
 

令和元年６月 18 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、令和元年７月 18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。 

 

 

 

 

 

 



（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 400 福井県嶺北 ふくいけんれいほく 1840400 南越前町 みなみえちぜんちょう 1840435 南越前町今庄 みなみえちぜんちょういまじょう
新 610 香川県東部 かがわけんとうぶ 3720700 東かがわ市 ひがしかがわし 3720721 東かがわ市南野 ひがしかがわしみなみの
新 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3521100 長門市 ながとし 3521121 長門市深川中学校 ながとしふかわちゅうがっこう

２．移設観測点（21地点）

旧 121 空知地方中部 そらちちほうちゅうぶ 0143200 新十津川町 しんとつかわちょう 0143231 新十津川町中央 しんとつかわちょうちゅうおう
新 121 空知地方中部 そらちちほうちゅうぶ 0143200 新十津川町 しんとつかわちょう 0143232 新十津川町中央 しんとつかわちょうちゅうおう
旧 201 青森県津軽南部 あおもりけんつがるなんぶ 0221000 平川市 ひらかわし 0221032 平川市碇ヶ関 ひらかわしいかりがせき
新 201 青森県津軽南部 あおもりけんつがるなんぶ 0221000 平川市 ひらかわし 0221033 平川市碇ヶ関 ひらかわしいかりがせき
旧 220 宮城県北部 みやぎけんほくぶ 0421500 大崎市 おおさきし 0421521 大崎市古川北町 おおさきしふるかわきたまち
新 220 宮城県北部 みやぎけんほくぶ 0421500 大崎市 おおさきし 0421524 大崎市古川旭 おおさきしふるかわあさひ
旧 250 福島県中通り ふくしまけんなかどおり 0720500 白河市 しらかわし 0720530 白河市八幡小路 しらかわしはちまんこうじ
新 250 福島県中通り ふくしまけんなかどおり 0720500 白河市 しらかわし 0720536 白河市八幡小路 しらかわしはちまんこうじ
旧 251 福島県浜通り ふくしまけんはまどおり 0754500 大熊町 おおくままち 0754530 大熊町下野上 おおくままちしものがみ
新 251 福島県浜通り ふくしまけんはまどおり 0754500 大熊町 おおくままち 0754531 大熊町大川原 おおくままちおおがわら
旧 252 福島県会津 ふくしまけんあいづ 0736400 檜枝岐村 ひのえまたむら 0736431 檜枝岐村下ノ原 ひのえまたむらしものはら
新 252 福島県会津 ふくしまけんあいづ 0736400 檜枝岐村 ひのえまたむら 0736432 檜枝岐村下ノ原 ひのえまたむらしものはら
旧 252 福島県会津 ふくしまけんあいづ 0744700 会津美里町 あいづみさとまち 0744730 会津美里町高田庁舎 あいづみさとまちたかだちょうしゃ
新 252 福島県会津 ふくしまけんあいづ 0744700 会津美里町 あいづみさとまち 0744735 会津美里町高田庁舎 あいづみさとまちたかだちょうしゃ
旧 310 栃木県北部 とちぎけんほくぶ 0920600 日光市 にっこうし 0920631 日光市今市本町 にっこうしいまいちほんちょう
新 310 栃木県北部 とちぎけんほくぶ 0920600 日光市 にっこうし 0920639 日光市今市本町 にっこうしいまいちほんちょう
旧 350 東京都２３区 とうきょうとにじゅうさんく 1312000 東京練馬区 とうきょうねりまく 1312030 東京練馬区豊玉北 とうきょうねりまくとよたまきた
新 350 東京都２３区 とうきょうとにじゅうさんく 1312000 東京練馬区 とうきょうねりまく 1312031 東京練馬区豊玉北 とうきょうねりまくとよたまきた
旧 351 東京都多摩東部 とうきょうとたまとうぶ 1320400 三鷹市 みたかし 1320431 三鷹市野崎 みたかしのざき
新 351 東京都多摩東部 とうきょうとたまとうぶ 1320400 三鷹市 みたかし 1320432 三鷹市野崎 みたかしのざき
旧 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1420300 平塚市 ひらつかし 1420320 平塚市浅間町 ひらつかしせんげんちょう
新 360 神奈川県東部 かながわけんとうぶ 1420300 平塚市 ひらつかし 1420321 平塚市浅間町 ひらつかしせんげんちょう
旧 461 三重県中部 みえけんちゅうぶ 2421600 伊賀市 いがし 2421630 伊賀市上野丸之内 いがしうえのまるのうち
新 461 三重県中部 みえけんちゅうぶ 2421600 伊賀市 いがし 2421637 伊賀市四十九町 いがししじゅうくまち
旧 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2821400 宝塚市 たからづかし 2821430 宝塚市東洋町 たからづかしとうようちょう
新 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2821400 宝塚市 たからづかし 2821431 宝塚市東洋町 たからづかしとうようちょう
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420500 尾道市 おのみちし 3420531 尾道市御調町 おのみちしみつぎちょう
新 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420500 尾道市 おのみちし 3420538 尾道市御調町 おのみちしみつぎちょう
旧 610 香川県東部 かがわけんとうぶ 3720600 さぬき市 さぬきし 3720637 さぬき市寒川町 さぬきしさんがわまち
新 610 香川県東部 かがわけんとうぶ 3720600 さぬき市 さぬきし 3720638 さぬき市寒川町 さぬきしさんがわまち
旧 611 香川県西部 かがわけんせいぶ 3720800 三豊市 みとよし 3720839 三豊市三野町 みとよしみのちょう
新 611 香川県西部 かがわけんせいぶ 3720800 三豊市 みとよし 3720841 三豊市三野町 みとよしみのちょう
旧 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
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 4023131 那珂川市西隈 なかがわしにしぐま
旧 711 福岡県北九州 ふくおかけんきたきゅうしゅう 4062500 みやこ町 みやこまち 4062530 みやこ町犀川本庄 みやこまちさいがわほんじょう
新 711 福岡県北九州 ふくおかけんきたきゅうしゅう 4062500 みやこ町 みやこまち 4062533 みやこ町犀川本庄 みやこまちさいがわほんじょう
旧 711 福岡県北九州 ふくおかけんきたきゅうしゅう 4062500 みやこ町 みやこまち 4062532 みやこ町豊津 みやこまちとよつ
新 711 福岡県北九州 ふくおかけんきたきゅうしゅう 4062500 みやこ町 みやこまち 4062534 みやこ町豊津 みやこまちとよつ
旧 778 鹿児島県奄美北部かごしまけんあまみほくぶ 4622200 奄美市 あまみし 4622232 奄美市名瀬幸町 あまみしなぜさいわいちょう
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新 778 鹿児島県奄美北部かごしまけんあまみほくぶ 4622200 奄美市 あまみし 4622236 奄美市名瀬幸町 あまみしなぜさいわいちょう
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4734800 与那原町 よなばるちょう 4734831 与那原町上与那原 よなばるちょううえよなばる
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4734800 与那原町 よなばるちょう 4734832 与那原町上与那原 よなばるちょううえよなばる

