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凡例： 地点番号、 観測所名、所在地等 令和２年度変更地点
地点番号、 観測所名、所在地等 令和２年度終了地点（過年度提供地点）

地方 振興局 地点番号 観測所名 よみがな 所在地 English 中文簡体 中文繁体 한국어
北海道 宗谷 11001 宗谷岬 そうやみさき 稚内市宗谷岬 Soya-misaki 宗谷岬 宗谷岬 소야미사키
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 Wakkanai 稚内 稚內 왓카나이
北海道 宗谷 11046 礼文 れぶん 礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ Rebun 礼文 禮文 레분
北海道 宗谷 11076 浜鬼志別 はまおにしべつ 宗谷郡猿払村浜鬼志別 Hamaonishibetsu 滨鬼志別 濱鬼志別 하마오니시베츠
北海道 宗谷 11121 沼川 ぬまかわ 稚内市声問村字沼川 Numakawa 沼川 沼川 누마카와
北海道 宗谷 11151 沓形 くつがた 利尻郡利尻町沓形泉町 Kutsugata 沓形 沓形 쿠츠가타
北海道 宗谷 11176 豊富 とよとみ 天塩郡豊富町字豊富東2条 Toyotomi 丰富 豐富 토요토미
北海道 宗谷 11206 浜頓別 はまとんべつ 枝幸郡浜頓別町クッチャロ湖畔 Hamatombetsu 滨顿别 濱頓別 하마톤베츠
北海道 宗谷 11276 中頓別 なかとんべつ 枝幸郡中頓別町上駒 Nakatombetsu 中顿别 中頓別 나카톤베츠
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 Kitami-esashi 北见枝幸 北見枝幸 키타미에사시
北海道 宗谷 11316 歌登 うたのぼり 枝幸郡枝幸町歌登東町 Utanobori 歌登 歌登 우타노보리
北海道 上川 12011 中川 なかがわ 中川郡中川町中川 Nakagawa 中川 中川 나카가와
北海道 上川 12041 音威子府 おといねっぷ 中川郡音威子府村音威子府 Otoineppu 音威子府 音威子府 오토이넷푸
北海道 上川 12141 美深 びふか 中川郡美深町西町 Bifuka 美深 美深 비후카
北海道 上川 12181 名寄 なよろ 名寄市大橋 Nayoro 名寄 名寄 나요로
北海道 上川 12231 下川 しもかわ 上川郡下川町南町 Shimokawa 下川 下川 시모카와
北海道 上川 12261 士別 しべつ 士別市武徳町 Shibetsu 士别 士別 시베츠
北海道 上川 12266 朝日 あさひ 士別市朝日町中央 Asahi 朝日 朝日 아사히
北海道 上川 12301 和寒 わっさむ 上川郡和寒町日ノ出 Wassamu 和寒 和寒 왓사무
北海道 上川 12386 江丹別 えたんべつ 旭川市江丹別町芳野 Etambetsu 江丹别 江丹別 에탄베츠
北海道 上川 12396 比布 ぴっぷ 上川郡比布町北２線 Pippu 比布 比布 핏푸
北海道 上川 12411 上川 かみかわ 上川郡上川町栄町 Kamikawa 上川 上川 카미카와
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 Asahikawa 旭川 旭川 아사히카와
北海道 上川 12451 東川 ひがしかわ 上川郡東川町北町 Higashikawa 东川 東川 히가시카와
北海道 上川 12512 志比内 しびない 上川郡東神楽町志比内 Shibinai 志比内 志比內 시비나이
北海道 上川 12551 美瑛 びえい 上川郡美瑛町原野5線 Biei 美瑛 美瑛 비에이
北海道 上川 12596 上富良野 かみふらの 空知郡上富良野町大町 Kamifurano 上富良野 上富良野 카미후라노
北海道 上川 12626 富良野 ふらの 富良野市東町 Furano 富良野 富良野 후라노
北海道 上川 12632 麓郷 ろくごう 富良野市麓郷市街地 Rokugo 麓乡 麓鄉 로쿠고
北海道 上川 12691 幾寅 いくとら 空知郡南富良野町幾寅 Ikutora 几寅 幾寅 이쿠도라
北海道 上川 12746 占冠 しむかっぷ 勇払郡占冠村中央 Shimukappu 占冠 占冠 시무캇푸
北海道 上川 15041 朱鞠内 しゅまりない 雨竜郡幌加内町朱鞠内 Shumarinai 朱鞠内 朱鞠內 슈마리나이

北海道 上川 15076 幌加内 ほろかない 雨竜郡幌加内町幌加内 Horokanai 幌加内 幌加內 호로카나이
北海道 留萌 13061 天塩 てしお 天塩郡天塩町川口 Teshio 天盐 天鹽 테시오
北海道 留萌 13086 遠別 えんべつ 天塩郡遠別町幸和 Embetsu 远别 遠別 엔베츠
北海道 留萌 13121 初山別 しょさんべつ 苫前郡初山別村初山別 Shosambetsu 初山别 初山別 쇼산베츠
北海道 留萌 13146 焼尻 やぎしり 苫前郡羽幌町焼尻白浜 Yagishiri 烧尻 燒尻 야기시리
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 Haboro 羽幌 羽幌 하보로
北海道 留萌 13261 達布 たっぷ 留萌郡小平町達布 Tappu 达布 達布 탓푸
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 Rumoi 留萌 留萌 루모이
北海道 留萌 13311 増毛 ましけ 増毛郡増毛町別苅 Mashike 增毛 增毛 마시케
北海道 留萌 13321 幌糠 ほろぬか 留萌市幌糠町 Horonuka 幌糠 幌糠 호로누카
北海道 石狩 14026 浜益 はまます 石狩市浜益区川下 Hamamasu 滨益 濱益 하마마스
北海道 石狩 14071 厚田 あつた 石狩市厚田区別狩 Atsuta 厚田 厚田 아츠타
北海道 石狩 14101 新篠津 しんしのつ 石狩郡新篠津村第46線北 Shin-shinotsu 新筱津 新篠津 신시노츠
北海道 石狩 14116 山口 やまぐち 札幌市手稲区手稲山口 Yamaguchi 山口 山口 야마구치
北海道 石狩 14121 石狩 いしかり 石狩市生振 Ishikari 石狩 石狩 이시카리
北海道 石狩 14136 江別 えべつ 江別市江別太 Ebetsu 江别 江別 에베츠
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 Sapporo 札幌 札幌 삿포로
北海道 石狩 14206 恵庭島松 えにわしままつ 恵庭市下島松 Eniwa-shimamatsu 恵庭岛松 惠庭島松 에니와시마마츠
北海道 石狩 14286 支笏湖畔 しこつこはん 千歳市支笏湖温泉番外地 Shikotsu-kohan 支笏湖畔 支笏湖畔 시코츠코한
北海道 空知 15116 石狩沼田 いしかりぬまた 雨竜郡沼田町緑町 Ishikari-numata 石狩沼田 石狩沼田 이시카리누마타
北海道 空知 15161 深川 ふかがわ 深川市一已町一已 Fukagawa 深川 深川 후카가와
北海道 空知 15231 空知吉野 そらちよしの 樺戸郡新十津川町吉野 Sorachi-yoshino 空知吉野 空知吉野 소라치요시노
