気象台 気象庁

鹿児島県（奄美地方除く） 鹿児島地方気象台 鹿児島地方気象台 鹿児島地方気象台 気象庁
奄美地方 名瀬測候所 名瀬測候所 名瀬測候所 気象庁

沖縄本島地方 沖縄気象台 沖縄気象台 沖縄気象台 気象庁
大東島地方 南大東島地方気象台 南大東島地方気象台 南大東島地方気象台 気象庁
宮古島地方 宮古島地方気象台 宮古島地方気象台 宮古島地方気象台 気象庁
八重山地方 石垣島地方気象台 石垣島地方気象台 石垣島地方気象台 気象庁

※平成30年11月6日：東京都の編集官署に表記誤りがありましたので修正しました。（誤：気象庁予報部　→　正：気象庁本庁）

発表官署（jmx:PublishingOffice）編集官署
（jmx:EditorialOffice）

＜変更なし＞
対象予報区


