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令和元年 5月 20日 

気 象 庁 予 報 部 

 

配信資料に関するお知らせ 

～流域雨量指数計算河川の追加等について～ 

（配信資料に関する技術情報  第 446号、第 489号関連） 

 

 配信資料に関する技術情報第 446号における「流域雨量指数（BUFR4形式）」及び同

第 489 号における「洪水警報の危険度分布（シェープファイル形式）」について、新

たに計算河川を追加するとともに、一部河川の流路データ及び河川名を修正しますの

で、下記のとおりお知らせします。 

 なお、流域雨量指数及び洪水警報の危険度分布のデータフォーマットに変更はあり

ません。 

 

  記 

 

 ○変更日時： 

   令和元年５月 29日 13時 10分（日本時間）の配信データから 

 

 ○変更対象データ： 

 データ ファイル形式 

リアルタイム配信 

データ 

①流域雨量指数 BUFR4 

②洪水警報の危険度分布※1 シェープファイル 

あらかじめ提供する

データ 

③流域雨量指数計算河川及び洪水予報河川の 

 予報区間の流路データ 
シェープファイル 

④河川番号と河川名との対応一覧表※2 CSV 

   ※1 洪水危険度判定値が 0の流路部分は配信データには含まれません。この部分は、あら

  かじめ提供する③の流路データで表示可能です。 

   ※2 気象庁ホームページに掲載しているファイルも更新します。 

 

 これらのサンプルデータ等について気象業務支援センターに提供しています

ので、必要な場合は同センターにお問い合わせください。 
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 ○新規計算河川の追加：（①②③④のデータが対象）

都道府県 河川番号 河川名 

北海道 81001401 豊栄川 

北海道 81522301 真沼津川 

北海道 81225201 古川 

青森県 82014301 新和川 

山形県 82024501 小牧川 

東京都 83030201 丸子川 

栃木県 83028951 田川放水路 

埼玉県 83029401 鴻沼川 

神奈川県 83032201 永池川 

神奈川県 83030202 五反田川 

神奈川県 83030203 二ヶ領用水 

大阪府 86061903 兎川 

和歌山県 86566501 里野西池川 

都道府県 河川番号 河川名 

香川県 88575301 桜川 

福岡県 89094301 寒水川 

福岡県 89092201 川端川 

福岡県 89092202 庄司川 

福岡県 89092203 蓮台寺川 

大分県 89104201 尼ヶ瀬川 

大分県 89104202 宮川 

大分県 89592401 温井川 

大分県 89106201 炭崎川 

熊本県 89589401 荒川 

沖縄県 90601401 小波津川 

沖縄県 90603101 新川川 

沖縄県 90603102 田原川 

 

 

 

 

 

○流路データの削除（②③のデータが対象）： 

都道府県 河川番号 河川名 

北海道 81007062 
 

北海道 81007535 
 

静岡県 85277001 
 

静岡県 85277015 
 

東京都 83028007 左近川 

東京都 83028009 
 

東京都 83028096 
 

東京都 83028097 小松川境川 

東京都 83028408 一之江境川 

都道府県 河川番号 河川名 

東京都 83029012 油堀川 

東京都 83029111 谷田川 

東京都 83029112 谷端川 

東京都 83029115 桃園川 

東京都 83029117 田柄川 

東京都 83029121 出井川 

東京都 83029122 前谷津川 

大阪府 86061022 土佐堀川 

大阪府 86061422 平野川 

 ※シェープファイルからレコードそのものが削除されます。 
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○流路データの修正（②③のデータが対象）： 