北海道 空知 15241 滝川 たきかわ 滝川市南滝の川 Takikawa 泷川 瀧川 타키카와
北海道 空知 15251 芦別 あしべつ 芦別市北2条東 Ashibetsu 芦别 蘆別 아시베츠
北海道 空知 15311 月形 つきがた 樺戸郡月形町知来乙 Tsukigata 月形 月形 츠키가타
北海道 空知 15321 美唄 びばい 美唄市北美唄町二区 Bibai 美呗 美唄 비바이
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 Iwamizawa 岩见泽 岩見澤 이와미자와
北海道 空知 15431 長沼 ながぬま 夕張郡長沼町本町北 Naganuma 长沼 長沼 나가누마
北海道 空知 15442 夕張 ゆうばり 夕張市鹿の谷山手町 Yubari 夕张 夕張 유바리
北海道 後志 16026 美国 びくに 積丹郡積丹町美国町字船澗 Bikuni 美国 美國 비쿠니
北海道 後志 16061 神恵内 かもえない 古宇郡神恵内村大字神恵内村 Kamoenai 神恵内 神惠內 카모에나이
北海道 後志 16076 余市 よいち 余市郡余市町豊丘町 Yoichi 余市 余市 요이치
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 Otaru 小樽 小樽 오타루
北海道 後志 16156 共和 きょうわ 岩内郡共和町南幌似 Kyowa 共和 共和 쿄와
北海道 後志 16206 蘭越 らんこし 磯谷郡蘭越町蘭越 Rankoshi 兰越 蘭越 란코시
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 Kutchan 倶知安 俱知安 쿳찬
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 Suttsu 寿都 壽都 슷츠
北海道 後志 16281 真狩 まっかり 虻田郡真狩村美原 Makkari 真狩 真狩 맛카리
北海道 後志 16286 喜茂別 きもべつ 虻田郡喜茂別町伏見 Kimobetsu 喜茂别 喜茂別 키모베츠
北海道 後志 16321 黒松内 くろまつない 寿都郡黒松内町黒松内 Kuromatsunai 黑松内 黑松內 쿠로마츠나이
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 Omu 雄武 雄武 오무
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17076 興部 おこっぺ 紋別郡興部町興部 Okoppe 兴部 興部 오콧페
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17091 西興部 にしおこっぺ 紋別郡西興部村西興部 Nishi-okoppe 西兴部 西興部 니시오콧페
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 Mombetsu 纹別 紋別 몬베츠
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17166 湧別 ゆうべつ 紋別郡湧別町東 Yubetsu 涌別 湧別 유베츠
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17196 滝上 たきのうえ 紋別郡滝上町滝ノ上原野5線南 Takinoue 泷上 瀧上 타키노우에
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17246 常呂 ところ 北見市常呂町字岐阜 Tokoro 常吕 常呂 토코로
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17306 遠軽 えんがる 紋別郡遠軽町東町 Engaru 远轻 遠輕 엔가루
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17316 佐呂間 さろま 常呂郡佐呂間町西富 Saroma 佐吕间 佐呂間 사로마

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 Abashiri 网走 網走 아바시리
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17351 宇登呂 うとろ 斜里郡斜里町ウトロ高原 Utoro 宇登吕 宇登呂 우토로
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17482 白滝 しらたき 紋別郡遠軽町白滝北支湧別 Shirataki 白泷 白瀧 시라타키
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17501 生田原 いくたはら 紋別郡遠軽町生田原 Ikutahara 生田原 生田原 이쿠타하라
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17521 北見 きたみ 北見市広郷 Kitami 北见 北見 키타미
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17546 小清水 こしみず 斜里郡小清水町泉 Koshimizu 小清水 小清水 코시미즈
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17561 斜里 しゃり 斜里郡斜里町以久科南 Shari 斜里 斜里 샤리
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17596 留辺蘂 るべしべ 北見市留辺蘂町大和 Rubeshibe 留边药 留邊蘂 루베시베
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17607 境野 さかいの 常呂郡置戸町豊住 Sakaino 境野 境野 사카이노
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17631 美幌 びほろ 網走郡美幌町福住 Bihoro 美幌 美幌 비호로
北海道 ｵﾎｰﾂｸ 17717 津別 つべつ 網走郡津別町豊永 Tsubetsu 津别 津別 츠베츠
北海道 根室 18038 羅臼 らうす 目梨郡羅臼町栄町 Rausu 罗臼 羅臼 라우스
北海道 根室 18136 標津 しべつ 標津郡標津町北2条西 Shibetsu 标津 標津 시베츠
北海道 根室 18161 上標津 かみしべつ 標津郡中標津町字上標津 Kamishibetsu 上标津 上標津 카미시베츠
北海道 根室 18171 中標津 なかしべつ 標津郡中標津町桜ケ丘 Nakashibetsu 中标津 中標津 나카시베츠
北海道 根室 18256 別海 べつかい 野付郡別海町川上町 Betsukai 别海 別海 베츠카이
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 Nemuro 根室 根室 네무로
