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１．概要 

環境省ホームページにおいて掲載している「環境省熱中症予防情報サイト」（URL：

http://www.wbgt.env.go.jp/）では、熱中症予防に関する暑さ指数（WBGT：Wet Bulb Globe 

Temperature）の予測値及び当日の実況値の提供を行い、また、当日の実況値はその翌日以

降、過去データとして保存・提供しています。 

今回、現在提供している全国 840 地点の過去データの一部について、当日の実況値を保

存する際のプログラムに誤りがあり、実際とは異なった値を表示していたことが判明いた

しました。現在、正しい値に修正する作業を進めているところです。 

まずは御利用頂いている皆様にお知らせするとともに、多大な御迷惑をお掛けしたこと

につきまして、お詫び申し上げます。 

なお、毎日掲載している予測値及び当日の実況値については、誤りが無いことを確認し

ております。 

 

２．今後の対応 

誤りがあった内容の詳細や修正作業の状況につきましては、同サイトのトップページ

（URL：http://www.wbgt.env.go.jp/）に逐次掲載させて頂きますので、御参照頂ければ幸

いです。 

今後は原因究明と再発防止に努め、さらに使いやすいサイトにするよう改善に努めてま

いる所存です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省ホームページにて掲載している「環境省熱中症予防情報サイト」におい

て、暑さ指数の過去データの一部に誤りがあったことが判明しましたので、お知

らせするとともにお詫び申し上げます。 

http://www.wbgt.env.go.jp/
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＜サイト表示についての詳細説明＞ 

 

（2019.9.13 12:00 追記） 

 今回影響があった全国 153地点の 2019年４月以降のデータファイルついて、修正作業を

完了し、過去データの公開を再開しました。また、影響がないことが確認された 2016年以

前のデータも公開しました。 

 2018年度及び 2017年度については、確認作業を実施中です。 

 

（2019.9.6 19:30追記） 

誤りが含まれる可能性があるデータは以下のとおりです。 

⚫ 「暑さ指数（WBGT）の実況と予測」のページから、地点を選択して閲覧できる「過去

データ」のうち、「実測値」及び「実況推定値（速報版）」の 2017年 4月から 2019年

9月までのデータ 

⚫ 「暑さ指数（WBGT）の実況と予測」のページから、地点を選択して閲覧できる「日表」

「今日までの暑さ指数」のうち、閲覧日の前日までのデータ 

→2019年９月６日 12時頃に正常な値を反映済み 

⚫ 電子情報提供サービスで配布している「実測値データファイル」「実況値データファ

イル」のうち、CSVファイル取得日の前日までのデータ 

 

影響があった観測地点は全国 153か所です。 

⚫ 実測値   実測地点（全国 11か所） 

⚫ 実況推定値（速報版） 全国 142か所（地点一覧は別紙のとおりです。） 

 

なお、以下のデータについては、本件の影響がないことが確認されております。 

⚫ 「暑さ指数（WBGT）の実況と予測」で閲覧できる「現在の暑さ指数」及び「3日間の

予測」の値 

⚫ 「電子情報提供サービス」で配布している「予測値」及び「実測値データファイル」

「実況値データファイル」のうち CSVファイルに含まれる当日のデータ 

 

 

（2019.9.6 12:00掲載） 

熱中症予防情報サイトにて過去データを御利用された方にお詫びとお願いです。 

 

当サイトの暑さ指数（WBGT）の実況と予測ページ等から、地点を選択すると、過去デー

タを表示することができます。（URL:http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php） 

 この過去データを表示させた場合、地点により、「実測値」、「実況推定値」という２種類

の表示が出ます。 

 この「実測値」として表示されている内容が、「実況推定値」となっていることが判明い

たしました。 

 また、「実況推定値」として表示されている地点についても、湿度の観測を行っている地

http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php


点については、観測された湿度データが使用されていないことも判明しました。 

原因は、実測値及び湿度観測データの利用計算処理に起因するものであり、現在、正常

に表示されるように修正作業を進めております。 

申し訳ありませんが、修正が終わるまでの間、過去データの提供を停止させていただく

ことを御了承ください。 

 

