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土砂災害警戒情報の解説（ＸＭＬフォーマット） 
 

令和元年５月２９日 

バージョン 1.0_0 

 

土砂災害警戒情報 XML の構造は気象庁防災情報 XML フォーマットに従います。本解説は現在の土砂災害警戒

情報の運用に則してさらに詳細に記述していますので、今後の運用の変更に伴って本解説の内容が変わる可

能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．Control 部（管理部） 
  <Control> 

    <Title>土砂災害警戒情報</Title> 

    <DateTime>2010-04-01T01:30:00Z</DateTime> 

    <Status>通常</Status> 

    <EditorialOffice>静岡地方気象台</EditorialOffice> 

    <PublishingOffice>静岡県 静岡地方気象台</PublishingOffice> 

  </Control> 

 

１‐１ Title  

電文の種別を示すための情報名称。 

[解説] 常に“土砂災害警戒情報”を記載する。 

 

１‐２ DateTime 

発信時刻。 

[解説] 年月日時分秒を UTC 表記の DateTime 型で記載する。 

 

１‐３ Status 

運用種別。 

[解説] “通常”“訓練”“試験”のいずれかを記載する。 

 

１‐４ EditorialOffice 

編集官署名。 

[解説] 実際に発表作業を行った官署名を記載する。 

 

１‐５ PublishingOffice 

発表官署名。 

[解説] 土砂災害警戒情報の共同発表機関である都道府県と気象官署を list 型（半角スペース区切り）で併記す

る。 

 

本資料中で用いる用語について 
・「前回電文」とは、参照中の電文（当該電文）と、情報名称（Control/Title）、運用種別

（Control/Status）及び編集官署名（Control//EditorialOffice）、識別情報（Head/ 
EventID）が同一である電文の中で、発表時刻（Control /DateTime）の最も新しい電文

を指す。“jmx_ib:Serial”の値で識別しないことに留意する。 
・本資料中で参照しているコードに関する表番号は、気象庁防災情報ＸＭＬフォーマット辞

書・コード管理表中の番号である。 
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２．Head 部（ヘッダ部） 

  <Head xmlns="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/"> 

    <Title>静岡県土砂災害警戒情報</Title> 

    <ReportDateTime>2010-04-01T10:30:00+09:00</ReportDateTime> 

    <TargetDateTime>2010-04-01T10:30:00+09:00</TargetDateTime> 

    <EventID>静岡県土砂災害警戒情報</EventID> 

    <InfoType>発表</InfoType> 

    <Serial>2</Serial> 

    <InfoKind>土砂災害警戒情報</InfoKind> 

    <InfoKindVersion>1.0_0</InfoKindVersion> 

    <Headline> 

          （略） 

 

２‐１ Title 

標題 

［解説］ 電文が対象とする発表対象府県の名称に続いて、“土砂災害警戒情報”を記載する。 

 

２‐２ ReportDateTime 

発表時刻 

［解説］ 発表時刻を JST 表記の DateTime 型で記載する。時刻は分単位で、秒は常に“00”。 

 

２‐３ TargetDateTime 

基点時刻 

［解説］ 本情報の対象となる時刻・時間帯の基点時刻を示す。値は発表時刻に同じ。 

 

２‐４ EventID 

識別情報 

[解説] 本情報の識別情報を示し、本要素が同じものについては、一連の情報であることを示す。値は標題と同じ。 

 

２‐５ InfoType 

情報形態 

［解説］ 常に“発表”を記載する。 

 

２‐６ Serial 

情報番号 

［解説］ 情報の発表番号で、前回電文に 1を加えた数字を記載する。前回電文で警戒対象地域がなかった場合は

「1」となる。 

 

２‐７ InfoKind 

スキーマの運用種別情報 

［解説］常に“土砂災害警戒情報”を記載。 

 

２‐８ InfoKindVersion 

スキーマの運用種別情報のバージョン番号 

［解説］バージョン番号を文字列で記載する。本解説のバージョン番号は“1.0_0”。 
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２‐９ Headline 部 