北海道 根室 18281 納沙布 のさっぷ 根室市温根元 Nosappu 纳沙布 納沙布 노삿푸
北海道 根室 18311 厚床 あっとこ 根室市西厚床 Attoko 厚床 厚床 앗토코
北海道 釧路 19021 川湯 かわゆ 川上郡弟子屈町川湯駅前 Kawayu 川汤 川湯 카와유
北海道 釧路 19051 弟子屈 てしかが 川上郡弟子屈町弟子屈原野 Teshikaga 弟子屈 弟子屈 테시카가
北海道 釧路 19076 阿寒湖畔 あかんこはん 釧路市阿寒町阿寒湖温泉 Akan-kohan 阿寒湖畔 阿寒湖畔 아칸코한
北海道 釧路 19151 標茶 しべちゃ 川上郡標茶町開運 Shibecha 标茶 標茶 시베챠
北海道 釧路 19191 鶴居 つるい 阿寒郡鶴居村鶴居東 Tsurui 鹤居 鶴居 츠루이
北海道 釧路 19261 中徹別 なかてしべつ 釧路市阿寒町徹別中央34線 Nakateshibetsu 中彻别 中徹別 나카테시베츠
北海道 釧路 19311 榊町 さかきまち 厚岸郡浜中町榊町 Sakaki-machi 榊町 榊町 사카키마치
北海道 釧路 19376 太田 おおた 厚岸郡厚岸町太田 Ota 太田 太田 오타
北海道 釧路 19416 白糠 しらぬか 白糠郡白糠町西2条北 Shiranuka 白糠 白糠 시라누카
北海道 釧路 19432 釧路 くしろ 釧路市幸町　釧路地方気象台 Kushiro 钏路 釧路 쿠시로
北海道 釧路 19451 知方学 ちっぽまない 釧路郡釧路町仙鳳趾村知方学 Chippomanai 知方学 知方學 칫포마나이
北海道 十勝 20146 陸別 りくべつ 足寄郡陸別町陸別原野分線 Rikubetsu 陆别 陸別 리쿠베츠
北海道 十勝 20186 ぬかびら源泉郷 ぬかびらげんせんきょう 河東郡上士幌町ぬかびら源泉郷北区 Nukabira-gensenkyo 糠平源泉乡 糠平源泉鄉 누카비라겐센쿄
北海道 十勝 20266 上士幌 かみしほろ 河東郡上士幌町東4線 Kamishihoro 上士幌 上士幌 카미시호로
北海道 十勝 20276 足寄 あしょろ 足寄郡足寄町南1条 Ashoro 足寄 足寄 아쇼로
北海道 十勝 20341 本別 ほんべつ 中川郡本別町新町 Hombetsu 本别 本別 혼베츠
北海道 十勝 20356 新得 しんとく 上川郡新得町4条南 Shintoku 新得 新得 신토쿠
北海道 十勝 20361 鹿追 しかおい 河東郡鹿追町緑町 Shikaoi 鹿追 鹿追 시카오이
北海道 十勝 20371 駒場 こまば 河東郡音更町駒場北町 Komaba 驹场 駒場 코마바
北海道 十勝 20421 芽室 めむろ 河西郡芽室町西3条南 Memuro 芽室 芽室 메무로
北海道 十勝 20432 帯広 おびひろ 帯広市東4条南　帯広測候所 Obihiro 带广 帶廣 오비히로
北海道 十勝 20441 池田 いけだ 中川郡池田町清見 Ikeda 池田 池田 이케다
北海道 十勝 20506 浦幌 うらほろ 十勝郡浦幌町桜町 Urahoro 浦幌 浦幌 우라호로
北海道 十勝 20556 糠内 ぬかない 中川郡幕別町五位 Nukanai 糠内 糠內 누카나이
北海道 十勝 20601 上札内 かみさつない 河西郡中札内村元札内西1線 Kamisatsunai 上札内 上札內 카미사츠나이
北海道 十勝 20606 更別 さらべつ 河西郡更別村更別南2線 Sarabetsu 更别 更別 사라베츠
北海道 十勝 20631 大津 おおつ 中川郡豊頃町大津寿町 Otsu 大津 大津 오츠
北海道 十勝 20696 大樹 たいき 広尾郡大樹町柏木町 Taiki 大树 大樹 타이키
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 Hiro-o 广尾 廣尾 히로오
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地方 振興局 地点番号 観測所名 よみがな 所在地 English 中文簡体 中文繁体 한국어
北海道 胆振 21111 厚真 あつま 勇払郡厚真町朝日 Atsuma 厚真 厚真 아츠마
北海道 胆振 21126 穂別 ほべつ 勇払郡むかわ町穂別 Hobetsu 穂别 穗別 호베츠
北海道 胆振 21161 大滝 おおたき 伊達市大滝区本町 Otaki 大泷 大瀧 오타키
北海道 胆振 21171 森野 もりの 白老郡白老町森野 Morino 森野 森野 모리노
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 Tomakomai 苫小牧 苫小牧 토마코마이
北海道 胆振 21226 大岸 おおきし 虻田郡豊浦町大岸 Okishi 大岸 大岸 오키시
北海道 胆振 21261 白老 しらおい 白老郡白老町高砂町 Shiraoi 白老 白老 시라오이
北海道 胆振 21276 鵡川 むかわ 勇払郡むかわ町豊城 Mukawa 鹉川 鵡川 무카와
北海道 胆振 21297 伊達 だて 伊達市館山下町 Date 伊达 伊達 다테
北海道 胆振 21312 登別 のぼりべつ 登別市札内町 Noboribetsu 登別 登別 노보리베츠
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 Muroran 室兰 室蘭 무로란
北海道 日高 22036 日高 ひだか 沙流郡日高町本町東 Hidaka 日高 日高 히다카
北海道 日高 22141 日高門別 ひだかもんべつ 沙流郡日高町字富浜 Hidaka-mombetsu 日高门别 日高門別 히다카몬베츠
北海道 日高 22156 新和 しんわ 新冠郡新冠町新和 Shinwa 新和 新和 신와
北海道 日高 22241 静内 しずない 日高郡新ひだか町静内山手町 Shizunai 静内 靜內 시즈나이
北海道 日高 22291 三石 みついし 日高郡新ひだか町三石美野和 Mitsuishi 三石 三石 미츠이시
北海道 日高 22306 中杵臼 なかきねうす 浦河郡浦河町上杵臼 Nakakineusu 中杵臼 中杵臼 나카키네우스
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 Urakawa 浦河 浦河 우라카와
北海道 日高 22391 えりも岬 えりもみさき 幌泉郡えりも町東洋 Erimo-misaki 襟裳岬 襟裳岬 에리모미사키
北海道 渡島 23031 長万部 おしゃまんべ 山越郡長万部町栄原 Oshamambe 长万部 長萬部 오샤만베
北海道 渡島 23086 八雲 やくも 二海郡八雲町本町 Yakumo 八云 八雲 야쿠모
北海道 渡島 23166 森 もり 茅部郡森町姫川 Mori 森 森 모리
北海道 渡島 23206 川汲 かっくみ 函館市川汲町 Kakkumi 川汲 川汲 캇쿠미
北海道 渡島 23226 北斗 ほくと 北斗市本町 Hokuto 北斗 北斗 호쿠토
北海道 渡島 23232 函館 はこだて 函館市美原　函館地方気象台 Hakodate 函馆 函館 하코다테
北海道 渡島 23326 木古内 きこない 上磯郡木古内町字本町 Kikonai 木古内 木古內 키코나이
北海道 渡島 23376 松前 まつまえ 松前郡松前町建石 Matsumae 松前 松前 마츠마에