なお、地点を選択した際に表示している、暑さ指数の実況値・予測値については、正常

に表示されております。 

また、日表についても過去のデータを表示しておりますが、こちらは正しい値を反映し

た表示となっております。 

 

御迷惑をおかけしておりますこと、誠にお詫び申し上げます。 

 

※「実測値」、「実況推定値」の詳細については、「当サイトで提供する暑さ指数（WBGT）

について」（URL:http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_detail.php）を御参照ください。 
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環境省熱中症予防情報サイト　暑さ指数（WBGT）情報提供地点のうち過去データに誤りがあった全国153地点

地方
振興局
都府県

地点番号 観測所名 よみがな 所在地（代表的な所在地を記載）

北海道 宗谷 11016 稚内 わっかない 稚内市開運　稚内地方気象台
北海道 宗谷 11291 北見枝幸 きたみえさし 枝幸郡枝幸町本町　北見枝幸特別地域気象観測所
北海道 上川 12442 旭川 あさひかわ 旭川市宮前1条　旭川地方気象台
北海道 留萌 13181 羽幌 はぼろ 苫前郡羽幌町南3条　羽幌特別地域気象観測所
北海道 留萌 13277 留萌 るもい 留萌市大町　留萌特別地域気象観測所
北海道 石狩 14163 札幌 さっぽろ 札幌市中央区北2条西　札幌管区気象台
北海道 空知 15356 岩見沢 いわみざわ 岩見沢市5条東　岩見沢特別地域気象観測所
北海道 後志 16091 小樽 おたる 小樽市勝納町　小樽特別地域気象観測所
北海道 後志 16217 倶知安 くっちゃん 虻田郡倶知安町南1条東　倶知安特別地域気象観測所
北海道 後志 16252 寿都 すっつ 寿都郡寿都町新栄町　寿都特別地域気象観測所
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17036 雄武 おうむ 紋別郡雄武町雄武　雄武特別地域気象観測所
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17112 紋別 もんべつ 紋別市南が丘町　紋別特別地域気象観測所
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17341 網走 あばしり 網走市台町　網走地方気象台
北海道 根室 18273 根室 ねむろ 根室市弥栄町　根室特別地域気象観測所
北海道 釧路 19432 釧路 くしろ 釧路市幸町　釧路地方気象台
北海道 十勝 20432 帯広 おびひろ 帯広市東4条南　帯広測候所
北海道 十勝 20751 広尾 ひろお 広尾郡広尾町並木通東　広尾特別地域気象観測所
北海道 胆振 21187 苫小牧 とまこまい 苫小牧市しらかば町　苫小牧特別地域気象観測所
北海道 胆振 21323 室蘭 むろらん 室蘭市山手町　室蘭地方気象台
北海道 日高 22327 浦河 うらかわ 浦河郡浦河町潮見町　浦河特別地域気象観測所
北海道 渡島 23232 函館 はこだて 函館市美原　函館地方気象台
北海道 檜山 24217 江差 えさし 檜山郡江差町姥神町　江差特別地域気象観測所
東北 青森 31111 むつ むつ むつ市金曲　むつ特別地域気象観測所
東北 青森 31312 青森 あおもり 青森市花園　青森地方気象台
東北 青森 31436 深浦 ふかうら 西津軽郡深浦町大字深浦字岡町　深浦特別地域気象観測所
東北 青森 31602 八戸 はちのへ 八戸市湊町字館鼻　八戸特別地域気象観測所
東北 秋田 32402 秋田 あきた 秋田市山王　秋田地方気象台
東北 岩手 33431 盛岡 もりおか 盛岡市山王町　盛岡地方気象台
東北 岩手 33472 宮古 みやこ 宮古市鍬ケ崎下町　宮古特別地域気象観測所
東北 岩手 33877 大船渡 おおふなと 大船渡市大船渡町字赤沢　大船渡特別地域気象観測所
東北 宮城 34292 石巻 いしのまき 石巻市泉町　石巻特別地域気象観測所
東北 宮城 34392 仙台 せんだい 仙台市宮城野区五輪　仙台管区気象台
東北 山形 35052 酒田 さかた 酒田市亀ケ崎　酒田特別地域気象観測所
東北 山形 35162 新庄 しんじょう 新庄市東谷地田町　新庄特別地域気象観測所
