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No
観測所
番号

都府県
振興局

観測所名 ｶﾀｶﾅ名 所在地 配信開始予定日

1 11001 宗谷 宗谷岬 ｿｳﾔﾐｻｷ 稚内市宗谷岬 令和3年03月18日 
2 14121 石狩 石狩 ｲｼｶﾘ 石狩市生振 令和3年03月10日 
3 15431 空知 長沼 ﾅｶﾞﾇﾏ 夕張郡長沼町本町北 令和3年03月11日 
4 15442 空知 夕張 ﾕｳﾊﾞﾘ 夕張市鹿の谷山手町 令和3年03月12日 
5 17521 ｵﾎｰﾂｸ 北見 ｷﾀﾐ 北見市広郷 令和3年03月16日 
6 18171 根室 中標津 ﾅｶｼﾍﾞﾂ 標津郡中標津町桜ヶ丘 令和3年03月10日 
7 19311 釧路 榊町 ｻｶｷﾏﾁ 厚岸郡浜中町榊町 令和3年03月09日 
8 19451 釧路 知方学 ﾁｯﾎﾟﾏﾅｲ 釧路郡釧路町仙鳳趾村知方学 令和3年03月08日 
9 20266 十勝 上士幌 ｶﾐｼﾎﾛ 河東郡上士幌町東3線 令和3年03月11日 

10 21226 胆振 大岸 ｵｵｷｼ 虻田郡豊浦町大岸 令和3年03月15日 
11 22391 日高 えりも岬 ｴﾘﾓﾐｻｷ 幌泉郡えりも町東洋 令和3年03月23日 
12 23206 渡島 川汲 ｶｯｸﾐ 函館市川汲町 令和3年03月18日 
13 23376 渡島 松前 ﾏﾂﾏｴ 松前郡松前町建石 令和3年03月18日 
14 31366 青森 鰺ケ沢 ｱｼﾞｶﾞｻﾜ 西津軽郡鰺ヶ沢町舞戸町字小夜 令和3年03月23日 
15 31461 青森 弘前 ﾋﾛｻｷ 弘前市和田町 令和3年03月08日 
16 31646 青森 碇ケ関 ｲｶﾘｶﾞｾｷ 平川市碇ヶ関阿原 令和3年03月09日 
17 32056 秋田 八森 ﾊﾁﾓﾘ 山本郡八峰町八森字チコキ 令和3年03月22日 
18 32407 秋田 岩見三内 ｲﾜﾐｻﾝﾅｲ 秋田市河辺三内字外川原 令和3年03月11日 
19 32616 秋田 にかほ ﾆｶﾎ にかほ市金浦字南金浦 令和3年03月12日 
20 33166 岩手 荒屋 ｱﾗﾔ 八幡平市叺田 令和3年03月18日 
21 33671 岩手 遠野 ﾄｵﾉ 遠野市松崎町白岩24地割 令和3年03月17日 
22 33911 岩手 一関 ｲﾁﾉｾｷ 一関市竹山町 令和3年03月16日 
23 34111 宮城 築館 ﾂｷﾀﾞﾃ 栗原市築館左足下 令和3年03月15日 
24 34216 宮城 古川 ﾌﾙｶﾜ 大崎市古川大崎字富国 令和3年03月19日 
25 34311 宮城 新川 ﾆｯｶﾜ 仙台市青葉区新川字清水尻 令和3年03月18日 
26 34461 宮城 白石 ｼﾛｲｼ 白石市福岡長袋字湯殿山 令和3年03月16日 
27 34462 宮城 蔵王 ｻﾞｵｳ 刈田郡蔵王町大字平沢字内屋敷 令和3年03月17日 
28 35141 山形 鶴岡 ﾂﾙｵｶ 鶴岡市錦町 令和3年03月22日 
29 35246 山形 鼠ケ関 ﾈｽﾞｶﾞｾｷ 鶴岡市鼠ケ関字横路 令和3年03月23日 
30 35332 山形 村山 ﾑﾗﾔﾏ 村山市大字大久保字寄込 令和3年03月24日 
31 36151 福島 相馬 ｿｳﾏ 相馬市成田字五郎右エ門橋 令和3年03月11日 
32 36391 福島 船引 ﾌﾈﾋｷ 田村市船引町船引字新房院 令和3年03月12日 
33 41011 栃木 那須高原 ﾅｽｺｳｹﾞﾝ 那須郡那須町大島 令和3年03月18日 
34 42091 群馬 みなかみ ﾐﾅｶﾐ 利根郡みなかみ町湯原 令和3年03月16日 
35 48256 長野 上田 ｳｴﾀﾞ 上田市古里 令和3年03月19日 
36 48606 長野 木曽福島 ｷｿﾌｸｼﾏ 木曽郡木曽町福島 令和3年03月04日 
37 52286 岐阜 萩原 ﾊｷﾞﾜﾗ 下呂市萩原町羽根 令和3年03月11日 
38 52571 岐阜 関ケ原 ｾｷｶﾞﾊﾗ 不破郡関ケ原町関ケ原 令和3年03月09日 
39 54296 新潟 新津 ﾆｲﾂ 新潟市秋葉区小戸上組 令和3年03月17日 
40 54541 新潟 柏崎 ｶｼﾜｻﾞｷ 柏崎市元城町 令和3年03月16日 
41 55022 富山 朝日 ｱｻﾋ 下新川郡朝日町南保町 令和3年03月15日 
42 55056 富山 魚津 ｳｵﾂﾞ 魚津市六郎丸 令和3年03月11日 
43 55141 富山 砺波 ﾄﾅﾐ 砺波市五郎丸 令和3年03月10日 
44 56116 石川 志賀 ｼｶ 羽咋郡志賀町富来領家町甲 令和3年03月08日 
45 56146 石川 七尾 ﾅﾅｵ 七尾市万行町43の部 令和3年03月09日 
46 57317 福井 小浜 ｵﾊﾞﾏ 小浜市遠敷 令和3年03月09日 
47 63016 兵庫 香住 ｶｽﾐ 美方郡香美町香住区森 令和3年03月11日 
48 67016 広島 高野 ﾀｶﾉ 庄原市高野町新市 令和3年03月16日 
49 82046 福岡 宗像 ﾑﾅｶﾀ 宗像市田熊 令和3年03月25日 
50 83341 大分 犬飼 ｲﾇｶｲ 豊後大野市犬飼町田原 令和3年03月12日 
51 83371 大分 竹田 ﾀｹﾀ 竹田市大字会々 令和3年03月11日 
52 88447 鹿児島 肝付前田 ｷﾓﾂｷﾏｴﾀﾞ 肝属郡肝付町前田 令和3年03月15日 
53 88706 鹿児島 尾之間 ｵﾉｱｲﾀﾞ 熊毛郡屋久島町尾之間字井出ノ尻 令和3年03月23日 
54 88901 鹿児島 古仁屋 ｺﾆﾔ 大島郡瀬戸内町古仁屋船津 令和3年03月18日 

相対湿度の観測を開始する予定の地域気象観測所一覧（令和３年３月予定：全54地点）

※観測所番号、所在地等は令和３年２月２６日現在の情報です。観測所の移設等により変更となる場合があります。

※配信開始予定日は、気象状況等による湿度計の設置作業の延期により変更となる場合があります。