北海道 渡島 24141 熊石 くまいし 二海郡八雲町熊石根崎町 Kumaishi 熊石 熊石 쿠마이시
北海道 檜山 24041 せたな せたな 久遠郡せたな町瀬棚区本町 Setana 濑棚 瀨棚 세타나
北海道 檜山 24051 今金 いまかね 瀬棚郡今金町今金 Imakane 今金 今金 이마카네
北海道 檜山 24101 奥尻 おくしり 奥尻郡奥尻町字稲穂 Okushiri 奥尻 奧尻 오쿠시리
北海道 檜山 24201 鶉 うずら 檜山郡厚沢部町鶉町 Uzura 鹑 鶉 우즈라
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 Esashi 江差 江差 에사시
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地方 都府県 地点番号 観測所名 よみがな 所在地 English 中文簡体 中文繁体 한국어
東北 青森 31001 大間 おおま 下北郡大間町大間字狼丁 Oma 大间 大間 오마
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 Mutsu 陆奥 陸奧 무츠
東北 青森 31121 小田野沢 おだのさわ 下北郡東通村小田野沢字中川目 Odanosawa 小田野泽 小田野澤 오다노사와
東北 青森 31136 今別 いまべつ 東津軽郡今別町今別字中沢 Imabetsu 今别 今別 이마베츠
東北 青森 31156 脇野沢 わきのさわ むつ市脇野沢桂沢 Wakinosawa 胁野泽 脇野澤 와키노사와
東北 青森 31186 市浦 しうら 五所川原市相内 Shiura 市浦 市浦 시우라
東北 青森 31201 蟹田 かにた 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田鰐ケ淵 Kanita 蟹田 蟹田 카니타
東北 青森 31296 五所川原 ごしょがわら 五所川原市松島町 Goshogawara 五所川原 五所川原 고쇼가와라
東北 青森 31312 青森 あおもり 青森市花園　青森地方気象台 Aomori 青森 青森 아오모리
東北 青森 31332 野辺地 のへじ 上北郡野辺地町有戸鳥井平 Noheji 野边地 野邊地 노헤지
東北 青森 31336 六ケ所 ろっかしょ 上北郡六ケ所村倉内字笹崎 Rokkasho 六所 六所 롯카쇼
東北 青森 31366 鰺ケ沢 あじがさわ 西津軽郡鰺ケ沢町舞戸町字小夜 Ajigasawa 鲹泽 鰺澤 아지가사와
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 Fukaura 深浦 深浦 후카우라
東北 青森 31461 弘前 ひろさき 弘前市和田町 Hirosaki 弘前 弘前 히로사키
東北 青森 31466 黒石 くろいし 黒石市馬場尻南 Kuroishi 黑石 黑石 쿠로이시
東北 青森 31482 酸ケ湯 すかゆ 青森市荒川字南荒川山国有林酸ケ湯沢 Sukayu 酸汤 酸湯 스카유
東北 青森 31506 三沢 みさわ 三沢市東町 Misawa 三泽 三澤 미사와
東北 青森 31586 十和田 とわだ 十和田市相坂字相坂 Towada 十和田 十和田 토와다
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 Hachinohe 八户 八戶 하치노헤
東北 青森 31646 碇ケ関 いかりがせき 平川市碇ヶ関阿原 Ikarigaseki 碇关 碇關 이카리가세키
東北 青森 31662 休屋 やすみや 十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋 Yasumiya 休屋 休屋 야스미야
東北 青森 31721 三戸 さんのへ 三戸郡三戸町川守田字寺ノ沢 Sannohe 三户 三戶 산노헤
東北 秋田 32056 八森 はちもり 山本郡八峰町八森字チコキ Hachimori 八森 八森 하치모리
東北 秋田 32111 能代 のしろ 能代市緑町 Noshiro 能代 能代 노시로
東北 秋田 32126 鷹巣 たかのす 北秋田市旭町 Takanosu 鹰巢 鷹巢 타카노스
東北 秋田 32136 大館 おおだて 大館市出川字上野 Odate 大馆 大館 오다테
東北 秋田 32146 鹿角 かづの 鹿角市花輪字荒田 Kazuno 鹿角 鹿角 카즈노
東北 秋田 32206 湯瀬 ゆぜ 鹿角市八幡平湯瀬字一羽根 Yuze 汤濑 湯瀨 유제
東北 秋田 32266 八幡平 はちまんたい 鹿角市八幡平字熊沢外8国有林 Hachimantai 八幡平 八幡平 하치만타이
東北 秋田 32286 男鹿 おが 男鹿市脇本脇本字上野 Oga 男鹿 男鹿 오가
東北 秋田 32287 大潟 おおがた 南秋田郡大潟村大潟 Ogata 大潟 大潟 오가타
東北 秋田 32296 五城目 ごじょうめ 南秋田郡五城目町上樋口字屋岸 Gojome 五城目 五城目 고죠메
東北 秋田 32311 阿仁合 あにあい 北秋田市阿仁水無字畑町東裏 Aniai 阿仁合 阿仁合 아니아이
東北 秋田 32402 秋田 あきた 秋田市山王　秋田地方気象台 Akita 秋田 秋田 아키타
東北 秋田 32407 岩見三内 いわみさんない 秋田市河辺三内字外川原 Iwami-sannai 岩见三内 岩見三內 이와미산나이
東北 秋田 32466 角館 かくのだて 仙北市角館町小勝田鵜の崎 Kakunodate 角馆 角館 카쿠노다테
東北 秋田 32476 田沢湖 たざわこ 仙北市田沢湖生保内字宮の後 Tazawa-ko 田泽湖 田澤湖 타자와코

東北 秋田 32496 大正寺 だいしょうじ 秋田市雄和新波字寺沢 Daishoji 大正寺 大正寺 다이쇼지
東北 秋田 32551 大曲 おおまがり 大仙市四ツ屋字下古道 Omagari 大曲 大曲 오마가리
東北 秋田 32571 本荘 ほんじょう 由利本荘市埋田字用堰南 Honjo 本庄 本莊 혼죠
東北 秋田 32581 東由利 ひがしゆり 由利本荘市東由利老方字後田 Higashi-yuri 东由利 東由利 히가시유리
東北 秋田 32596 横手 よこて 横手市横手町大樋 Yokote 横手 橫手 요코테
東北 秋田 32616 にかほ にかほ にかほ市金浦字南金浦 Nikaho 仁贺保 仁賀保 니카호
東北 秋田 32626 矢島 やしま 由利本荘市矢島町城内字築館 Yashima 矢岛 矢島 야시마
東北 秋田 32691 湯沢 ゆざわ 湯沢市金谷字樋ノ口 Yuzawa 汤泽 湯澤 유자와
東北 秋田 32771 湯の岱 ゆのたい 湯沢市秋の宮字湯の岱 Yunotai 汤之岱 湯之岱 유노타이
東北 岩手 33006 種市 たねいち 九戸郡洋野町種市第21地割 Taneichi 种市 種市 타네이치
東北 岩手 33026 軽米 かるまい 九戸郡軽米町大字上館第15地割 Karumai 轻米 輕米 카루마이
東北 岩手 33071 二戸 にのへ 二戸市堀野字馬場 Ninohe 二户 二戶 니노헤
東北 岩手 33136 山形 やまがた 久慈市山形町川井 Yamagata 山形 山形 야마가타
東北 岩手 33146 久慈 くじ 久慈市小久慈町第24地割 Kuji 久慈 久慈 쿠지
