
 

令和３年７月 20 日 

気 象 庁 大 気 海 洋 部 

 

配信資料に関するお知らせ 
 

～令和３年度における地域気象観測所の湿度データの配信開始予定について～ 

（令和３年５月 24 日付配信資料に関するお知らせ及び 

配信資料に関する技術情報第 549 号関連） 

 

令和３年５月 24 日付配信資料に関するお知らせにおいて、地域気象観測所で

の湿度データの配信開始についてお知らせしておりました。 

この度、一部の地域気象観測所における配信開始予定日が別表１のとおり決

まりましたのでお知らせいたします。   

なお次回のお知らせは、８月上旬ごろとなる予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

問い合わせ先：気象庁大気海洋部観測整備計画課 

電話 03-6758-3900 

内線 4306、4316 



別表１

※湿度計の設置作業を実施する日の1か月前までに、配信開始予定日をお知らせいたします。

※アメダス観測機器の更新に伴い、風速計の高さが変更となる場合があります。

No
観測所
番号

都府県
振興局

観測所名 ｶﾀｶﾅ名 所在地 配信開始日

1 43241 埼玉 さいたま ｻｲﾀﾏ さいたま市桜区大字宿 2021/8/24
2 86477 熊本 上 ｳｴ 球磨郡あさぎり町上北 2021/8/31
3 35002 山形 飛島 ﾄﾋﾞｼﾏ 酒田市飛島字勝浦乙 2021/9/1
4 11046 宗谷 礼文 ﾚﾌﾞﾝ 礼文郡礼文町大字香深村トンナイ -
5 11151 宗谷 沓形 ｸﾂｶﾞﾀ 利尻郡利尻町沓形泉町 -
6 12181 上川 名寄 ﾅﾖﾛ 名寄市大橋 -
7 12626 上川 富良野 ﾌﾗﾉ 富良野市東町 -
8 12691 上川 幾寅 ｲｸﾄﾗ 空知郡南富良野町幾寅 -
9 15241 空知 滝川 ﾀｷｶﾜ 滝川市南滝の川 -
10 16061 後志 神恵内 ｶﾓｴﾅｲ 古宇郡神恵内村神恵内村 -
11 17076 ｵﾎｰﾂｸ 興部 ｵｺｯﾍﾟ 紋別郡興部町興部 -
12 18038 根室 羅臼 ﾗｳｽ 目梨郡羅臼町栄町 -
13 20146 十勝 陸別 ﾘｸﾍﾞﾂ 足寄郡陸別町陸別原野分線 -
14 20186 十勝 ぬかびら源泉郷 ﾇｶﾋﾞﾗｹﾞﾝｾﾝｷｮｳ 河東郡上士幌町ぬかびら源泉郷北区 -
15 20341 十勝 本別 ﾎﾝﾍﾞﾂ 中川郡本別町新町 -
16 22141 日高 日高門別 ﾋﾀﾞｶﾓﾝﾍﾞﾂ 沙流郡日高町富浜 -
17 22241 日高 静内 ｼｽﾞﾅｲ 日高郡新ひだか町静内山手町 -
18 23326 渡島 木古内 ｷｺﾅｲ 上磯郡木古内町字本町 -
19 24101 檜山 奥尻 ｵｸｼﾘ 奥尻郡奥尻町稲穂 -
20 31186 青森 市浦 ｼｳﾗ 五所川原市相内 -
21 31296 青森 五所川原 ｺﾞｼｮｶﾞﾜﾗ 五所川原市松島町 -
22 31721 青森 三戸 ｻﾝﾉﾍ 三戸郡三戸町川守田字寺ノ沢 -
23 32126 秋田 鷹巣 ﾀｶﾉｽ 北秋田市旭町 -
24 33146 岩手 久慈 ｸｼﾞ 久慈市小久慈町第24地割 -
