
 

平成 31 年２月 14 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 31年３月 14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（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） 

潮位観測点の廃止に伴い、シート 35の PointTsunami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（４地点）

新 300 茨城県北部 いばらきけんほくぶ 0820100 水戸市 みとし 0820133 水戸市栗崎町 みとしくりさきちょう
新 340 千葉県北東部 ちばけんほくとうぶ 1220200 銚子市 ちょうしし 1220202 銚子市小畑新町 ちょうししこばたけしんまち
新 440 静岡県伊豆 しずおかけんいず 2221900 下田市 しもだし 2221932 下田市敷根 しもだししきね
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 4344332 益城町惣領 ましきまちそうりょう

２．移設観測点（33地点）

旧 106 渡島地方東部 おしまちほうとうぶ 0120200 函館市 はこだてし 0120200 函館市美原 はこだてしみはら
新 106 渡島地方東部 おしまちほうとうぶ 0120200 函館市 はこだてし 0120202 函館市美原 はこだてしみはら
旧 107 渡島地方西部 おしまちほうせいぶ 0133400 木古内町 きこないちょう 0133420 木古内町木古内 きこないちょうきこない
新 107 渡島地方西部 おしまちほうせいぶ 0133400 木古内町 きこないちょう 0133421 木古内町木古内 きこないちょうきこない
旧 161 釧路地方中南部 くしろちほうちゅうなんぶ 0166300 浜中町 はまなかちょう 0166320 浜中町霧多布 はまなかちょうきりたっぷ
新 161 釧路地方中南部 くしろちほうちゅうなんぶ 0166300 浜中町 はまなかちょう 0166321 浜中町茶内 はまなかちょうちゃない
旧 241 山形県最上 やまがたけんもがみ 0620500 新庄市 しんじょうし 0620530 新庄市沖の町 しんじょうしおきのまち
新 241 山形県最上 やまがたけんもがみ 0620500 新庄市 しんじょうし 0620531 新庄市住吉町 しんじょうしすみよしまち
旧 252 福島県会津 ふくしまけんあいづ 0740500 西会津町 にしあいづまち 0740500 西会津町野沢 にしあいづまちのざわ
新 252 福島県会津 ふくしまけんあいづ 0740500 西会津町 にしあいづまち 0740501 西会津町野沢 にしあいづまちのざわ
旧 300 茨城県北部 いばらきけんほくぶ 0820100 水戸市 みとし 0820120 水戸市千波町 みとしせんばちょう
新 300 茨城県北部 いばらきけんほくぶ 0820100 水戸市 みとし 0820121 水戸市千波町 みとしせんばちょう
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 0822731 筑西市海老ヶ島 ちくせいしえびがしま
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 0822734 筑西市海老ヶ島 ちくせいしえびがしま
旧 310 栃木県北部 とちぎけんほくぶ 0920600 日光市 にっこうし 0920633 日光市日蔭 にっこうしひかげ
新 310 栃木県北部 とちぎけんほくぶ 0920600 日光市 にっこうし 0920638 日光市黒部 にっこうしくろべ
旧 310 栃木県北部 とちぎけんほくぶ 0921000 大田原市 おおたわらし 0921032 大田原市本町 おおたわらしほんちょう
新 310 栃木県北部 とちぎけんほくぶ 0921000 大田原市 おおたわらし 0921033 大田原市本町 おおたわらしほんちょう
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 0941131 栃木那珂川町小川 とちぎなかがわまちおがわ
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 0941133 栃木那珂川町小川 とちぎなかがわまちおがわ
旧 320 群馬県北部 ぐんまけんほくぶ 1042400 長野原町 ながのはらまち 1042430 長野原町長野原 ながのはらまちながのはら
新 320 群馬県北部 ぐんまけんほくぶ 1042400 長野原町 ながのはらまち 1042431 長野原町長野原 ながのはらまちながのはら
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 1042900 東吾妻町原町 ひがしあがつままちはらまち
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 1042901 東吾妻町原町 ひがしあがつままちはらまち
旧 321 群馬県南部 ぐんまけんなんぶ 1052100 板倉町 いたくらまち 1052100 板倉町板倉 いたくらまちいたくら
新 321 群馬県南部 ぐんまけんなんぶ 1052100 板倉町 いたくらまち 1052101 板倉町板倉 いたくらまちいたくら
旧 331 埼玉県南部 さいたまけんなんぶ 1122100 草加市 そうかし 1122130 草加市高砂 そうかしたかさご
新 331 埼玉県南部 さいたまけんなんぶ 1122100 草加市 そうかし 1122131 草加市中央 そうかしちゅうおう
旧 340 千葉県北東部 ちばけんほくとうぶ 1242600 長柄町 ながらまち 1242600 長柄町大津倉 ながらまちおおづくら
新 340 千葉県北東部 ちばけんほくとうぶ 1242700 長南町 ちょうなんまち 1242700 長南町総合グラウンド ちょうなんまちそうごうぐらうんど
旧 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1421300 大和市 やまとし 1421331 大和市下鶴間 やまとししもつるま