東北 岩手 33166 荒屋 あらや 八幡平市叺田 Araya 荒屋 荒屋 아라야
東北 岩手 33176 奥中山 おくなかやま 二戸郡一戸町小繋字西田子 Okunakayama 奥中山 奧中山 오쿠나카야마
東北 岩手 33186 葛巻 くずまき 岩手郡葛巻町葛巻第7地割字元町 Kuzumaki 葛卷 葛巻 쿠즈마키
東北 岩手 33206 普代 ふだい 下閉伊郡普代村第13地割字普代 Fudai 普代 普代 후다이
東北 岩手 33226 岩手松尾 いわてまつお 八幡平市野駄 Iwate-matsuo 岩手松尾 岩手松尾 이와테마츠오
東北 岩手 33296 好摩 こうま 盛岡市好摩字芋田向 Koma 好摩 好摩 코마
東北 岩手 33326 岩泉 いわいずみ 下閉伊郡岩泉町岩泉字中家 Iwaizumi 岩泉 岩泉 이와이즈미
東北 岩手 33336 小本 おもと 下閉伊郡岩泉町小本字下中野 Omoto 小本 小本 오모토
東北 岩手 33371 薮川 やぶかわ 盛岡市薮川字外山 Yabukawa 薮川 藪川 야부카와
東北 岩手 33421 雫石 しずくいし 岩手郡雫石町第40地割字千刈田 Shizukuishi 雫石 雫石 시즈쿠이시
東北 岩手 33431 盛岡 もりおか 盛岡市山王町　盛岡地方気象台 Morioka 盛冈 盛岡 모리오카
東北 岩手 33441 区界 くざかい 宮古市区界第2地割 Kuzakai 区界 區界 쿠자카이
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 Miyako 宫古 宮古 미야코
東北 岩手 33486 沢内 さわうち 和賀郡西和賀町沢内字貝沢4地割 Sawauchi 泽内 澤內 사와우치
東北 岩手 33501 紫波 しわ 紫波郡紫波町稲藤字七郷 Shiwa 紫波 紫波 시와
東北 岩手 33526 川井 かわい 宮古市川井 Kawai 川井 川井 카와이
東北 岩手 33581 大迫 おおはさま 花巻市大迫町大迫第13地割 Ohasama 大迫 大迫 오하사마
東北 岩手 33616 山田 やまだ 下閉伊郡山田町織笠第11地割 Yamada 山田 山田 야마다
東北 岩手 33631 湯田 ゆだ 和賀郡西和賀町上野々第39地割 Yuda 汤田 湯田 유다
東北 岩手 33671 遠野 とおの 遠野市松崎町白岩24地割 Tono 远野 遠野 토노
東北 岩手 33716 北上 きたかみ 北上市芳町 Kitakami 北上 北上 키타가미
東北 岩手 33751 釜石 かまいし 釜石市港町 Kamaishi 釜石 釜石 카마이시
東北 岩手 33776 若柳 わかやなぎ 奥州市胆沢区若柳字倉舘 Wakayanagi 若柳 若柳 와카야나기
東北 岩手 33781 江刺 えさし 奥州市江刺区愛宕字八日市 Esashi 江刺 江刺 에사시
東北 岩手 33801 住田 すみた 気仙郡住田町世田米字川向 Sumita 住田 住田 스미타
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 Ofunato 大船渡 大船渡 오후나토
東北 岩手 33911 一関 いちのせき 一関市竹山町 Ichinoseki 一关 一關 이치노세키
東北 岩手 33921 千厩 せんまや 一関市千厩町千厩字北方 Semmaya 千厩 千厩 센마야
東北 宮城 34012 駒ノ湯 こまのゆ 栗原市栗駒沼倉耕英南 Komanoyu 驹之汤 駒之湯 코마노유
東北 宮城 34026 気仙沼 けせんぬま 気仙沼市古町 Kesennuma 气仙沼 氣仙沼 케센누마
東北 宮城 34096 川渡 かわたび 大崎市鳴子温泉字蓬田 Kawatabi 川渡 川渡 카와와타리
東北 宮城 34111 築館 つきだて 栗原市築館左足下 Tsukidate 筑馆 築館 츠키다테
東北 宮城 34171 米山 よねやま 登米市米山町西野字的場 Yoneyama 米山 米山 요네야마
東北 宮城 34186 志津川 しづがわ 本吉郡南三陸町志津川字城場 Shizugawa 志津川 志津川 시즈가와
東北 宮城 34216 古川 ふるかわ 大崎市古川大崎字富国 Furukawa 古川 古川 후루카와

東北 宮城 34266 大衡 おおひら 黒川郡大衡村松の平 Ohira 大衡 大衡 오히라
東北 宮城 34276 鹿島台 かしまだい 大崎市鹿島台広長字内の浦 Kashimadai 鹿岛台 鹿島台 카시마다이
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 Ishinomaki 石卷 石巻 이시노마키
東北 宮城 34311 新川 にっかわ 仙台市青葉区新川字清水尻 Nikkawa 新川 新川 닛카와
東北 宮城 34331 塩釜 しおがま 塩竈市伊保石 Shiogama 盐釜 鹽釜 시오가마
東北 宮城 34361 江ノ島 えのしま 牡鹿郡女川町江島字荒藪 Enoshima 江之岛 江之島 에노시마
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 Sendai 仙台 仙台 센다이
東北 宮城 34461 白石 しろいし 白石市福岡長袋字湯殿山 Shiroishi 白石 白石 시로이시
東北 宮城 34462 蔵王 ざおう 刈田郡蔵王町大字平沢字内屋敷 Zao 藏王 藏王 자오
東北 宮城 34471 亘理 わたり 亘理郡亘理町字油田 Watari 亘理 亘理 와타리
東北 宮城 34506 丸森 まるもり 伊具郡丸森町舘矢間舘山字新賢中 Marumori 丸森 丸森 마루모리
東北 山形 35002 飛島 とびしま 酒田市飛島字勝浦乙 Tobishima 飞岛 飛島 토비시마
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 Sakata 酒田 酒田 사카타
東北 山形 35071 差首鍋 さすなべ 最上郡真室川町差首鍋 Sasunabe 差首锅 差首鍋 사스나베
東北 山形 35116 金山 かねやま 最上郡金山町金山字本町 Kaneyama 金山 金山 카네야마
東北 山形 35141 鶴岡 つるおか 鶴岡市錦町 Tsuruoka 鹤冈 鶴岡 츠루오카
東北 山形 35146 狩川 かりかわ 東田川郡庄内町狩川字矢倉 Karikawa 狩川 狩川 카리카와
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 Shinjo 新庄 新庄 신죠
東北 山形 35176 向町 むかいまち 最上郡最上町向町 Mukaimachi 向町 向町 무카이마치
東北 山形 35216 肘折 ひじおり 最上郡大蔵村南山 Hijiori 肘折 肘折 히지오리
東北 山形 35231 尾花沢 おばなざわ 尾花沢市新町 Obanazawa 尾花泽 尾花澤 오바나자와
東北 山形 35246 鼠ケ関 ねずがせき 鶴岡市鼠ケ関字横路 Nezugaseki 鼠关 鼠關 네즈가세키
東北 山形 35332 村山 むらやま 村山市大字大久保字寄込 Murayama 村山 村山 무라야마
東北 山形 35361 大井沢 おおいさわ 西村山郡西川町大井沢字中村 Oisawa 大井泽 大井澤 오이사와
東北 山形 35376 左沢 あてらざわ 西村山郡大江町本郷字下夕原己 Aterazawa 左泽 左澤 아테라자와