25 33326 岩手 岩泉 ｲﾜｲｽﾞﾐ 下閉伊郡岩泉町岩泉字中家 -
26 33631 岩手 湯田 ﾕﾀﾞ 和賀郡西和賀町上野々第39地割 -
27 35231 山形 尾花沢 ｵﾊﾞﾅｻﾞﾜ 尾花沢市新町 -
28 35552 山形 米沢 ﾖﾈｻﾞﾜ 米沢市アルカディア -
29 36276 福島 猪苗代 ｲﾅﾜｼﾛ 耶麻郡猪苗代町大字千代田字中島 -
30 36476 福島 郡山 ｺｵﾘﾔﾏ 郡山市安積町成田字東丸山 -
31 36536 福島 南郷 ﾅﾝｺﾞｳ 南会津郡南会津町界字梨木平 -
32 36821 福島 東白川 ﾋｶﾞｼｼﾗｶﾜ 東白川郡塙町大字上石井字新田 -
33 40046 茨城 北茨城 ｷﾀｲﾊﾞﾗｷ 北茨城市関南町関本下 -
34 40311 茨城 鉾田 ﾎｺﾀ 鉾田市安房 -
35 41091 栃木 黒磯 ｸﾛｲｿ 那須塩原市埼玉 -
36 41141 栃木 大田原 ｵｵﾀﾜﾗ 大田原市宇田川 -
37 42046 群馬 藤原 ﾌｼﾞﾜﾗ 利根郡みなかみ町藤原字屋倉 -
38 42146 群馬 沼田 ﾇﾏﾀ 沼田市井土上町 -
39 43256 埼玉 越谷 ｺｼｶﾞﾔ 越谷市大字北後谷 -
40 44046 東京 小河内 ｵｺﾞｳﾁ 西多摩郡奥多摩町原 -
41 45116 千葉 佐倉 ｻｸﾗ 佐倉市角来字屋敷前 -
42 45361 千葉 鴨川 ｶﾓｶﾞﾜ 鴨川市横渚 -
43 46141 神奈川 辻堂 ﾂｼﾞﾄﾞｳ 藤沢市辻堂西海岸 -
44 46166 神奈川 小田原 ｵﾀﾞﾜﾗ 小田原市扇町 -
45 48066 長野 飯山 ｲｲﾔﾏ 飯山市大字飯山字大道東 -
46 48531 長野 開田高原 ｶｲﾀﾞｺｳｹﾞﾝ 木曽郡木曽町開田高原西野 -
47 49161 山梨 大月 ｵｵﾂｷ 大月市大月 -
48 49316 山梨 南部 ﾅﾝﾌﾞ 南巨摩郡南部町南部 -
49 50476 静岡 菊川牧之原 ｷｸｶﾞﾜﾏｷﾉﾊﾗ 菊川市倉沢 -
50 50491 静岡 松崎 ﾏﾂｻﾞｷ 賀茂郡松崎町江奈 -
51 51116 愛知 豊田 ﾄﾖﾀ 豊田市高町東山 -
52 51331 愛知 豊橋 ﾄﾖﾊｼ 豊橋市神野新田町字レノ割 -
53 52221 岐阜 長滝 ﾅｶﾞﾀｷ 郡上市白鳥町長滝字三昧 -
54 52381 岐阜 樽見 ﾀﾙﾐ 本巣市根尾神所 -
55 53041 三重 桑名 ｸﾜﾅ 桑名市大字江場字正金縄 -
56 53326 三重 紀伊長島 ｷｲﾅｶﾞｼﾏ 北牟婁郡紀北町長島 -
57 54086 新潟 村上 ﾑﾗｶﾐ 村上市三之町 -
58 54586 新潟 大潟 ｵｵｶﾞﾀ 上越市大潟区土底浜 -
59 55206 富山 八尾 ﾔﾂｵ 富山市八尾町樫尾 -
60 56036 石川 珠洲 ｽｽﾞ 珠洲市正院町正院 -
61 56176 石川 羽咋 ﾊｸｲ 羽咋市旭町 -
62 57051 福井 越廼 ｺｼﾉ 福井市居倉町 -
63 60116 滋賀 南小松 ﾐﾅﾐｺﾏﾂ 大津市南小松 -
64 61187 京都 福知山 ﾌｸﾁﾔﾏ 福知山市字荒河 -
65 61326 京都 京田辺 ｷｮｳﾀﾅﾍﾞ 京田辺市薪西浜 -

