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技術情報第 352 号 

平成 23 年 12 月 27 日  

気 象 庁 予 報 部  

気象庁地球環境・海洋部  

 

 

配信資料に関する技術情報（気象編）第 352 号 

～京都府に対する気象警報・注意報等の変更について～ 

 

 

現在、京都府北部を対象として舞鶴海洋気象台が発表している気象警報・注意報

等の情報について、京都府南部を対象として京都地方気象台が発表している情報と

あわせて、京都府全域を対象とする情報として京都地方気象台が発表することとし

ます。 

なお、現在、舞鶴海洋気象台が発表している海上警報、地方潮位情報については、

引き続き同台が発表します。 

 

 

１ 変更実施日時 

平成 24年 3月 28日（水）13時（中央標準時） 

 

 

２ 気象警報・注意報等で使用する区域コードの変更について 

 京都府全域の情報を京都地方気象台が発表することに伴い、気象警報・注意報

等で使用する区域コードを別紙 1のとおり変更します。 

また、この変更に伴い、暴風域に入る確率（FXJPii(ii=51～56)）で使用する

区域コードについても、同様に変更します。 

 

 

３ 情報の変更について 

  今回変更となる各情報の詳細は以下のとおりです。なお、データ種類コードの

変更はありません。 

 

（１）気象警報・注意報の変更について 

 現在、京都府北部の市町村を対象として舞鶴海洋気象台が、京都府南部の市町

村を対象として京都地方気象台がそれぞれ発表しているものを、京都府内全市町

村を対象として京都地方気象台が発表することとします。変更内容の詳細は、別

紙 2のとおりです。 

  また、経過措置として配信している電文（VPWW40、ｹｲﾎｳ 1、ｹｲﾎｳﾄｸ 1、ﾁﾕｳｲﾎｳ

1）についても同様の変更を実施しますが、経過措置電文については、配信資料

に関する技術情報（気象編）第 300 号でお知らせしているとおり平成 24 年度中

の配信終了を予定していますので、新しい XMLデータ形式等への移行をお願いし
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ます。 

 

（２）気象情報（文章形式（VPFJ50、ﾌｹﾝｼﾞﾖｳﾎｳ 1）、図形式、社会的に影響の大き

い天候に関する気象情報（VPFI50、ﾌｹﾝﾃﾝｺｳ 1））の変更について 

 現在、京都府北部を対象として舞鶴海洋気象台が「京都府北部気象情報」を、

京都府南部を対象として京都地方気象台が「京都府南部気象情報」をそれぞれ発

表しているものを、京都府全域を対象として「京都府気象情報」として京都地方

気象台が発表することとします。 

 

（３）竜巻注意情報の変更について 

 現在、京都府北部を対象として舞鶴海洋気象台が「京都府北部竜巻注意情報」

を、京都府南部を対象として京都地方気象台が「京都府南部竜巻注意情報」をそ

れぞれ発表しているものを、京都府全域を対象として「京都府竜巻注意情報」と

して京都地方気象台が発表することとします。変更内容の詳細は、別紙 3のとお

りです。 

 

（４）記録的短時間大雨情報の変更について 

 現在、京都府北部を対象として舞鶴海洋気象台が「京都府北部記録的短時間大

雨情報」を、京都府南部を対象として京都地方気象台が「京都府南部記録的短時

間大雨情報」をそれぞれ発表しているものを、京都府全域を対象として「京都府

記録的短時間大雨情報」として京都地方気象台が発表することとします。変更内

容の詳細は、別紙 4のとおりです。 

 

（５）府県潮位情報（VMCJ52、ﾌｹﾝﾁﾖｳｲ 1）の変更について 

 現在、舞鶴海洋気象台が発表している「京都府北部潮位情報」を、「京都府潮

位情報」として京都地方気象台が発表することとします。なお、表題及び発表官

署以外の情報文の内容等についての変更はありません。 

 

（６）指定河川洪水予報（VXKOii（ii=50-69）、ｶｾﾝｺｳｽﾞｲ 1）の変更について 

 由良川を対象として発表している指定河川洪水予報について、福知山河川国道

事務所と舞鶴海洋気象台が共同で発表しているものを、福知山河川国道事務所と

京都地方気象台との共同発表とします。 

なお、指定河川洪水予報の変更については、他の情報の変更とは別の日時で実

施する予定としており、詳細は別途お知らせします。 

 

 