東北 山形 35426 山形 やまがた 山形市緑町　山形地方気象台
東北 福島 36126 福島 ふくしま 福島市松木町　福島地方気象台
東北 福島 36361 若松 わかまつ 会津若松市材木町　若松特別地域気象観測所
東北 福島 36667 白河 しらかわ 白河市郭内　白河特別地域気象観測所
東北 福島 36846 小名浜 おなはま いわき市小名浜字船引場　小名浜特別地域気象観測所
関東 茨城 40201 水戸 みと 水戸市金町　水戸地方気象台
関東 茨城 40336 つくば つくば つくば市長峰　高層気象台
関東 栃木 41166 奥日光 おくにっこう 日光市中宮祠　日光特別地域気象観測所
関東 栃木 41277 宇都宮 うつのみや 宇都宮市明保野町　宇都宮地方気象台
関東 群馬 42251 前橋 まえばし 前橋市昭和町　前橋地方気象台
関東 埼玉 43056 熊谷 くまがや 熊谷市桜町　熊谷地方気象台
関東 埼玉 43156 秩父 ちちぶ 秩父市上町　秩父特別地域気象観測所
関東 東京 44132 東京 とうきょう 文京区白山　小石川植物園
関東 東京 44172 大島 おおしま 大島町元町字家の上　大島特別地域気象観測所
関東 東京 44226 三宅島 みやけじま 三宅村神着　三宅島特別地域気象観測所
関東 東京 44263 八丈島 はちじょうじま 八丈島八丈町大賀郷　八丈島特別地域気象観測所
関東 東京 44301 父島 ちちじま 小笠原村父島字西町　父島気象観測所
関東 千葉 45147 銚子 ちょうし 銚子市川口町　銚子地方気象台
関東 千葉 45212 千葉 ちば 千葉市中央区中央港　千葉特別地域気象観測所
関東 千葉 45371 勝浦 かつうら 勝浦市墨名　勝浦特別地域気象観測所
関東 千葉 45401 館山 たてやま 館山市長須賀　館山特別地域気象観測所
関東 神奈川 46106 横浜 よこはま 横浜市中区山手町　横浜地方気象台
甲信 長野 48156 長野 ながの 長野市箱清水　長野地方気象台
甲信 長野 48331 軽井沢 かるいざわ 北佐久郡軽井沢町大字追分　軽井沢特別地域気象観測所
甲信 長野 48361 松本 まつもと 松本市沢村　松本特別地域気象観測所
甲信 長野 48491 諏訪 すわ 諏訪市湖岸通り　諏訪特別地域気象観測所
甲信 長野 48767 飯田 いいだ 飯田市高羽町　飯田特別地域気象観測所
甲信 山梨 49142 甲府 こうふ 甲府市飯田　甲府地方気象台
甲信 山梨 49251 河口湖 かわぐちこ 南都留郡富士河口湖町船津　河口湖特別地域気象観測所
東海 静岡 50206 三島 みしま 三島市東本町　三島特別地域気象観測所
東海 静岡 50281 網代 あじろ 熱海市網代　網代特別地域気象観測所
東海 静岡 50331 静岡 しずおか 静岡市駿河区曲金　静岡地方気象台
東海 静岡 50456 浜松 はままつ 浜松市中区高丘東　浜松特別地域気象観測所
東海 静岡 50551 御前崎 おまえざき 御前崎市御前崎　御前崎特別地域気象観測所
東海 静岡 50561 石廊崎 いろうざき 賀茂郡南伊豆町石廊崎石室山　石廊崎特別地域気象観測所
東海 愛知 51106 名古屋 なごや 名古屋市千種区日和町　名古屋地方気象台
東海 愛知 51346 伊良湖 いらこ 田原市福江町字金五郎坂　伊良湖特別地域気象観測所
東海 岐阜 52146 高山 たかやま 高山市桐生町　高山特別地域気象観測所
東海 岐阜 52586 岐阜 ぎふ 岐阜市加納二之丸　岐阜地方気象台
東海 三重 53061 四日市 よっかいち 四日市市日永　四日市特別地域気象観測所
東海 三重 53112 上野 うえの 伊賀市緑ケ丘本町　上野特別地域気象観測所
東海 三重 53133 津 つ 津市島崎町　津地方気象台
東海 三重 53378 尾鷲 おわせ 尾鷲市南陽町　尾鷲特別地域気象観測所
北陸 新潟 54157 相川 あいかわ 佐渡市相川三町目新浜町　相川特別地域気象観測所
北陸 新潟 54232 新潟 にいがた 新潟市中央区美咲町　新潟地方気象台
北陸 新潟 54651 高田 たかだ 上越市大手町　高田特別地域気象観測所
北陸 富山 55091 伏木 ふしき 高岡市伏木古国府　伏木特別地域気象観測所
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地方
振興局
都府県

