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旧根室測候所の転送電話廃止について 

 

 旧根室測候所は、平成２２年１０月１日をもって根室特別地域気象観測

所に移行し、無人の観測所となっておりますが、その際の経過措置として、

地元住民の皆様からの気象に関する問い合わせについては、従来の旧根室

測候所の電話番号におかけいただくと、自動で釧路地方気象台に転送する

よう設定しておりました。 

 近年、インターネットの普及などにより、当該転送電話の利用による問

い合わせ数は大幅に減少したことに加え、各種気象情報の提供手段や内容

等についても気象庁ホームページをはじめとした多様化・充実化を図って

きたことから、令和４年３月３１日（木）をもって当該転送電話を廃止さ

せていただくこととしました。 

 なお、今後の電話対応等は下記のとおりとなりますので、ご理解のほど

よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 廃止する転送電話番号（旧根室測候所）：０１５３－２３－４２８１ 

 

２ 廃止予定日：令和４年３月３１日（木） 

  

 ３ 代替となる気象情報のお問い合わせ先 

（１）自動音声による気象情報 ０１５４－３１－０１０９ 

（２）気象庁ホームページ   https://www.jma.go.jp/jma/index.html 

（３）ＮＴＴ天気予報サービス １７７（携帯電話からは市外局番が必要です） 

（４）釧路地方気象台     ０１５４－３１－５１１０ 

                     （平日０８時３０分～１７時１５分） 

  ※警報・注意報発表作業時など、業務繁忙のため職員が応答できない場合があり

ますので、あしからずご了承ください。 

 

本件に関する担当：釧路地方気象台  防災管理官 山中 

電話 0154-31-5146 



自動音声による釧路・根室・十勝地方の気象情報について
釧路地方気象台では、自動音声電話にて各種気象情報を提供しています。

気象情報（自動音声）電話番号 ０１５４－３１－０１０９
現在発表中の特別警報、警報、注意報に関する情報の後、以下の情報をお聞きいただけます。

天気予報
→ 「１#」 をプッシュします

観測結果
→「２＃」 をプッシュします

特別警報・警報・注意報
→「３＃」 をプッシュします

地域を選択後、
本日、明日、明後日の天気予報が
流れます。

○ お聞きになりたい地域の
番号＋「#」をプッシュします。

全地点 → 「０＃」
根室地方 → 「１＃」
釧路地方 → 「２＃」
十勝地方 → 「３＃」

地点を選択後、観測結果
（風向・風速、気温、湿度、天気等）
が流れます。

○ お聞きなりたい観測地点の
番号＋「＃」をプッシュします。

全地点 → 「０＃」
帯広 → 「１＃」
釧路 → 「２＃」
根室 → 「３＃」
広尾 → 「４＃」

市区町村を選択後、発表中の特別
警報、警報、注意報が流れます。

○ お聞きになりたい市区町村名の頭の
”あ行、か行、…、ら行”を選択した後、
当該市区町村の番号＋「＃」を
プッシュします。

もう一度聞く場合 → 「１＃」
終了する場合 → 「０＃」または切断

もう一度聞く場合 → 「１＃」
他の市町村の特別警報等を聞く場合→ 「２＃」
天気予報または観測結果を聞く場合 → 「３＃」
終了する場合 → 切断

もう一度聞く場合 → 「１＃」
終了する場合 → 「０＃」または切断

あ行 → 「１＃」 な行 → 「５＃」
か行 → 「２＃」 は行 → 「６＃」
さ行 → 「３＃」 ま行 → 「７＃」
た行 → 「４＃」 ら行 → 「９＃」

※各市町村の番号等については、
次頁の表１を参照ください。



項目 番号
特別警報
警報
注意報

3#

行 番号 市町村 番号
た行 ４# 大樹町 １＃

鶴居村 ２#
弟子屈町 ３#
豊頃町 ４#
た行全市町村 そのまま待つ

な行 ５# 中札内村 １＃
中標津町 ２#
根室市 ３#
な行全市町村 そのまま待つ

は行 ６# 浜中町 １＃
広尾町 ２#
別海町 ３#
本別町 ４#
は行全市町村 そのまま待つ

ま行 ７# 幕別町 １＃
芽室町 ２#
ま行全市町村 そのまま待つ

ら行 ９# 羅臼町 １＃
陸別町 ２#
ら行全市町村 そのまま待つ

釧路・根室・十勝地方全市町村 そのまま待つ

行 番号 市町村 番号
あ行 １# 足寄町 １＃

厚岸町 ２#
池田町 ３#
浦幌町 ４#
音更町 ５#
帯広市 ６#
あ行全市町村 そのまま待つ

か行 ２# 上士幌町 １＃
釧路市阿寒 ２#
釧路市音別 ３#
釧路市釧路 ４#
釧路町 ５#
か行全市町村 そのまま待つ

さ行 ３# 更別村 １＃
鹿追町 ２#
標茶町 ３#
標津町 ４#
士幌町 ５#
清水町 ６#
白糠町 ７#
新得町 ８＃
さ行全市町村 そのまま待つ

表１ 市町村一覧（特別警報・警報・注意報）

もう一度聞く場合 → 「１＃」
他の市町村の特別警報等を聞く場合 → 「２＃」
天気予報または観測結果を聞く場合 → 「３＃」
終了する場合→ 切断

赤字は釧路地方の市町村
青字は根室地方の市町村
緑字は十勝地方の市町村
を示します。