４ 変更時の措置 
平成 24 年 3 月 28 日 13 時前に発表されている京都府北部及び京都府南部の気

象警報・注意報が変更実施時刻をまたぐ場合には、一旦、当該警報・注意報を解

除し、実施時刻以降に改めて京都府の気象警報・注意報を発表します。この際、

「解除」電文の本文には、「この電文は、発信官署の変更に伴い発信したもので

す。新しい発信官署に対応した電文をまもなく発信します。」などと記述し、実
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際には解除でない旨記載することとします。 
 
 
５ 気象警報・注意報の XML 電文のオンライン試験配信 

今回の変更実施前に、気象警報・注意報の XML 電文（VPWW50）についてオ

ンライン試験配信を行います。日時等の詳細は、後日お知らせします。 
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別紙 1（1／2） 

 

気象警報・注意報等で使用するコード変更の詳細について 

 

１ 気象庁防災情報 XMLフォーマットで使用するコードの変更について 

 

○平成 24年 3月 28日 13時以降のコード（下線で変更部分を示す。） 

官署名 
区域 区域 

府県予報区 一次細分区域 市町村等をまとめた地域 コード 

京都 京都府   260000 

南部  260010 

 京都・亀岡 260011 

 南丹・京丹波 260012 

 山城中部 260013 

 山城南部 260014 

北部  260020 

 丹後 260021 

 舞鶴・綾部 260022 

 福知山 260023 

 

○現行のコード 

官署名 
区域名 区域 

府県予報区等 一次細分区域 市町村等をまとめた地域 コード 

京都 京都南部   260100 

京都・亀岡 260011 

南丹・京丹波 260012 

山城中部 260013 

山城南部 260014 

舞鶴 京都北部   260200 

丹後 260021 

舞鶴・綾部 260022 

福知山 260023  
 

変更を反映した気象庁防災情報 XML 個別コード（AreaInformationCity）の

提 供 は 、「 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/）において実施します。 
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別紙 1（2／2） 

 

２ 旧形式電文（VPWW40、ｹｲﾎｳ 1、ｹｲﾎｳﾄｸ 1、ﾁﾕｳｲﾎｳ 1）及び暴風域に入る確率（FXJPii

（ii=51～56））で使用する区域コードの変更について 

 

○平成 24年 3月 28日 13時以降のコード（下線で変更部分を示す。） 

官署名 
区域名 区域 

コード 府県予報区 一次細分区域 市町村等をまとめた地域 

京都 京都府   6100 

南部  6110 

 京都・亀岡 6111 

 南丹・京丹波 6112 

 山城中部 6113 

 山城南部 6114 

北部  6120 

 丹後 6121 

 舞鶴・綾部 6122 

 福知山 6123 

 

○現行のコード 

官署名 
区域名 区域 

コード 府県予報区等 一次細分区域 市町村等をまとめた地域 

京都 京都南部   6100 

京都・亀岡 6105 

南丹・京丹波 6106 

山城中部 6107 

山城南部 6108 

舞鶴 京都北部   0400 

丹後 0405 

舞鶴・綾部 0406 

福知山 0407 
 
 

注）区域コード「6100」については、変更前と変更後で、同じ番号で意味する区域

名が異なりますので特にご留意下さい。 
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別紙 2（1／3） 

 

気象警報・注意報の変更の詳細について 

 

１ 気象庁防災情報 XMLフォーマット形式電文について 

気象庁防災情報 XML フォーマット形式電文（VPWW50）の電文例は、「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/）でお知らせし

ます。 

 

２ かな漢字形式（データ種類コード：ｹｲﾎｳ 11、ｹｲﾎｳﾄｸ 11、ﾁﾕｳｲﾎｳ 11）について 

 電文例は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

ﾁﾕｳｲﾎｳ 11 ｷﾖｳﾄ 

平成２３年１２月１５日０７時００分 京都地方気象台発表 

（（京都府では、１５日昼過ぎから高波に、１５日昼前まで濃霧による視程 

障害に注意して下さい）） 

 