見出し要素 

［解説］防災気象情報事項となる見出し要素を示す。 
    <Headline> 

      <Text>＜概況＞ 

   降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険 

な状況です。 

＜とるべき措置＞ 

   避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。崖の近くや谷の出口など 

土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場 

所への速やかな避難を心がけてください。 

    ＜補足情報＞ 

   市町村内で危険度が高まっている区域は、〇〇県や気象庁のホームページで確認できます。 

   〇〇県「土砂災害に関するメッシュ情報」、気象庁「大雨警報（土砂災害）の危険度分布」</Text> 

      <Information type="土砂災害警戒情報"> 

 

           （略） 

 

２‐９‐１ Text 

見出し文 

［解説］ 警戒文を記載する。 

 

２‐９‐２ Information 部 

見出し防災気象情報事項 

［解説］ 警戒対象地域の市町村又は警戒解除市町村をまとめて記載する。属性 type は常に“土砂災害警戒情報”

を記載する。要素 Item を最大 3 個子要素としてもち、「新たに警戒対象地域となった対象市町村」「継続

して警戒対象地域となっている対象市町村」「警戒解除地域となった対象市町村」をまとめて記載する。 

        <Information type="土砂災害警戒情報"> 

        <Item> 

          <Kind> 

            <Name>警戒</Name> 

            <Code>3</Code> 

            <Condition>発表</Condition> 

          </Kind> 

          <Areas codeType="気象・地震・火山情報／市町村等"> 

            <Area> 

              <Name>伊東市</Name> 

              <Code>2220800</Code> 

            </Area> 

          </Areas> 

        </Item> 

        <Item> 

          <Kind> 

            <Name>警戒</Name> 

            <Code>3</Code> 

            <Condition>継続</Condition> 

          </Kind> 

          <Areas codeType="気象・地震・火山情報／市町村等"> 

            <Area> 

              <Name>伊豆の国市</Name> 

              <Code>2222500</Code> 

            </Area> 

            <Area> 

              <Name>東伊豆町</Name> 

              <Code>2230100</Code> 

            </Area> 

            <Area> 

              <Name>伊豆市</Name> 

              <Code>2222200</Code> 

            </Area> 

          </Areas> 

        </Item> 

        <Item> 

          <Kind> 

            <Name>解除</Name> 
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            <Code>1</Code> 

            <Condition>解除</Condition> 

          </Kind> 

          <Areas codeType="気象・地震・火山情報／市町村等"> 

            <Area> 

              <Name>富士宮市</Name> 

              <Code>2220700</Code> 

            </Area> 

            <Area> 

              <Name>焼津市</Name> 

              <Code>2221200</Code> 

            </Area> 

          </Areas> 

        </Item> 

      </Information> 

 

 

 

２‐９‐２‐１ Item 部 

個々の防災気象情報要素 

［解説］要素 Kind 及び要素 Areas をそれぞれ 1 個子要素として持ち、要素 Kind には種別（「新たに警戒対象地域

となった対象市町村」「継続して警戒対象地域となっている対象市町村」「警戒解除地域となった対象市町

村」の区別）に関する情報、要素 Areas には対象市町村に関する情報を記載する。  

 

２‐９‐２‐１‐１ Kind 部 

種別に関する情報 

［解説］種別に関する情報を記載する。値は次の通り。 

（１）新たに警戒対象地域となった対象市町村。 

要素 Name は“警戒”を記載する。 

要素 Code は“3”を記載する。 

要素 Condition は“発表”を記載する。 

（２）継続して警戒対象地域となっている対象市町村。 

要素 Name は“警戒”を記載する。 

要素 Code は“3”を記載する。 

要素 Condition は“継続”を記載する。 

（３）警戒解除地域となった対象市町村。 

要素 Name は“解除”を記載する。 

要素 Code は“1”を記載する。 

要素 Condition は“解除”を記載する。 

 