令和３年度に湿度データの提供を開始する予定の地域気象観測所一覧（令和３年度予定：全103地点）

※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。

※観測所番号、所在地等は令和３年７月１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。



別表１

66 62016 大阪 能勢 ﾉｾ 豊能郡能勢町地黄 -
67 62046 大阪 枚方 ﾋﾗｶﾀ 枚方市星丘 -
68 62091 大阪 堺 ｻｶｲ 堺市堺区百舌鳥夕雲町 -
69 63071 兵庫 兎和野高原 ｳﾜﾉｺｳｹﾞﾝ 美方郡香美町村岡区宿字菟臥野 -
70 63551 兵庫 郡家 ｸﾞﾝｹﾞ 淡路市多賀 -
71 64041 奈良 針 ﾊﾘ 奈良市都祁友田町 -
72 64127 奈良 五條 ｺﾞｼﾞｮｳ 五條市三在町 -
73 65162 和歌山 龍神 ﾘｭｳｼﾞﾝ 田辺市龍神村湯ノ又 -
74 65256 和歌山 栗栖川 ｸﾘｽｶﾞﾜ 田辺市中辺路町栗栖川 -
75 66046 岡山 上長田 ｶﾐﾅｶﾞﾀ 真庭市蒜山上長田 -
76 66091 岡山 千屋 ﾁﾔ 新見市千屋 -
77 66501 岡山 玉野 ﾀﾏﾉ 玉野市宇野 -
78 67151 広島 大朝 ｵｵｱｻ 山県郡北広島町大朝字大坪 -
79 67212 広島 加計 ｶｹ 山県郡安芸太田町加計字神田 -
80 68351 島根 川本 ｶﾜﾓﾄ 邑智郡川本町川本 -
81 68462 島根 益田 ﾏｽﾀﾞ 益田市あけぼの東町 -
82 69041 鳥取 青谷 ｱｵﾔ 鳥取市青谷町青谷 -
83 69246 鳥取 智頭 ﾁｽﾞ 八頭郡智頭町智頭沖代 -
84 71087 徳島 穴吹 ｱﾅﾌﾞｷ 美馬市穴吹町口山初草 -
85 72061 香川 内海 ｳﾁﾉﾐ 小豆郡小豆島町西村甲 -
86 72146 香川 引田 ﾋｹﾀ 東かがわ市南野 -
87 74271 高知 安芸 ｱｷ 安芸市伊尾木 -
88 74361 高知 窪川 ｸﾎﾞｶﾜ 高岡郡四万十町新開町 -
89 81231 山口 広瀬 ﾋﾛｾ 岩国市錦町広瀬 -
90 81321 山口 岩国 ｲﾜｸﾆ 岩国市川西 -
91 81397 山口 玖珂 ｸｶﾞ 岩国市玖珂町 -
92 82056 福岡 八幡 ﾔﾊﾀ 北九州市八幡西区鷹の巣 -
93 82171 福岡 前原 ﾏｴﾊﾞﾙ 糸島市前原西 -
94 82306 福岡 久留米 ｸﾙﾒ 久留米市津福本町 -
95 84341 長崎 有川 ｱﾘｶﾜ 南松浦郡新上五島町有川郷字上原 -
96 84523 長崎 島原 ｼﾏﾊﾞﾗ 島原市新湊 -
97 84561 長崎 口之津 ｸﾁﾉﾂ 南島原市口之津町丁 -
98 84597 長崎 脇岬 ﾜｷﾐｻｷ 長崎市脇岬町 -
99 85033 佐賀 唐津 ｶﾗﾂ 唐津市二夕子 -
100 86236 熊本 甲佐 ｺｳｻ 上益城郡甲佐町大字豊内 -
101 87293 宮崎 高鍋 ﾀｶﾅﾍﾞ 児湯郡高鍋町上江 -
102 88107 鹿児島 さつま柏原 ｻﾂﾏｶｼﾜﾊﾞﾙ 薩摩郡さつま町柏原 -
103 88666 鹿児島 上中 ｶﾐﾅｶ 熊毛郡南種子町中之下 -