新 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1421300 大和市 やまとし 1421332 大和市下鶴間 やまとししもつるま
旧 390 石川県能登 いしかわけんのと 1720400 輪島市 わじまし 1720400 輪島市鳳至町 わじましふげしまち
新 390 石川県能登 いしかわけんのと 1720400 輪島市 わじまし 1720402 輪島市鳳至町 わじましふげしまち
旧 421 長野県中部 ながのけんちゅうぶ 2020300 上田市 うえだし 2020320 上田市役所 うえだしやくしょ
新 421 長野県中部 ながのけんちゅうぶ 2020300 上田市 うえだし 2020321 上田市大手 うえだしおおて
旧 443 静岡県西部 しずおかけんせいぶ 2222300 御前崎市 おまえざきし 2222300 御前崎市御前崎 おまえざきしおまえざき
新 443 静岡県西部 しずおかけんせいぶ 2222300 御前崎市 おまえざきし 2222301 御前崎市御前崎 おまえざきしおまえざき
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旧 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2732200 能勢町 のせちょう 2732220 能勢町今西 のせちょういまにし
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2732200 能勢町 のせちょう 2732221 能勢町森上 のせちょうもりがみ
旧 521 大阪府南部 おおさかふなんぶ 2721300 泉佐野市 いずみさのし 2721330 泉佐野市市場 いずみさのしいちば
新 521 大阪府南部 おおさかふなんぶ 2721300 泉佐野市 いずみさのし 2721333 泉佐野市市場 いずみさのしいちば
旧 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2836500 多可町 たかちょう 2836530 多可町中区 たかちょうなかく
新 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2836500 多可町 たかちょう 2836535 多可町中区 たかちょうなかく
旧 550 和歌山県北部 わかやまけんほくぶ 3020800 紀の川市 きのかわし 3020832 紀の川市桃山町元 きのかわしももやまちょうもと
新 550 和歌山県北部 わかやまけんほくぶ 3020800 紀の川市 きのかわし 3020836 紀の川市桃山町元 きのかわしももやまちょうもと
旧 631 高知県中部 こうちけんちゅうぶ 3920100 高知市 こうちし 3920131 高知市鏡小浜 こうちしかがみこはま
新 631 高知県中部 こうちけんちゅうぶ 3920100 高知市 こうちし 3920136 高知市鏡小浜 こうちしかがみこはま
旧 631 高知県中部 こうちけんちゅうぶ 3938600 いの町 いのちょう 3938630 いの町長沢 いのちょうながさわ
新 631 高知県中部 こうちけんちゅうぶ 3938600 いの町 いのちょう 3938636 いの町長沢 いのちょうながさわ
旧 703 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3521000 光市 ひかりし 3521035 光市岩田 ひかりしいわた
新 703 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3521000 光市 ひかりし 3521036 光市岩田 ひかりしいわた
旧 710 福岡県福岡 ふくおかけんふくおか 4021700 筑紫野市 ちくしのし 4021730 筑紫野市二日市西 ちくしのしふつかいちにし
新 710 福岡県福岡 ふくおかけんふくおか 4021700 筑紫野市 ちくしのし 4021731 筑紫野市石崎 ちくしのしいしざき
旧 711 福岡県北九州 ふくおかけんきたきゅうしゅう 4010100 北九州門司区 きたきゅうしゅうもじく 4010131 北九州門司区不老町 きたきゅうしゅうもじくふろうちょう
新 711 福岡県北九州 ふくおかけんきたきゅうしゅう 4010100 北九州門司区 きたきゅうしゅうもじく 4010132 北九州門司区大里東 きたきゅうしゅうもじくだいりひがし
旧 751 大分県中部 おおいたけんちゅうぶ 4421300 由布市 ゆふし 4421334 由布市湯布院町川上 ゆふしゆふいんちょうかわかみ
新 751 大分県中部 おおいたけんちゅうぶ 4421300 由布市 ゆふし 4421336 由布市湯布院町川上 ゆふしゆふいんちょうかわかみ
旧 761 宮崎県北部山沿いみやざきけんほくぶやまぞい 4540300 西米良村 にしめらそん 4540331 西米良村村所 にしめらそんむらしょ
新 761 宮崎県北部山沿いみやざきけんほくぶやまぞい 4540300 西米良村 にしめらそん 4540332 西米良村村所 にしめらそんむらしょ
旧 770 鹿児島県薩摩 かごしまけんさつま 4620800 鹿児島出水市 かごしまいずみし 4620834 鹿児島出水市高尾野町 かごしまいずみしたかおのまち
新 770 鹿児島県薩摩 かごしまけんさつま 4620800 鹿児島出水市 かごしまいずみし 4620835 鹿児島出水市高尾野町 かごしまいずみしたかおのまち
旧 779 鹿児島県奄美南部かごしまけんあまみなんぶ 4653300 和泊町 わどまりちょう 4653331 和泊町和泊 わどまりちょうわどまり
新 779 鹿児島県奄美南部かごしまけんあまみなんぶ 4653300 和泊町 わどまりちょう 4653332 和泊町和泊 わどまりちょうわどまり
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4721200 豊見城市 とみぐすくし 4721232 豊見城市翁長 とみぐすくしおなが
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4721200 豊見城市 とみぐすくし 4721233 豊見城市宜保 とみぐすくしぎぼ