２‐９‐２‐１‐２ Areas 部 

Kind 部の種別に該当する対象市町村 

［解説］要素 Area を該当する対象市町村の数だけもつ。属性 codeType は“気象・地震・火山情報／市町村等”を

記載する。 

 

２‐９‐２‐１‐２‐１ Area 部 

対象市町村の情報 

［解説］要素 Name 及び要素 Code をそれぞれ 1個子要素として持つ。要素 Name の値は対象市町村名、要素 Code の

値は対象市町村のコードで、コード表 code. AreaInformationCity（表 1.5.3.2、詳細は別途提示）の要素

Name に対応するコードを記載する。 
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３．Body 部（内容部） 

個々の防災気象情報要素 

［解説］要素 TargetArea、要素 Warning、要素 OfficeInfo をそれぞれ 1個子要素として持つ。  

   <Body xmlns="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/"> 

    <TargetArea> 

      <Name>静岡県</Name> 

      <Code>220000</Code> 

    </TargetArea> 

    <Warning type="土砂災害警戒情報"> 

        （略） 

   </Warning> 

    <OfficeInfo> 

      <Office type="都道府県"> 

        <Name>静岡県</Name> 

        <ContactInfo>054-221-3042（静岡県交通基盤部砂防課）</ContactInfo> 

      </Office> 

      <Office type="気象庁"> 

        <Name>静岡地方気象台</Name> 

        <ContactInfo>054-286-3411（静岡地方気象台）</ContactInfo> 

      </Office> 

    </OfficeInfo> 

  </Body> 

 

３‐１ TargetArea 

対象地域 

［解説］ 発表対象地域に関する情報を記載する。要素 Name 及び要素 Code をそれぞれ 1 個子要素として持つ。要

素 Name の値は発表対象府県の名称を記載する。要素 Code の値は発表対象府県のコードで、コード表

code.AreaForecastLocalM（表 1.5.3.2、詳細は別途提示）の要素 Name に対応するコードを記載する。 
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３‐２ Warning 部 

警報 

［解説］ 要素TargetAreaで記述した発表対象府県に含まれる対象市町村の数だけ要素Itemを子要素として持つ。

属性 type は常に“土砂災害警戒情報”を記載する。 

 
    <Warning type="土砂災害警戒情報"> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>沼津市</Name> 

          <Code>2220300</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

        （略） 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>三島市</Name> 

          <Code>2220600</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

        （略） 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>解除</Name> 

          <Code>1</Code> 

          <Status>解除</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>富士宮市</Name> 

          <Code>2220700</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

        （略） 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>警戒</Name> 

          <Code>3</Code> 

          <Status>発表</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>伊東市</Name> 

          <Code>2220800</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

        （略） 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>警戒</Name> 

          <Code>3</Code> 

          <Status>継続</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>伊豆の国市</Name> 

          <Code>2222500</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

    </Warning> 
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３‐２‐１ Item 部 

個々の防災気象情報要素 

［解説］要素 Kind 及び要素 Areas をそれぞれ 1 個子要素として持ち、要素 Kind には種別（「新たに警戒対象地域

となった対象市町村」「継続して警戒対象地域となっている対象市町村」「警戒解除地域となった対象市町

村」「今回も前回も警戒対象地域でない対象市町村」の区別）に関する情報、要素 Areas には対象市町村に

関する情報を記載する。  

 

３‐２‐１‐１ Kind 部 

種別に関する情報 

［解説］種別に関する情報を記載する。値は次の通り。 

（１）新たに警戒対象地域となった対象市町村。 

要素 Name は“警戒”を記載する。 

要素 Code は“3”を記載する。 

要素 Status は“発表”を記載する。 

（２）継続して警戒対象地域となっている対象市町村。 

要素 Name は“警戒”を記載する。 

要素 Code は“3”を記載する。 

要素 Status は“継続”を記載する。 

（３）警戒解除地域となった対象市町村。 

要素 Name は“解除”を記載する。 

要素 Code は“1”を記載する。 

要素 Status は“解除”を記載する。 

（４）今回も前回も警戒対象地域でない対象市町村。 

要素 Name は“なし”を記載する。 

要素 Code は“0”を記載する。 

要素 Status は“なし”を記載する。 

 