東北 山形 35426 山形 やまがた 山形市緑町　山形地方気象台 Yamagata 山形 山形 야마가타
東北 山形 35456 長井 ながい 長井市平山 Nagai 长井 長井 나가이
東北 山形 35486 小国 おぐに 西置賜郡小国町増岡字下林 Oguni 小国 小國 오구니
東北 山形 35511 高畠 たかはた 東置賜郡高畠町安久津字加茂川原 Takahata 高畠 高畠 타카하타
東北 山形 35541 高峰 たかみね 西置賜郡飯豊町高峰 Takamine 高峰 高峰 타카미네
東北 山形 35552 米沢 よねざわ 米沢市アルカディア Yonezawa 米泽 米澤 요네자와
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東北 福島 36056 茂庭 もにわ 福島市飯坂町茂庭字滑滝道 Moniwa 茂庭 茂庭 모니와
東北 福島 36066 梁川 やながわ 伊達市梁川町粟野字作田 Yanagawa 梁川 梁川 야나가와
東北 福島 36106 桧原 ひばら 耶麻郡北塩原村桧原字墓下 Hibara 桧原 檜原 히바라
東北 福島 36126 福島 ふくしま 福島市松木町　福島地方気象台 Fukushima 福岛 福島 후쿠시마
東北 福島 36151 相馬 そうま 相馬市成田字五郎右エ門橋 Soma 相马 相馬 소마
東北 福島 36176 喜多方 きたかた 喜多方市字押切 Kitakata 喜多方 喜多方 키타카타
東北 福島 36196 鷲倉 わしくら 福島市土湯温泉町字鷲倉山国有林 Washikura 鹫仓 鷲倉 와시쿠라
東北 福島 36221 飯舘 いいたて 相馬郡飯舘村飯樋字笠石 Iitate 饭馆 飯舘 이타테
東北 福島 36251 西会津 にしあいづ 耶麻郡西会津町尾野本字樋ノ口原乙 Nishi-aizu 西会津 西會津 니시아이즈
東北 福島 36276 猪苗代 いなわしろ 耶麻郡猪苗代町大字千代田字中島 Inawashiro 猪苗代 豬苗代 이나와시로
東北 福島 36291 二本松 にほんまつ 二本松市金色久保 Nihommatsu 二本松 二本松 니혼마츠
東北 福島 36342 金山 かねやま 大沼郡金山町大字中川字沖根原 Kaneyama 金山 金山 카네야마
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 Wakamatsu 若松 若松 와카마츠
東北 福島 36391 船引 ふねひき 田村市船引町船引字新房院 Funehiki 船引 船引 후네히키
東北 福島 36411 浪江 なみえ 双葉郡浪江町川添字北上の原 Namie 浪江 浪江 나미에
東北 福島 36426 只見 ただみ 南会津郡只見町只見字原 Tadami 只见 只見 타다미
東北 福島 36476 郡山 こおりやま 郡山市安積町成田字東丸山 Koriyama 郡山 郡山 코리야마
東北 福島 36501 川内 かわうち 双葉郡川内村上川内字小山平 Kawauchi 川内 川內 카와우치
東北 福島 36536 南郷 なんごう 南会津郡南会津町界字梨木平 Nango 南乡 南鄉 난고
東北 福島 36562 湯本 ゆもと 岩瀬郡天栄村田良尾字持石 Yumoto 汤本 湯本 유모토
東北 福島 36591 小野新町 おのにいまち 田村郡小野町小野新町字舘廻 Ono-niimachi 小野新町 小野新町 오노니마치
東北 福島 36611 広野 ひろの 双葉郡広野町下北迫字大谷地原 Hirono 广野 廣野 히로노
東北 福島 36641 田島 たじま 南会津郡南会津町田島字東下原 Tajima 田岛 田島 타지마
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 Shirakawa 白河 白河 시라카와
東北 福島 36676 石川 いしかわ 石川郡石川町双里字本宮 Ishikawa 石川 石川 이시카와
東北 福島 36716 桧枝岐 ひのえまた 南会津郡檜枝岐村字上河原 Hinoemata 桧枝岐 檜枝岐 히노에마타
東北 福島 36821 東白川 ひがししらかわ 東白川郡塙町大字上石井字新田 Higashi-shirakawa 东白川 東白川 히가시시라카와
東北 福島 36836 山田 やまだ いわき市山田町大谷 Yamada 山田 山田 야마다
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 Onahama 小名滨 小名濱 오나하마

4 / 9



地方 都府県 地点番号 観測所名 よみがな 所在地 English 中文簡体 中文繁体 한국어
関東 茨城 40046 北茨城 きたいばらき 北茨城市関南町関本下 Kita-ibaraki 北茨城 北茨城 키타이바라키
関東 茨城 40061 大子 だいご 久慈郡大子町大子 Daigo 大子 大子 다이고
関東 茨城 40091 常陸大宮 ひたちおおみや 常陸大宮市上小瀬 Hitachiomiya 常陆大宫 常陸大宮 히타치오미야
関東 茨城 40136 日立 ひたち 日立市会瀬町 Hitachi 日立 日立 히타치
関東 茨城 40191 笠間 かさま 笠間市箱田 Kasama 笠间 笠間 카사마
関東 茨城 40201 水戸 みと 水戸市金町　水戸地方気象台 Mito 水户 水戶 미토
関東 茨城 40221 古河 こが 古河市北町 Koga 古河 古河 코가
関東 茨城 40231 下館 しもだて 筑西市西石田 Shimodate 下馆 下館 시모다테
関東 茨城 40281 下妻 しもつま 下妻市二本紀 Shimotsuma 下妻 下妻 시모츠마
関東 茨城 40311 鉾田 ほこた 鉾田市安房 Hokota 鉾田 鉾田 호코타
関東 茨城 40336 つくば つくば つくば市長峰　高層気象台 Tsukuba 筑波 筑波 츠쿠바
関東 茨城 40341 土浦 つちうら 土浦市木田余東台 Tsuchiura 土浦 土浦 츠치우라
関東 茨城 40406 鹿嶋 かしま 鹿嶋市城山 Kashima 鹿嶋 鹿嶋 카시마
関東 茨城 40426 龍ケ崎 りゅうがさき 龍ケ崎市大徳町 Ryugasaki 龙崎 龍崎 류가사키
関東 栃木 41011 那須高原 なすこうげん 那須郡那須町大島 Nasu-kogen 那须高原 那須高原 나스코겐
関東 栃木 41076 五十里 いかり 日光市五十里堀割 Ikari 五十里 五十里 이카리
関東 栃木 41091 黒磯 くろいそ 那須塩原市埼玉 Kuroiso 黑矶 黑磯 쿠로이소
関東 栃木 41116 土呂部 どろぶ 日光市土呂部 Dorobu 土吕部 土呂部 도로부
関東 栃木 41141 大田原 おおたわら 大田原市宇田川 Otawara 大田原 大田原 오타와라
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 Okunikko 奥日光 奧日光 오쿠닛코
関東 栃木 41171 今市 いまいち 日光市瀬川 Imaichi 今市 今市 이마이치
関東 栃木 41181 塩谷 しおや 塩谷郡塩谷町大字田所 Shioya 盐谷 鹽谷 시오야
関東 栃木 41247 那須烏山 なすからすやま 那須烏山市森田字小塙前 Nasu-karasuyama 那须鸟山 那須烏山 나스카라스야마