＜流域雨量指数計算河川＞ 

都道府県 河川番号 河川名 

北海道 81001001 天塩川 

北海道 81001111 パンケオンネベツ川 

北海道 81001115 下エベコロベツ川 

北海道 81005001 網走川 

北海道 81007025 
 

北海道 81007063 ブトカマベツ川 

北海道 81012003 
 

北海道 81012021 アレキナイ川 

北海道 81201011 サラキトマナイ川 

北海道 81201111 西一号川 

北海道 81202012 ポロ川 

北海道 81203012 クッチャロ川 

北海道 81210001 佐呂間別川 

北海道 81220011 壮瞥川 

北海道 81221001 安平川 

北海道 81234001 阿寒川 

北海道 81235001 別寒辺牛川 

北海道 81236001 風連川 

北海道 81503013 オンネコムケナイ川 

北海道 81503014 秋平川 

北海道 81503015 シブノツナイ川 

北海道 81503048 中ノ沢川 

北海道 81504001 卯原内川 

北海道 81504006 藻琴川 

北海道 81504007 浦士別川 

北海道 81517002 折戸川 

北海道 81520002 苫小牧川 

北海道 81520003 有珠川 

北海道 81524001 長節川 

北海道 81524002 湧洞川 

北海道 81524004 生花苗沼川 

北海道 81524033 
 

北海道 81526004 オンネベツ川 

北海道 81526011 
 

都道府県 河川番号 河川名 

北海道 81951001  

北海道 81951002 
 

青森県 82014001 岩木川 

青森県 82014018 前萢川 

青森県 82014199 旧大蜂川 

青森県 82014200 出精川 

青森県 82014202 
 

青森県 82014228 大石川 

青森県 82015001 高瀬川（小川原湖） 

青森県 82242001 奥入瀬川 

青森県 82530005 正津川 

秋田県 82022011 旭川 

秋田県 82022173 潟尻川 

宮城県 82018113 鶴田川 

宮城県 82018112 穴川 

宮城県 82536002 田中川 

宮城県 82536038 高城川 

福島県 84034058 日橋川 

福島県 84034358 長瀬川 

東京都 83030012 丸子川 

東京都 83030111 谷沢川 

茨城県 83028016 霞ヶ浦・常陸利根川 

茨城県 83028108 北浦・鰐川 

茨城県 83028111 巴川 

茨城県 83028221 谷田川 

栃木県 83028269 田川 

栃木県 83028293 大谷川 

神奈川県 83030011 平瀬川 

神奈川県 83030014 二ヶ領本川 

神奈川県 83545007 早川 

山梨県 83032174 桂川 

山梨県 83953001 西川 

山梨県 83953002 
 

山梨県 83954001 三沢川 
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都道府県 河川番号 河川名 

山梨県 83954002 東入川 

山梨県 83955001  

山梨県 83955002  

山梨県 83956001  

山梨県 83956002  

新潟県 84035002  

福井県 86561012 浦見川 

福井県 86561042  

愛知県 85052003 矢作川 

静岡県 85277119 都筑大谷川 

静岡県 85277120 宇志川 

静岡県 85277121 
 

静岡県 85277127 西神田川 

滋賀県 86061471 北川 

滋賀県 86061472 伯母川 

滋賀県 86061473 草津川 

滋賀県 86061647 高時川 

滋賀県 86061467 大川 

京都府 86061178 防賀川 

京都府 86061297 防賀川 

京都府 86061298 天津神川 

岡山県 87077117 鵜飼川 

鳥取県 87071011 湖山川 

都道府県 河川番号 河川名 

鳥取県 87071112 三山口川 

鳥取県 87071113 辛川 

鳥取県 87071114 湖山川 

鳥取県 87567012 橋津川 

鳥取県 87567043 東郷川 

鳥取県 87567044 舎入川 

鳥取県 87567045 埴見川 

鳥取県 87567046 羽衣石川 

島根県 87074001 斐伊川 

島根県 87568034 十間川 

島根県 87568035 九景川 

島根県 87568036 常楽寺川 

島根県 87568037 姉谷川 

福岡県 89092022 大日寺川 

福岡県 89092147 建花寺川 

福岡県 89094001 筑後川 

福岡県 89582019 瑞梅寺川 

佐賀県 89094126 山ノ内川（寒水川） 

佐賀県 89094127 通瀬川 

熊本県 89589328 内野川 

宮崎県 89107012 大瀬川 

宮崎県 89107125 市尾内川 

鹿児島県 89595018 新川 

 

＜洪水予報河川の予報区間＞ 

予報区域コード 予報区域名 

820207000100 岩木川 

830303021100 田川 

850507000100 矢作川 

860604101300 淀川水系高時川 
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○河川名の修正（④のデータが対象）： 

都道府県 河川番号 河川名(修正前) 河川名(修正後) 備考 

北海道 81013319 ｷﾈﾝﾍﾞﾂ沢 キネンベツ沢 ｶﾅ部分を全角に修正 

北海道 81513206 金ｹ沢川  金ヶ沢川   

青森県 82014018 旧大蜂川 前萢川  

山形県 82024143 三ﾂ沢川 三ツ沢川 ｶﾅ部分を全角に修正 

群馬県 83028740 五領沢川 五領川   

神奈川県 83030014 五反田川 二ヶ領本川  

愛媛県 88576024 前神寺谷川. 前神寺谷川   

佐賀県 89096118 志気川    

 