３‐２‐１‐２ Area 部 

Kind 部の種別に該当する対象市町村の情報 

［解説］要素 Name 及び要素 Code をそれぞれ 1個子要素として持つ。要素 Name の値は対象市町村名、要素 Code の

値は対象市町村のコードで、コード表 code. AreaInformationCity（表 1.5.3.2、詳細は別途提示）の要素

Name に対応するコードを記載する。 

 

３‐３ 

 OfficeInfo 部 

担当部署 

［解説］要素 Office を 2 個子要素として持ち、それぞれ都道府県及び気象官署の問い合わせ先の情報を記載する。 

 

３‐３‐１ Office 部 

個々の担当部署 

［解説］要素 Name 及び要素 ContactInfo をそれぞれ 1 個子要素として持つ。属性 type が“都道府県”の場合は、

要素 Name には都道府県の名称、要素 ContactInfo には都道府県の担当部署の問い合わせ先を記載する。属

性 type が“気象庁”の場合は、要素 Name には気象官署の名称、要素 ContactInfo には気象官署の担当部

署の問い合わせ先を記載する。 
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４．サンプル電文 

 本解説で利用したサンプル電文の全文を以下に示す。 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Report xmlns="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/" xmlns:jmx="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/"> 

  <Control> 

    <Title>土砂災害警戒情報</Title> 

    <DateTime>2010-04-01T01:30:00Z</DateTime> 

    <Status>通常</Status> 

    <EditorialOffice>静岡地方気象台</EditorialOffice> 

    <PublishingOffice>静岡県 静岡地方気象台</PublishingOffice> 

  </Control> 

  <Head xmlns="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/"> 

    <Title>静岡県土砂災害警戒情報</Title> 

    <ReportDateTime>2010-04-01T10:30:00+09:00</ReportDateTime> 

    <TargetDateTime>2010-04-01T10:30:00+09:00</TargetDateTime> 

    <EventID>静岡県土砂災害警戒情報</EventID> 

    <InfoType>発表</InfoType> 

    <Serial>2</Serial> 

    <InfoKind>土砂災害警戒情報</InfoKind> 

    <InfoKindVersion>1.0_0</InfoKindVersion> 

    <Headline> 

      <Text>＜概況＞ 

    降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状

況です。 

＜とるべき措置＞ 

避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警 

戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難 

を心がけてください。 

   ＜補足情報＞ 

   市町村内で危険度が高まっている区域は、〇〇県や気象庁のホームページで確認できます。 

   〇〇県「土砂災害に関するメッシュ情報」、気象庁「大雨警報（土砂災害）の危険度分布」</Text> 

      <Information type="土砂災害警戒情報"> 

        <Item> 

          <Kind> 

            <Name>警戒</Name> 

            <Code>3</Code> 

            <Condition>発表</Condition> 

          </Kind> 

          <Areas codeType="気象・地震・火山情報／市町村等"> 

            <Area> 

              <Name>伊東市</Name> 

              <Code>2220800</Code> 

            </Area> 

          </Areas> 

        </Item> 

        <Item> 

          <Kind> 

            <Name>警戒</Name> 

            <Code>3</Code> 

            <Condition>継続</Condition> 

          </Kind> 

          <Areas codeType="気象・地震・火山情報／市町村等"> 

            <Area> 

              <Name>伊豆の国市</Name> 

              <Code>2222500</Code> 

            </Area> 

            <Area> 

              <Name>東伊豆町</Name> 

              <Code>2230100</Code> 

            </Area> 

            <Area> 
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              <Name>伊豆市</Name> 