地点番号 観測所名 よみがな 所在地（代表的な所在地を記載）

北陸 富山 55102 富山 とやま 富山市石坂　富山地方気象台
北陸 石川 56052 輪島 わじま 輪島市鳳至町畠田　輪島特別地域気象観測所
北陸 石川 56227 金沢 かなざわ 金沢市西念　金沢地方気象台
北陸 福井 57066 福井 ふくい 福井市豊島　福井地方気象台
北陸 福井 57248 敦賀 つるが 敦賀市松栄町　敦賀特別地域気象観測所
近畿 滋賀 60131 彦根 ひこね 彦根市城町　彦根地方気象台
近畿 京都 61111 舞鶴 まいづる 舞鶴市字下福井　舞鶴特別地域気象観測所
近畿 京都 61286 京都 きょうと 京都市中京区西ノ京笠殿町　京都地方気象台
近畿 大阪 62078 大阪 おおさか 大阪市中央区大手前　大阪管区気象台
近畿 兵庫 63051 豊岡 とよおか 豊岡市桜町　豊岡特別地域気象観測所
近畿 兵庫 63383 姫路 ひめじ 姫路市神子岡前　姫路特別地域気象観測所
近畿 兵庫 63518 神戸 こうべ 神戸市中央区脇浜海岸通　神戸地方気象台
近畿 兵庫 63571 洲本 すもと 洲本市木戸　洲本特別地域気象観測所
近畿 奈良 64036 奈良 なら 奈良市東紀寺町　奈良地方気象台
近畿 和歌山 65042 和歌山 わかやま 和歌山市男野芝丁　和歌山地方気象台
近畿 和歌山 65356 潮岬 しおのみさき 東牟婁郡串本町潮岬　潮岬特別地域気象観測所
中国 岡山 66186 津山 つやま 津山市林田　津山特別地域気象観測所
中国 岡山 66408 岡山 おかやま 岡山市北区津島中　岡山地方気象台
中国 広島 67401 福山 ふくやま 福山市松永町　福山特別地域気象観測所
中国 広島 67437 広島 ひろしま 広島市中区上八丁堀　広島地方気象台
中国 広島 67511 呉 くれ 呉市宝町　呉特別地域気象観測所
中国 島根 68022 西郷 さいごう 隠岐郡隠岐の島町西町大城ノ一　西郷特別地域気象観測所
中国 島根 68132 松江 まつえ 松江市西津田　松江地方気象台
中国 島根 68376 浜田 はまだ 浜田市大辻町　浜田特別地域気象観測所
中国 鳥取 69006 境 さかい 境港市東本町　境特別地域気象観測所
中国 鳥取 69076 米子 よなご 米子市博労町　米子特別地域気象観測所
中国 鳥取 69122 鳥取 とっとり 鳥取市吉方　鳥取地方気象台
中国 山口 81071 萩 はぎ 萩市大字土原字川島沖田　萩特別地域気象観測所
中国 山口 81286 山口 やまぐち 山口市前町　山口特別地域気象観測所
中国 山口 81428 下関 しものせき 下関市竹崎町　下関地方気象台
四国 徳島 71106 徳島 とくしま 徳島市大和町　徳島地方気象台
四国 香川 72086 高松 たかまつ 高松市伏石町　高松地方気象台
四国 香川 72111 多度津 たどつ 仲多度郡多度津町家中　多度津特別地域気象観測所
四国 愛媛 73166 松山 まつやま 松山市北持田町　松山地方気象台
四国 愛媛 73442 宇和島 うわじま 宇和島市住吉町　宇和島特別地域気象観測所
四国 高知 74181 高知 こうち 高知市比島町　高知地方気象台
四国 高知 74372 室戸岬 むろとみさき 室戸市室戸岬町　室戸岬特別地域気象観測所
