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平成 27 年 12 月 22 日 

気 象 庁 予 報 部 

 

 

配信資料に関する技術情報 第 421 号 
～気象警報等の発表区域及び土砂災害警戒情報の警戒対象地域の 

変更について（和歌山県）～ 

（配信資料に関する技術情報 第 230号関連） 

 

 和歌山県において、気象警報等（気象に関する特別警報、警報、注意報をい

う。以下同じ。）の発表区域（二次細分区域）及び土砂災害警戒情報の警戒対象

地域の変更を行います。これに伴い、気象庁防災情報 XML フォーマットによる

電文（以下「XML 電文」という。）において使用しているコードの一部を変更し

ます。 

変更実施に先立ち、オンライン配信試験を行います。また、和歌山県に発表

した気象警報等又は土砂災害警戒情報が変更実施時刻をまたぐ場合は、変更に

対応するための運用を行います。 

 

 

１ 変更の概要 

和歌山県  

○田辺市 

概要：同市に設定している 

・気象警報等の発表区域「田辺市」 

・土砂災害警戒情報の警戒対象地域「田辺市」 

       について分割を行う。 

実施日時：平成 28年 3月 1日（火）13時（JST） 

詳細：別紙参照 

 

２ XML電文における変更 

上記の変更に伴い、XML電文において区域・地域を定めるために用いる

「AreaInformationCity」コード表について変更を行います。変更を反映した

コード表は、「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/）において提供します。 
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３ 変更実施に先立つ XML電文のオンライン配信試験 

変更実施に先立ち、気象警報等及び土砂災害警戒情報の XML 電文（VPWW53、

VPWW50、VXWW50）について、以下のとおりオンライン配信試験を行います。 

(1) 試験電文配信日時 

1回目：平成 28年 2月 23日（火） 

11時 30分～11時 40分 

2回目：平成 28年 2月 25日（木） 

11時 30分～11時 40分 

(2) 配信電文の概要等（1回目、2回目共通） 

・配信試験に用いるデータ種類コード・英字官署名 

VPWW53  JPOE 

VPWW50 JPOE 

VXWW50 JPOE 

・仮想の状況のものを、1回目、2回目とも 1通ずつ配信します。 

・/Report/Control/Status タグ（運用種別）は、“試験”とします。 

・電文の平文部分に、試験である旨を記述します。 

・旧形式 XML 電文（VPWW40、VXWW40）、かな漢字電文、PDF ファイルの

配信は行いません。 

・悪天等により配信試験を中止する場合、速やかにその旨をお知らせ

します。 

 

４ 気象警報等又は土砂災害警戒情報が変更実施時刻をまたぐ場合 

和歌山県に発表した気象警報等又は土砂災害警戒情報が変更実施時刻をま

たぐ場合は、一旦、気象警報等又は土砂災害警戒情報を解除し、変更実施時

刻以降に、変更に対応した気象警報等又は土砂災害警戒情報を改めて発表し

ます。この際、「解除」電文に実際には解除でない旨を記述します。 

 

 

 

［添付資料］ 

別紙 1：気象警報等の発表区域（二次細分区域）の変更内容（地図形式） 

別紙 2：気象警報等の発表区域（二次細分区域）の変更内容（表形式） 

 別紙 3：配信資料に関する技術情報第 230号表 2「市町村名コード」 

の変更内容（土砂災害警戒情報） 



    変更後 現行 

田辺市田辺 

田辺市龍神 

田辺市中辺路 
田辺市本宮 

田辺市大塔 

田辺市 

気象警報等の発表区域（二次細分区域）の変更内容（地図形式） 別紙1 



別紙 2 

 

気象警報等の発表区域（二次細分区域）の変更内容（表形式） 

 

【変更後】 

府県予報区 一次細分区域 
市町村等を 

まとめた地域 
二次細分区域 

和歌山県 

北部 

紀北 
和歌山市、海南市、橋本市、紀の川市、岩出市、紀美野町、 

かつらぎ町、九度山町、高野町 

紀中 
有田市、御坊市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、

由良町、印南町、みなべ町、日高川町 

南部 

新宮・東牟婁 新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町 

田辺・西牟婁 
田辺市田辺、田辺市龍神、田辺市中辺路、田辺市大塔、 

田辺市本宮、白浜町、上富田町、すさみ町 

 

 

【現行】 

府県予報区 一次細分区域 
市町村等を 

まとめた地域 
二次細分区域 

和歌山県 

北部 

紀北 
和歌山市、海南市、橋本市、紀の川市、岩出市、紀美野町、 

かつらぎ町、九度山町、高野町 

紀中 
有田市、御坊市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、

由良町、印南町、みなべ町、日高川町 

南部 

新宮・東牟婁 新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町 

田辺・西牟婁 田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町 

 

※下線赤字は変更箇所 



配信資料に関する技術情報第230号表2「市町村名コード」の変更内容（土砂災害警戒情報） 別紙3

地域コード 地域名 市町村コード 市町村名（漢字） 市町村名（かな） 備考
300 和歌山県 3020100 和歌山市 わかやまし
300 和歌山県 3020200 海南市 かいなんし
300 和歌山県 3020400 有田市 ありだし
300 和歌山県 3020500 御坊市 ごぼうし
300 和歌山県 3020600 田辺市 たなべし 削除
300 和歌山県 3020601 田辺市田辺 たなべしたなべ 追加
300 和歌山県 3020602 田辺市龍神 たなべしりゅうじん 追加
300 和歌山県 3020603 田辺市中辺路 たなべしなかへち 追加
300 和歌山県 3020604 田辺市大塔 たなべしおおとう 追加
300 和歌山県 3020605 田辺市本宮 たなべしほんぐう 追加
300 和歌山県 3020700 新宮市 しんぐうし
300 和歌山県 3020800 紀の川市 きのかわし
300 和歌山県 3030400 紀美野町 きみのちょう
300 和歌山県 3020900 岩出市 いわでし
300 和歌山県 3034100 かつらぎ町 かつらぎちょう
300 和歌山県 3034300 九度山町 くどやまちょう
300 和歌山県 3034400 高野町 こうやちょう
300 和歌山県 3036100 湯浅町 ゆあさちょう
300 和歌山県 3036200 広川町 ひろがわちょう
300 和歌山県 3036600 有田川町 ありだがわちょう
300 和歌山県 3038100 美浜町 みはまちょう
300 和歌山県 3038200 日高町 ひだかちょう
300 和歌山県 3038300 由良町 ゆらちょう
300 和歌山県 3039000 印南町 いなみちょう
300 和歌山県 3039100 みなべ町 みなべちょう
300 和歌山県 3039200 日高川町 ひだかがわちょう
300 和歌山県 3040400 上富田町 かみとんだちょう
300 和歌山県 3040600 すさみ町 すさみちょう
300 和歌山県 3042100 那智勝浦町 なちかつうらちょう
300 和歌山県 3042200 太地町 たいじちょう
300 和歌山県 3042400 古座川町 こざがわちょう
300 和歌山県 3042700 北山村 きたやまむら
300 和歌山県 3042800 串本町 くしもとちょう
300 和歌山県 3020300 橋本市 はしもとし
300 和歌山県 3040100 白浜町 しらはまちょう

技術情報第230号（表２）H28.3.1改訂