京都市 ［警報］なし ［注意報］なし 

福知山市 ［警報］なし ［注意報］濃霧 

舞鶴市 ［警報］なし ［注意報］波浪，濃霧 

綾部市 ［警報］なし ［注意報］濃霧 

宇治市 ［警報］なし ［注意報］なし 

宮津市 ［警報］なし ［注意報］波浪，濃霧 

亀岡市 ［警報］なし ［注意報］濃霧 

城陽市 ［警報］なし ［注意報］なし 

向日市 ［警報］なし ［注意報］なし 

長岡京市 ［警報］なし ［注意報］なし 

八幡市 ［警報］なし ［注意報］なし 

京田辺市 ［警報］なし ［注意報］なし 

京丹後市 ［警報］なし ［注意報］波浪，濃霧 

南丹市 ［警報］なし ［注意報］濃霧 

木津川市 ［警報］なし ［注意報］なし 

大山崎町 ［警報］なし ［注意報］なし 

久御山町 ［警報］なし ［注意報］なし 

井手町 ［警報］なし ［注意報］なし 

宇治田原町 ［警報］なし ［注意報］なし 

笠置町 ［警報］なし ［注意報］なし 

和束町 ［警報］なし ［注意報］なし 

精華町 ［警報］なし ［注意報］なし 

南山城村 ［警報］なし ［注意報］なし 

京丹波町 ［警報］なし ［注意報］濃霧 

伊根町 ［警報］なし ［注意報］波浪，濃霧 
与謝野町 ［警報］なし ［注意報］濃霧= 
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別紙 2（2／3） 

 

３ かな漢字形式（データ種類コード：ｹｲﾎｳ 21、ｹｲﾎｳﾄｸ 21、ﾁﾕｳｲﾎｳ 21）について 

 電文例は以下のとおりです。 

 

 

 

 

ﾁﾕｳｲﾎｳ 21 ｷﾖｳﾄ 
平成２３年１２月１５日０７時００分 京都地方気象台発表 
（（京都府では、１５日昼過ぎから高波に、１５日昼前まで濃霧による視程 
障害に注意して下さい）） 
 
京都・亀岡」濃霧注意報」 
南丹・京丹波」濃霧注意報」 
丹後」波浪，濃霧注意報」 
舞鶴・綾部」波浪，濃霧注意報」 
福知山」濃霧注意報」 
 
＊＊＊ 
 
波浪注意報 丹後 舞鶴・綾部 
濃霧注意報 京都・亀岡 南丹・京丹波 北部= 



JMA1F83
タイプライターテキスト
別紙2（3／3）

JMA1F83
タイプライターテキスト

JMA1F83
タイプライターテキスト
４　表形式について

JMA1F83
タイプライターテキスト

JMA1F83
タイプライターテキスト
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JMA1F83
タイプライターテキスト
技術情報第352号

JMA1F83
タイプライターテキスト

JMA1F83
タイプライターテキスト
表形式の例は以下のとおりです。

JMA1F83
タイプライターテキスト

JMA1F83
長方形
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別紙 3 

竜巻注意情報の変更の詳細について 

 

１ 気象庁防災情報 XMLフォーマット形式電文について 

気象庁防災情報 XML フォーマット形式電文（VPHW50）の電文例は、「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/）でお知らせし

ます。 

 

２ かな漢字形式（データ種類コード：ﾀﾂﾏｷｼﾞﾖｳﾎｳ 1）について 

 電文例は以下のとおりです。 

 

 

 

 

ﾀﾂﾏｷｼﾞﾖｳﾎｳ 1 ｷﾖｳﾄ 
京都府竜巻注意情報 第１号 
平成２３年１２月１５日１８時１５分 京都地方気象台発表 
 
京都府では、竜巻発生のおそれがあります。 
 
竜巻は積乱雲に伴って発生します。雷や風が急変するなど積乱雲が近づく兆 
しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてくださ 
い。 
 
この情報は、１５日１９時３０分まで有効です。 
= 
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別紙 4 

 

記録的短時間大雨情報の変更の詳細について 

 

１ 気象庁防災情報 XMLフォーマット形式電文について 

気象庁防災情報 XML フォーマット形式電文（VPOA50）の電文例は、「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/）でお知らせし

ます。 

 

２ かな漢字形式（データ種類コード：ｷﾛｸｱﾒ 1）について 

 電文例は以下のとおりです。 

 

 

 

 

ｷﾛｸｱﾒ 1 ｷﾖｳﾄ  
京都府記録的短時間大雨情報 第１号 
平成２３年１２月１５日１７時１８分 京都地方気象台発表 
 
 １６時３０分京都府で記録的短時間大雨 
 舞鶴市西部付近で１２０ミリ以上 
 上京区付近で約９０ミリ 
= 
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