四国 高知 74447 宿毛 すくも 宿毛市片島　宿毛特別地域気象観測所
四国 高知 74516 清水 しみず 土佐清水市足摺岬　清水特別地域気象観測所
九州 福岡 82136 飯塚 いいづか 飯塚市川島字甘木　飯塚特別地域気象観測所
九州 福岡 82182 福岡 ふくおか 福岡市中央区大濠　福岡管区気象台
九州 大分 83137 日田 ひた 日田市三本松　日田特別地域気象観測所
九州 大分 83216 大分 おおいた 大分市長浜町　大分地方気象台
九州 長崎 84072 厳原 いづはら 対馬市厳原町東里　厳原特別地域気象観測所
九州 長崎 84171 平戸 ひらど 平戸市岩の上町　平戸特別地域気象観測所
九州 長崎 84266 佐世保 させぼ 佐世保市干尽町　佐世保特別地域気象観測所
九州 長崎 84496 長崎 ながさき 長崎市南山手町　長崎地方気象台
九州 長崎 84519 雲仙岳 うんぜんだけ 雲仙市小浜町雲仙　雲仙岳特別地域気象観測所
九州 長崎 84536 福江 ふくえ 五島市木場町　福江特別地域気象観測所
九州 佐賀 85142 佐賀 さが 佐賀市駅前中央　佐賀地方気象台
九州 熊本 86141 熊本 くまもと 熊本市中央区京町　熊本地方気象台
九州 熊本 86467 人吉 ひとよし 人吉市城本町　人吉特別地域気象観測所
九州 熊本 86491 牛深 うしぶか 天草市牛深町　牛深特別地域気象観測所
九州 宮崎 87141 延岡 のべおか 延岡市天神小路　延岡特別地域気象観測所
九州 宮崎 87376 宮崎 みやざき 宮崎市霧島　宮崎地方気象台
九州 宮崎 87426 都城 みやこのじょう 都城市菖蒲原町　都城特別地域気象観測所
九州 宮崎 87492 油津 あぶらつ 日南市油津　油津特別地域気象観測所
九州 鹿児島 88061 阿久根 あくね 阿久根市赤瀬川　阿久根特別地域気象観測所
九州 鹿児島 88317 鹿児島 かごしま 鹿児島市東郡元町　鹿児島地方気象台
九州 鹿児島 88466 枕崎 まくらざき 枕崎市高見町　枕崎特別地域気象観測所
九州 鹿児島 88612 種子島 たねがしま 西之表市西之表　種子島特別地域気象観測所
九州 鹿児島 88686 屋久島 やくしま 熊毛郡屋久島町小瀬田　屋久島特別地域気象観測所
九州 鹿児島 88836 名瀬 なぜ 奄美市名瀬港町　名瀬測候所
九州 鹿児島 88971 沖永良部 おきのえらぶ 大島郡和泊町国頭字手付　沖永良部特別地域気象観測所
沖縄 沖縄 91107 名護 なご 名護市宮里　名護特別地域気象観測所
沖縄 沖縄 91146 久米島 くめじま 島尻郡久米島町字謝名堂　久米島特別地域気象観測所
沖縄 沖縄 91197 那覇 なは 那覇市樋川　沖縄気象台
沖縄 沖縄 92011 南大東 みなみだいとう 島尻郡南大東村在所　南大東島地方気象台
沖縄 沖縄 93041 宮古島 みやこじま 宮古島市平良字下里　宮古島地方気象台
沖縄 沖縄 94017 与那国島 よなぐにじま 八重山郡与那国町与那国　与那国島特別地域気象観測所
沖縄 沖縄 94062 西表島 いりおもてじま 八重山郡竹富町字上原宇那利崎　西表島特別地域気象観測所
沖縄 沖縄 94081 石垣島 いしがきじま 石垣市登野城　石垣島地方気象台
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