３．修正観測点（11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 411 山梨県中・西部 やまなしけんちゅうせいぶ 1921300 甲州市 こうしゅうし 1921300 甲州市塩山下於曽 こうしゅうしえんざんしもおぞ
新 411 山梨県中・西部 やまなしけんちゅうせいぶ 1921300 甲州市 こうしゅうし 1921300 甲州市塩山下於曽 こうしゅうしえんざんしもおぞ
旧 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
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 530 兵庫県北部 ひょうごけんほくぶ 2820900 豊岡市 とよおかし 2820901 豊岡市桜町 とよおかしさくらまち
新 530 兵庫県北部 ひょうごけんほくぶ 2820900 豊岡市 とよおかし 2820901 豊岡市桜町 とよおかしさくらまち
旧 530 兵庫県北部 ひょうごけんほくぶ 2820900 豊岡市 とよおかし 2820933 豊岡市日高町 とよおかしひだかちょう
新 530 兵庫県北部 ひょうごけんほくぶ 2820900 豊岡市 とよおかし 2820933 豊岡市日高町 とよおかしひだかちょう
旧 530 兵庫県北部 ひょうごけんほくぶ 2820900 豊岡市 とよおかし 2820934 豊岡市但東町 とよおかしたんとうちょう
新 530 兵庫県北部 ひょうごけんほくぶ 2820900 豊岡市 とよおかし 2820934 豊岡市但東町 とよおかしたんとうちょう
旧 530 兵庫県北部 ひょうごけんほくぶ 2820900 豊岡市 とよおかし 2820937 豊岡市竹野町 とよおかしたけのちょう
新 530 兵庫県北部 ひょうごけんほくぶ 2820900 豊岡市 とよおかし 2820937 豊岡市竹野町 とよおかしたけのちょう
旧 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2822300 丹波市 たんばし 2822332 丹波市青垣町 たんばしあおがきちょう
新 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2822300 丹波市 たんばし 2822332 丹波市青垣町 たんばしあおがきちょう
旧 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2822300 丹波市 たんばし 2822333 丹波市山南町 たんばしさんなんちょう
新 531 兵庫県南東部 ひょうごけんなんとうぶ 2822300 丹波市 たんばし 2822333 丹波市山南町 たんばしさんなんちょう
旧 532 兵庫県南西部 ひょうごけんなんせいぶ 2850100 佐用町 さようちょう 2850130 佐用町佐用 さようちょうさよう
新 532 兵庫県南西部 ひょうごけんなんせいぶ 2850100 佐用町 さようちょう 2850130 佐用町佐用 さようちょうさよう
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 2822634 淡路市岩屋 あわじしいわや
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 2822634 淡路市岩屋 あわじしいわや
旧 710 福岡県福岡 ふくおかけんふくおか 4022000 宗像市 むなかたし 4022033 宗像市大島 むなかたしおおしま
新 710 福岡県福岡 ふくおかけんふくおか 4022000 宗像市 むなかたし 4022033 宗像市大島 むなかたしおおしま

４．発表を取りやめる観測点（２地点）

旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620800 徳島三好市 とくしまみよしし 3620801 徳島三好市池田総合体育館 とくしまみよししいけだそうごうたいいくかん
旧 631 高知県中部 こうちけんちゅうぶ 3920100 高知市 こうちし 3920133 高知市春野町西分 こうちしはるのちょうにしぶん
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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（２地点）

新 450 愛知県東部 2322100 新城市 2322101 新城矢部
新 600 徳島県北部 3620700 美馬市 3620701 美馬穴吹

２．発表を取りやめる観測点（３地点）

旧 342 千葉県南部 1222300 鴨川市 1222301 鴨川内浦
旧 540 奈良県 2944600 天川村 2944600 奈良天川
旧 600 徳島県北部 3620800 徳島三好市 3620801 徳島三好市池田
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