関東 栃木 41271 鹿沼 かぬま 鹿沼市見野 Kanuma 鹿沼 鹿沼 카누마
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 Utsunomiya 宇都宫 宇都宮 우츠노미야
関東 栃木 41331 真岡 もおか 真岡市下籠谷 Mo-oka 真冈 真岡 모오카
関東 栃木 41361 佐野 さの 佐野市田沼町 Sano 佐野 佐野 사노
関東 栃木 41376 小山 おやま 小山市出井 Oyama 小山 小山 오야마
関東 群馬 42046 藤原 ふじわら 利根郡みなかみ町藤原字屋倉 Fujiwara 藤原 藤原 후지와라
関東 群馬 42091 みなかみ みなかみ 利根郡みなかみ町幸知 Minakami 水上 水上 미나카미
関東 群馬 42121 草津 くさつ 吾妻郡草津町草津 Kusatsu 草津 草津 쿠사츠
関東 群馬 42146 沼田 ぬまた 沼田市井土上町 Numata 沼田 沼田 누마타
関東 群馬 42186 中之条 なかのじょう 吾妻郡中之条町伊勢町 Nakanojo 中之条 中之條 나카노죠
関東 群馬 42221 田代 たしろ 吾妻郡嬬恋村田代 Tashiro 田代 田代 타시로
関東 群馬 42251 前橋 まえばし 前橋市昭和町　前橋地方気象台 Maebashi 前桥 前橋 마에바시
関東 群馬 42266 桐生 きりゅう 桐生市元宿町 Kiryu 桐生 桐生 키류
関東 群馬 42286 上里見 かみさとみ 高崎市上里見町 Kamisatomi 上里见 上里見 카미사토미

関東 群馬 42302 伊勢崎 いせさき 伊勢崎市宮子町 Isesaki 伊势崎 伊勢崎 이세사키
関東 群馬 42326 西野牧 にしのまき 甘楽郡下仁田町西野牧 Nishi-nomaki 西野牧 西野牧 니시노마키
関東 群馬 42366 館林 たてばやし 館林市富士原 Tatebayashi 馆林 館林 타테바야시
関東 群馬 42396 神流 かんな 多野郡神流町大字黒田字坂井道下 Kanna 神流 神流 칸나
関東 埼玉 43051 寄居 よりい 大里郡寄居町大字折原 Yorii 寄居 寄居 요리이
関東 埼玉 43056 熊谷 くまがや 熊谷市桜町　熊谷地方気象台 Kumagaya 熊谷 熊谷 쿠마가야
関東 埼玉 43126 久喜 くき 久喜市六万部 Kuki 久喜 久喜 쿠키
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 Chichibu 秩父 秩父 치치부
関東 埼玉 43171 鳩山 はとやま 比企郡鳩山町大字赤沼 Hatoyama 鸠山 鳩山 하토야마
関東 埼玉 43241 さいたま さいたま さいたま市桜区大字宿 Saitama 埼玉 埼玉 사이타마
関東 埼玉 43256 越谷 こしがや 越谷市大字北後谷 Koshigaya 越谷 越谷 코시가야
関東 埼玉 43266 所沢 ところざわ 所沢市勝楽寺 Tokorozawa 所泽 所澤 토코로자와
関東 東京 44046 小河内 おごうち 西多摩郡奥多摩町原 Ogochi 小河内 小河內 오고치
関東 東京 44056 青梅 おうめ 青梅市新町 Ome 青梅 青梅 오메
関東 東京 44071 練馬 ねりま 練馬区石神井台 Nerima 练马 練馬 네리마
関東 東京 44112 八王子 はちおうじ 八王子市元本郷町 Hachioji 八王子 八王子 하치오지
関東 東京 44116 府中 ふちゅう 府中市幸町 Fuchu 府中 府中 후츄
関東 東京 44132 東京 とうきょう 文京区白山　小石川植物園 Tokyo 东京 東京 도쿄
関東 東京 44136 江戸川臨海 えどがわりんかい 江戸川区臨海町 Edogawa-rinkai 江户川临海 江戶川臨海 에도가와린카이
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 Oshima 大岛 大島 오시마
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 Miyakejima 三宅岛 三宅島 미야케지마
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 Hachijojima 八丈岛 八丈島 하치죠지마
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 Chichijima 父岛 父島 치치지마
関東 千葉 45061 我孫子 あびこ 我孫子市新木野 Abiko 我孙子 我孫子 아비코
関東 千葉 45081 香取 かとり 香取市大根 Katori 香取 香取 카토리
関東 千葉 45106 船橋 ふなばし 船橋市薬円台 Funabashi 船桥 船橋 후나바시
関東 千葉 45116 佐倉 さくら 佐倉市角来字屋敷前 Sakura 佐仓 佐倉 사쿠라
関東 千葉 45147 銚子 ちょうし 銚子市川口町　銚子地方気象台 Choshi 铫子 銚子 쵸시
関東 千葉 45181 横芝光 よこしばひかり 山武郡横芝光町横芝 Yokoshiba-hikari 横芝光 橫芝光 요코시바히카리
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 Chiba 千叶 千葉 치바
関東 千葉 45261 茂原 もばら 茂原市高師 Mobara 茂原 茂原 모바라
関東 千葉 45282 木更津 きさらづ 木更津市請西南 Kisarazu 木更津 木更津 키사라즈
関東 千葉 45291 牛久 うしく 市原市米沢 Ushiku 牛久 牛久 우시쿠
関東 千葉 45326 坂畑 さかはた 君津市坂畑 Sakahata 坂畑 坂畑 사카하타
関東 千葉 45361 鴨川 かもがわ 鴨川市横渚 Kamogawa 鸭川 鴨川 카모가와
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 Katsuura 胜浦 勝浦 카츠우라
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 Tateyama 馆山 館山 타테야마
関東 神奈川 46091 海老名 えびな 海老名市中新田 Ebina 海老名 海老名 에비나
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 Yokohama 横滨 橫濱 요코하마
関東 神奈川 46141 辻堂 つじどう 藤沢市辻堂西海岸 Tsujido 辻堂 辻堂 츠지도
関東 神奈川 46166 小田原 おだわら 小田原市扇町 Odawara 小田原 小田原 오다와라
関東 神奈川 46211 三浦 みうら 三浦市初声町下宮田 Miura 三浦 三浦 미우라
甲信 長野 48031 野沢温泉 のざわおんせん 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字南原 Nozawa-onsen 野泽温泉 野澤溫泉 노자와온센
甲信 長野 48061 信濃町 しなのまち 上水内郡信濃町柏原字小丸山 Shinano-machi 信浓町 信濃町 시나노마치
甲信 長野 48066 飯山 いいやま 飯山市大字飯山字大道東 Iiyama 饭山 飯山 이야마