３．修正観測点（９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 0242331 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 0458134 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 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 1821001 福井坂井市三国町陣ヶ岡 ふくいさかいしみくにちょうじんがおか
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 1821001 福井坂井市三国町陣ケ岡 ふくいさかいしみくにちょうじんがおか
旧 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 うえだしうえだこせんじょうこうえん
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 上田市築地 うえだしついじ
旧 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2722900 四條畷市 しじょうなわてし 2722930 四條畷市中野 しじょうなわてしなかの
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2722900 四條畷市 しじょうなわてし 2722930 四條畷市西中野 しじょうなわてしにしなかの
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 2822603 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 3220900 雲南市 うんなんし 3220934 雲南市掛合町掛合 うんなんしかけやちょうかけや
新 570 島根県東部 しまねけんとうぶ 3220900 雲南市 うんなんし 3220934 雲南市掛合町掛合 うんなんしかけやちょうかけや
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 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
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 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
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
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４．発表を取りやめる観測点（５地点）

旧 331 埼玉県南部 さいたまけんなんぶ 1120900 飯能市 はんのうし 1120900 飯能市苅生 はんのうしかろう
旧 580 岡山県北部 おかやまけんほくぶ 3321000 新見市 にいみし 3321030 新見市千屋実 にいみしちやさね
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420200 呉市 くれし 3420201 呉市倉橋町鳶ヶ巣 くれしくらはしちょうとびがす
旧 631 高知県中部 こうちけんちゅうぶ 3921100 高知香南市 こうちこうなんし 3921132 高知香南市野市町西野 こうちこうなんしのいちちょうにしの
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
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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（２８地点）

