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平成 30 年８月 30 日 

気 象 庁 予 報 部 

 

配信資料に関する技術情報 第 496号 

～福岡県筑紫郡那珂川町が那珂川市となることに伴う 

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～ 

 

 福岡県において、平成 30 年 10 月１日より筑紫郡那珂川町が那珂川市となる

ことに伴い、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。 

なお、変更実施に先立ち、オンライン配信試験を行います。また、変更実施

の際、福岡県に発表している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 

○福岡県筑紫郡那珂川町 

概要：同町に設定している 

・気象警報等の発表区域「那珂川町」 

・土砂災害警戒情報の警戒対象地域「那珂川町」 

     について「那珂川市」に変更する。 

実施日時：平成 30 年 10月 1日（月）13時（日本時間、以下同じ。） 

対象電文等：【気象警報等】 

VPWW54、VPWW53、VPWW50、VPNO50、 

Z__J_JPFK_yyyyMMddhhmmss_MET_INF_Jwarn00_NJ000@@@_image.pdf 

【土砂災害警戒情報】 

VXWW50、 

Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_INF_CHT_Jdosha_RP400_comp.pdf 

※yyyy：西暦年、MM：月、dd：日、hh：時、mm：分、ss：秒、

@@@：訓練のフラグ（通常:n00、訓練:s00） 

詳細：別紙１～３参照 
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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：4030500（那珂川町） 

新たに追加するコード：4023100（那珂川市） 

  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）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 

福岡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 30年 9月 12日（水）（予備日：9月 14日（金）） 

11時 30分～11時 40分 

2回目：平成 30年 9月 19日（水）（予備日：9月 21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  JPFK 

VPWW53  JPFK 

VPWW50 JPFK 

VXWW50 JPFK 

 

・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。 
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・/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。 

・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） 



変更後 

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 

現行 



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】 

福岡県 

福岡地方 （福岡地方） 

福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、

太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、

宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山

町、粕屋町 

北九州地方 

北九州・遠賀地区 
北九州市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠

賀町 

京築 
行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上

毛町、築上町 

筑豊地方 （筑豊地方） 

直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹

町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、

川崎町、大任町、赤村、福智町 

筑後地方 

筑後北部 
久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、

東峰村、大刀洗町 

筑後南部 
大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、み

やま市、大木町、広川町 

 

 

【変更前】 

福岡県 

福岡地方 （福岡地方） 

福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、

太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川町、

宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山

町、粕屋町 

北九州地方 

北九州・遠賀地区 
北九州市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠

賀町 

京築 
行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上

毛町、築上町 

筑豊地方 （筑豊地方） 

直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹

町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、

川崎町、大任町、赤村、福智町 

筑後地方 

筑後北部 
久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、

東峰村、大刀洗町 

筑後南部 
大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、み

やま市、大木町、広川町 

 

※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
40 福岡県 4010000 北九州市 きたきゅうしゅうし
40 福岡県 4013000 福岡市 ふくおかし
40 福岡県 4020200 大牟田市 おおむたし
40 福岡県 4020300 久留米市 くるめし
40 福岡県 4020400 直方市 のおがたし
40 福岡県 4020500 飯塚市 いいづかし
40 福岡県 4020600 田川市 たがわし
40 福岡県 4020700 柳川市 やながわし
40 福岡県 4021000 八女市 やめし
40 福岡県 4021100 筑後市 ちくごし
40 福岡県 4021200 大川市 おおかわし
40 福岡県 4021300 行橋市 ゆくはしし
40 福岡県 4021400 豊前市 ぶぜんし
40 福岡県 4021500 中間市 なかまし
40 福岡県 4021600 小郡市 おごおりし
40 福岡県 4021700 筑紫野市 ちくしのし
40 福岡県 4021800 春日市 かすがし
40 福岡県 4021900 大野城市 おおのじょうし
40 福岡県 4022000 宗像市 むなかたし
40 福岡県 4022100 太宰府市 だざいふし
40 福岡県 4022300 古賀市 こがし
40 福岡県 4022400 福津市 ふくつし
40 福岡県 4022500 うきは市 うきはし
40 福岡県 4022600 宮若市 みやわかし
40 福岡県 4022700 嘉麻市 かまし
40 福岡県 4022800 朝倉市 あさくらし
40 福岡県 4022900 みやま市 みやまし
40 福岡県 4023000 糸島市 いとしまし
40 福岡県 4023100 那珂川市 なかがわし 追加
40 福岡県 4030500 那珂川町 なかがわまち 削除
40 福岡県 4034100 宇美町 うみまち
40 福岡県 4034200 篠栗町 ささぐりまち
40 福岡県 4034300 志免町 しめまち
40 福岡県 4034400 須恵町 すえまち
40 福岡県 4034500 新宮町 しんぐうまち
40 福岡県 4034800 久山町 ひさやままち
40 福岡県 4034900 粕屋町 かすやまち
40 福岡県 4038100 芦屋町 あしやまち
40 福岡県 4038200 水巻町 みずまきまち
40 福岡県 4038300 岡垣町 おかがきまち
40 福岡県 4038400 遠賀町 おんがちょう
40 福岡県 4040100 小竹町 こたけまち
40 福岡県 4040200 鞍手町 くらてまち
40 福岡県 4042100 桂川町 けいせんまち
40 福岡県 4044700 筑前町 ちくぜんまち
40 福岡県 4044800 東峰村 とうほうむら
40 福岡県 4050300 大刀洗町 たちあらいまち
40 福岡県 4052200 大木町 おおきまち
40 福岡県 4054400 広川町 ひろかわまち
40 福岡県 4060100 香春町 かわらまち
40 福岡県 4060200 添田町 そえだまち
40 福岡県 4060400 糸田町 いとだまち
40 福岡県 4060500 川崎町 かわさきまち
40 福岡県 4060800 大任町 おおとうまち
40 福岡県 4060900 赤村 あかむら
40 福岡県 4061000 福智町 ふくちまち
40 福岡県 4062100 苅田町 かんだまち
40 福岡県 4062500 みやこ町 みやこまち
40 福岡県 4064200 吉富町 よしとみまち
40 福岡県 4064600 上毛町 こうげまち
40 福岡県 4064700 築上町 ちくじょうまち

技術情報第496号（表２）H30.10.1改訂


