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平成 28 年 9 月 9 日 

気 象 庁 予 報 部 

 

配信資料に関する技術情報 第 434 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（宮城県）～ 

（配信資料に関する技術情報 第 230号関連） 

 

 宮城県において、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、気象警報等及び土砂災害警戒情報の気象庁防

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、加えてその他関連する XML 電文についても変

更を行います。 

変更実施に先立ち、オンライン配信試験を行います。また、宮城県に発表し

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 気象警報等及び土砂災害警戒情報の変更の概要 

○宮城県富谷町 

概要：同町に設定している 

・気象警報等の発表区域「富谷町」 

・土砂災害警戒情報の警戒対象地域「富谷町」 

     について「富谷市」に変更を行う。 

実施日時：平成 28 年 10月 13日（木）13 時（日本時間、以下同じ。） 

対象電文：【気象警報等】 

VPWW54、VPWW53、VPWW50、VPNO50、 

ｹｲﾎｳ 13、ｹｲﾎｳ 11、ｹｲﾎｳﾄｸ 11、ﾁﾕｳｲﾎｳ 11、ﾄｸｹｲﾎｳﾁ 1、ﾄｸｹｲﾄｸﾎｳﾁ 1、 

Z__J_JPSN_yyyyMMddhhmmss_MET_INF_Jwarn00_NJ000@@@_image.pdf 

【土砂災害警戒情報】 

VXWW50、VXWW40、ﾄﾞｼﾔｹｲｶｲ 1、 

Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_INF_CHT_Jdosha_RP040_comp.pdf 

※yyyy：西暦年、MM：月、dd：日、hh：時、mm：分、ss：秒、
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@@@：訓練のフラグ（通常:n00、訓練:s00） 

詳細：別紙参照 

 

２ 関連する XML 電文における変更 

上記の変更に伴い、前項に掲げた対象電文の 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、以下の変

更を行います。 

使用しなくなるコード：0442300（富谷町） 

新たに追加するコード：0421600（富谷市） 

  また、当該 XML 電文に加えて、電文中に当該 AreaInformationCityコード

を含むその他の予報関連の XML電文（竜巻注意情報：VPHW51、VPHW50、及び

指定河川洪水予報：VXKOii（ii=50～89））について、上記コードの変更を、

前項に記載した実施日時と同時に実施します。 

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。 

 

３ 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 

宮城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。 

 

４ 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（VPWW54、

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 9月 21日（水）（予備日：9月 27日（火）） 

11時 30分～11時 40 分 

2回目：平成 28年 9月 28日（水）（予備日：9月 30日（金）） 

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） 

・配信試験の対象データ種類コード・英字官署名 

  VPWW54  JPSN 
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VPWW53  JPSN 

VPWW50 JPSN 

VXWW50 JPSN 

・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 要素値（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（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。 

 

［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） 

 

改訂履歴 

●平成 28年 9月 14日 

・ 「１ 変更の概要」と「２ XML電文における変更」の項目名について、「１ 

気象警報等及び土砂災害警戒情報の変更の概要」と「２ 関連する XML 電

文における変更」に修正しました。 

・ 前書き及び「２ XML 電文における変更」において、気象警報等及び土砂災

害警戒情報以外の XML 電文（竜巻注意情報及び指定河川洪水予報）で用い

る「AreaInformationCity」コード表も変更する旨を追記しました。 

  

 



変更後 現行 

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】 

宮城県 

東部 

気仙沼地域 気仙沼市、南三陸町 

石巻地域 石巻市、東松島市、女川町 

登米・東部栗原 登米市、栗原市東部＊ 

東部大崎 大崎市東部＊、涌谷町、美里町 

東部仙台 

仙台市東部＊、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、

亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町東部＊、

大郷町 

東部仙南 角田市、大河原町、村田町、柴田町、丸森町 

西部 

西部栗原 栗原市西部＊ 

西部大崎 大崎市西部＊、色麻町、加美町 

西部仙台 仙台市西部＊、大和町西部＊、大衡村 

西部仙南 白石市、蔵王町、七ヶ宿町、川崎町 

 

 

【現行】 

宮城県 

東部 

気仙沼地域 気仙沼市、南三陸町 

石巻地域 石巻市、東松島市、女川町 

登米・東部栗原 登米市、栗原市東部＊ 

東部大崎 大崎市東部＊、涌谷町、美里町 

東部仙台 

仙台市東部＊、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、亘理町、

山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町東部＊、大郷町、

富谷町 

東部仙南 角田市、大河原町、村田町、柴田町、丸森町 

西部 

西部栗原 栗原市西部＊ 

西部大崎 大崎市西部＊、色麻町、加美町 

西部仙台 仙台市西部＊、大和町西部＊、大衡村 

西部仙南 白石市、蔵王町、七ヶ宿町、川崎町 

 

※下線赤字は変更箇所 

 

 



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）

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
040 宮城県 0410001 仙台市東部 せんだいしとうぶ
040 宮城県 0410002 仙台市西部 せんだいしせいぶ
040 宮城県 0420200 石巻市 いしのまきし
040 宮城県 0420300 塩竈市 しおがまし
040 宮城県 0420500 気仙沼市 けせんぬまし
040 宮城県 0420600 白石市 しろいしし
040 宮城県 0420700 名取市 なとりし
040 宮城県 0420800 角田市 かくだし
040 宮城県 0420900 多賀城市 たがじょうし
040 宮城県 0421100 岩沼市 いわぬまし
040 宮城県 0421200 登米市 とめし
040 宮城県 0421301 栗原市東部 くりはらしとうぶ
040 宮城県 0421302 栗原市西部 くりはらしせいぶ
040 宮城県 0421400 東松島市 ひがしまつしまし
040 宮城県 0421501 大崎市東部 おおさきしとうぶ
040 宮城県 0421502 大崎市西部 おおさきしせいぶ
040 宮城県 0421600 富谷市 とみやし 追加
040 宮城県 0430100 蔵王町 ざおうまち
040 宮城県 0430200 七ヶ宿町 しちかしゅくまち
040 宮城県 0432100 大河原町 おおがわらまち
040 宮城県 0432200 村田町 むらたまち
040 宮城県 0432300 柴田町 しばたまち
040 宮城県 0432400 川崎町 かわさきまち
040 宮城県 0434100 丸森町 まるもりまち
040 宮城県 0436100 亘理町 わたりちょう
040 宮城県 0436200 山元町 やまもとちょう
040 宮城県 0440100 松島町 まつしままち
040 宮城県 0440400 七ヶ浜町 しちがはままち
040 宮城県 0440600 利府町 りふちょう
040 宮城県 0442101 大和町東部 たいわちょうとうぶ
040 宮城県 0442102 大和町西部 たいわちょうせいぶ
040 宮城県 0442200 大郷町 おおさとちょう
040 宮城県 0442300 富谷町 とみやまち 削除
040 宮城県 0442400 大衡村 おおひらむら
040 宮城県 0444400 色麻町 しかまちょう
040 宮城県 0444500 加美町 かみまち
040 宮城県 0450100 涌谷町 わくやちょう
040 宮城県 0450500 美里町 みさとまち
040 宮城県 0458100 女川町 おながわちょう
040 宮城県 0460600 南三陸町 みなみさんりくちょう

技術情報第230号（表２）H28.10.13改訂