新 101 石狩地方中部 0110100 札幌中央区 0110100 Ｊ札幌
新 222 宮城県中部 0410200 仙台宮城野区 0410201 Ｊ仙台
新 300 茨城県北部 0820100 水戸市 0820101 Ｊ水戸
新 341 千葉県北西部 1210100 千葉中央区 1210101 Ｊ千葉
新 360 神奈川県東部 1410400 横浜中区 1410400 Ｊ横浜
新 391 石川県加賀 1720100 金沢市 1720100 Ｊ金沢
新 411 山梨県中・西部 1920100 甲府市 1920100 Ｊ甲府
新 420 長野県北部 2020100 長野市 2020100 Ｊ長野
新 432 岐阜県美濃中西部 2120100 岐阜市 2120100 Ｊ岐阜
新 442 静岡県中部 2210200 静岡駿河区 2210201 Ｊ静岡
新 451 愛知県西部 2310100 名古屋千種区 2310100 Ｊ名古屋
新 461 三重県中部 2420100 津市 2420100 Ｊ津
新 462 三重県南部 2420900 尾鷲市 2420901 Ｊ尾鷲
新 511 京都府南部 2610400 京都中京区 2610400 Ｊ京都
新 520 大阪府北部 2712800 大阪中央区 2712800 Ｊ大阪
新 531 兵庫県南東部 2811000 神戸中央区 2811001 Ｊ神戸
新 550 和歌山県北部 3020100 和歌山市 3020100 Ｊ和歌山
新 600 徳島県北部 3620100 徳島市 3620101 Ｊ徳島
新 631 高知県中部 3920100 高知市 3920100 Ｊ高知
新 710 福岡県福岡 4013300 福岡中央区 4013300 Ｊ福岡
新 760 宮崎県北部平野部 4520300 延岡市 4520303 Ｊ延岡
新 762 宮崎県南部平野部 4520400 日南市 4520400 Ｊ油津
新 801 沖縄県本島中南部 4720100 那覇市 4720100 Ｊ那覇
新 357 三宅島 1338100 三宅村 1338103 Ｊ三宅２
新 751 大分県中部 4420100 大分市 4420102 Ｊ大分２
新 443 静岡県西部 2222300 御前崎市 2222301 Ｊ御前３
新 551 和歌山県南部 3042800 串本町 3042801 和歌山串本
新 340 千葉県北東部 1220200 銚子市 1220202 銚子海鹿島
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２．移設観測点（６地点）

旧 106 渡島地方東部 0120200 函館市 0120200 函館市美原
新 106 渡島地方東部 0120200 函館市 0120202 函館市美原
旧 252 福島県会津 0740500 西会津町 0740500 西会津町野沢
新 252 福島県会津 0740500 西会津町 0740501 西会津町野沢
旧 320 群馬県北部 1042900 東吾妻町 1042900 東吾妻町原町
新 320 群馬県北部 1042900 東吾妻町 1042901 東吾妻町原町
旧 321 群馬県南部 1052100 板倉町 1052100 板倉町板倉
新 321 群馬県南部 1052100 板倉町 1052101 板倉町板倉
旧 340 千葉県北東部 1242600 長柄町 1242600 千葉長柄
新 340 千葉県北東部 1242700 長南町 1242700 千葉長南
旧 390 石川県能登 1720400 輪島市 1720400 輪島市鳳至町
新 390 石川県能登 1720400 輪島市 1720402 輪島市鳳至町

３．発表を取りやめる観測点（５地点）

旧 141 北見地方 0120800 北見市 0120802 網走常呂
旧 331 埼玉県南部 1120900 飯能市 1120900 飯能
旧 592 広島県南西部 3420200 呉市 3420201 広島倉橋
旧 600 徳島県北部 3620700 美馬市 3620701 美馬穴吹
旧 760 宮崎県北部平野部 4520600 日向市 4520602 日向日知屋

４．その他の変更（１地点）

旧 421 長野県中部 2020300 上田市 2020301 上田市上田古戦
新 421 長野県中部 2020300 上田市 2020301 上田市築地
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（別紙３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 05910 高知沖１００ｋｍ こうちおき１００ｋｍ
旧 61050 高知沖１００ｋｍＡ こうちおき１００ｋｍＡ 5910 高知沖１００ｋｍ
旧 61060 高知沖７０ｋｍＡ こうちおき７０ｋｍＡ 5907 高知沖７０ｋｍ

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」