              <Code>2222200</Code> 

            </Area> 

          </Areas> 

        </Item> 

        <Item> 

          <Kind> 

            <Name>解除</Name> 

            <Code>1</Code> 

            <Condition>解除</Condition> 

          </Kind> 

          <Areas codeType="気象・地震・火山情報／市町村等"> 

            <Area> 

              <Name>富士宮市</Name> 

              <Code>2220700</Code> 

            </Area> 

            <Area> 

              <Name>焼津市</Name> 

              <Code>2221200</Code> 

            </Area> 

          </Areas> 

        </Item> 

      </Information> 

    </Headline> 

  </Head> 

  <Body xmlns="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/"> 

    <TargetArea> 

      <Name>静岡県</Name> 

      <Code>220000</Code> 

    </TargetArea> 

    <Warning type="土砂災害警戒情報"> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>沼津市</Name> 

          <Code>2220300</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>熱海市</Name> 

          <Code>2220500</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>三島市</Name> 

          <Code>2220600</Code> 

        </Area> 
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      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>解除</Name> 

          <Code>1</Code> 

          <Status>解除</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>富士宮市</Name> 

          <Code>2220700</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>警戒</Name> 

          <Code>3</Code> 

          <Status>発表</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>伊東市</Name> 

          <Code>2220800</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>島田市</Name> 

          <Code>2220900</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>富士市</Name> 

          <Code>2221000</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>磐田市</Name> 

          <Code>2221100</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>解除</Name> 

          <Code>1</Code> 

          <Status>解除</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 
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          <Name>焼津市</Name> 

          <Code>2221200</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>掛川市</Name> 

          <Code>2221300</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>藤枝市</Name> 

          <Code>2221400</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>御殿場市</Name> 

          <Code>2221500</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>袋井市</Name> 

          <Code>2221600</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>下田市</Name> 

          <Code>2221900</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 
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          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>裾野市</Name> 

          <Code>2222000</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>湖西市</Name> 

          <Code>2222100</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>菊川市</Name> 

          <Code>2222400</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>警戒</Name> 

          <Code>3</Code> 

          <Status>継続</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>伊豆の国市</Name> 

          <Code>2222500</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>牧之原市</Name> 

          <Code>2222600</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>警戒</Name> 

          <Code>3</Code> 

          <Status>継続</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>東伊豆町</Name> 

          <Code>2230100</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 
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        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>河津町</Name> 

          <Code>2230200</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>南伊豆町</Name> 

          <Code>2230400</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>松崎町</Name> 

          <Code>2230500</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>西伊豆町</Name> 

          <Code>2230600</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>警戒</Name> 

          <Code>3</Code> 

          <Status>継続</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>伊豆市</Name> 

          <Code>2222200</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>函南町</Name> 

          <Code>2232500</Code> 
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        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>清水町</Name> 

          <Code>2234100</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>長泉町</Name> 

          <Code>2234200</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>小山町</Name> 

          <Code>2234400</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>芝川町</Name> 

          <Code>2236100</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>静岡市南部</Name> 

          <Code>2210001</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 
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        <Area> 

          <Name>御前崎市</Name> 

          <Code>2222300</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>吉田町</Name> 

          <Code>2242400</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>川根本町</Name> 

          <Code>2242900</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>森町</Name> 

          <Code>2246100</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>新居町</Name> 

          <Code>2250300</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>静岡市北部</Name> 

          <Code>2210002</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 



土砂災害警戒情報-16 
 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>浜松市北部</Name> 

          <Code>2213002</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

      <Item> 

        <Kind> 

          <Name>なし</Name> 

          <Code>0</Code> 

          <Status>なし</Status> 

        </Kind> 

        <Area> 

          <Name>浜松市南部</Name> 

          <Code>2213001</Code> 

        </Area> 

      </Item> 

    </Warning> 

    <OfficeInfo> 

      <Office type="都道府県"> 

        <Name>静岡県</Name> 

        <ContactInfo>054-221-3042（静岡県交通基盤部砂防課）</ContactInfo> 

      </Office> 

      <Office type="気象庁"> 

        <Name>静岡地方気象台</Name> 

        <ContactInfo>054-286-3411（静岡地方気象台）</ContactInfo> 

      </Office> 

    </OfficeInfo> 

  </Body> 

</Report> 