甲信 長野 48141 白馬 はくば 北安曇郡白馬村北城 Hakuba 白马 白馬 하쿠바
甲信 長野 48156 長野 ながの 長野市箱清水　長野地方気象台 Nagano 长野 長野 나가노
甲信 長野 48191 大町 おおまち 大町市大町 Omachi 大町 大町 오마치
甲信 長野 48196 信州新町 しんしゅうしんまち 長野市信州新町牧田中 Shinshu-shimmachi 信州新町 信州新町 신슈신마치

甲信 長野 48216 菅平 すがだいら 上田市菅平高原 Sugadaira 菅平 菅平 스가다이라
甲信 長野 48256 上田 うえだ 上田市古里 Ueda 上田 上田 우에다
甲信 長野 48296 穂高 ほたか 安曇野市穂高 Hotaka 穗高 穗高 호타카
甲信 長野 48321 東御 とうみ 東御市新張 Tohmi 东御 東御 토미
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 Karuizawa 轻井泽 輕井澤 카루이자와
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 Matsumoto 松本 松本 마츠모토
甲信 長野 48381 立科 たてしな 北佐久郡立科町芦田 Tateshina 立科 立科 타테시나
甲信 長野 48386 佐久 さく 佐久市中込 Saku 佐久 佐久間 사쿠
甲信 長野 48466 奈川 ながわ 松本市奈川 Nagawa 奈川 奈川 나가와
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 Suwa 诹访 諏訪 스와
甲信 長野 48531 開田高原 かいだこうげん 木曽郡木曽町開田高原西野 Kaida-kogen 开田高原 開田高原 카이다코겐
甲信 長野 48536 木祖薮原 きそやぶはら 木曽郡木祖村薮原 Kiso-yabuhara 木祖薮原 木祖藪原 키소야브하라
甲信 長野 48546 辰野 たつの 上伊那郡辰野町中央 Tatsuno 辰野 辰野 타츠노
甲信 長野 48561 原村 はらむら 諏訪郡原村向坂上 Haramura 原村 原村 하라무라
甲信 長野 48571 野辺山 のべやま 南佐久郡南牧村野辺山 Nobeyama 野边山 野邊山 노베야마
甲信 長野 48606 木曽福島 きそふくしま 木曽郡木曽町福島 Kiso-fukushima 木曾福岛 木曾福島 키소후쿠시마
甲信 長野 48621 伊那 いな 伊那市下新田 Ina 伊那 伊那 이나
甲信 長野 48717 南木曽 なぎそ 木曽郡南木曽町読書 Nagiso 南木曾 南木曾 나기소
甲信 長野 48731 飯島 いいじま 上伊那郡飯島町七久保 Iijima 饭岛 飯島 이지마
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 Iida 饭田 飯田 이다
甲信 長野 48826 浪合 なみあい 下伊那郡阿智村浪合 Namiai 浪合 浪合 나미아이
甲信 長野 48841 南信濃 みなみしなの 飯田市南信濃和田字夜川瀬 Minami-shinano 南信浓 南信濃 미나미시나노
甲信 山梨 49036 大泉 おおいずみ 北杜市大泉町谷戸 Oizumi 大泉 大泉 오이즈미
甲信 山梨 49086 韮崎 にらさき 韮崎市大草町若尾 Nirasaki 韭崎 韮崎 니라사키
甲信 山梨 49142 甲府 こうふ 甲府市飯田　甲府地方気象台 Kofu 甲府 甲府 코후
甲信 山梨 49151 勝沼 かつぬま 甲州市勝沼町勝沼 Katsunuma 胜沼 勝沼 카츠누마
甲信 山梨 49161 大月 おおつき 大月市大月 Otsuki 大月 大月 오츠키
甲信 山梨 49196 古関 ふるせき 甲府市古関町 Furuseki 古关 古關 후루세키
甲信 山梨 49236 切石 きりいし 南巨摩郡身延町切石 Kiriishi 切石 切石 키리이시
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 Kawaguchi-ko 河口湖 河口湖 카와구치코
甲信 山梨 49256 山中 やまなか 南都留郡山中湖村山中字梨ケ原 Yamanaka 山中 山中 야마나카
甲信 山梨 49316 南部 なんぶ 南巨摩郡南部町南部 Nambu 南部 南部 난부
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地方 都府県 地点番号 観測所名 よみがな 所在地 English 中文簡体 中文繁体 한국어
東海 静岡 50106 井川 いかわ 静岡市葵区井川 Ikawa 井川 井川 이카와
東海 静岡 50136 御殿場 ごてんば 御殿場市萩原 Gotemba 御殿场 御殿場 고텐바
東海 静岡 50196 富士 ふじ 富士市厚原 Fuji 富士 富士 후지
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 Mishima 三岛 三島 미시마
東海 静岡 50226 佐久間 さくま 浜松市天竜区佐久間町浦川 Sakuma 佐久间 佐久間 사쿠마
東海 静岡 50241 川根本町 かわねほんちょう 榛原郡川根本町田代 Kawane-honcho 川根本町 川根本町 카와네혼쵸
東海 静岡 50261 清水 しみず 静岡市清水区興津中町 Shimizu 清水 清水 시미즈
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 Ajiro 网代 網代 아지로
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 Shizuoka 静冈 靜岡 시즈오카
東海 静岡 50386 天竜 てんりゅう 浜松市天竜区船明 Tenryu 天龙 天龍 텐류
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 Hamamatsu 滨松 濱松 하마마츠
東海 静岡 50476 菊川牧之原 きくがわまきのはら 菊川市倉沢 Kikugawa-makinohara 菊川牧之原 菊川牧之原 키쿠가와마키노하라
東海 静岡 50491 松崎 まつざき 賀茂郡松崎町江奈 Matsuzaki 松崎 松崎 마츠자키
東海 静岡 50506 稲取 いなとり 賀茂郡東伊豆町稲取 Inatori 稻取 稻取 이나토리
東海 静岡 50536 磐田 いわた 磐田市南島 Iwata 磐田 磐田 이와타
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 Omaezaki 御前崎 御前崎 오마에자키
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 Irozaki 石廊崎 石廊崎 이로자키
東海 愛知 51031 愛西 あいさい 愛西市江西町川原 Aisai 爱西 愛西 아이사이
東海 愛知 51071 稲武 いなぶ 豊田市稲武町スソガエト Inabu 稻武 稻武 이나부
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 Nagoya 名古屋 名古屋 나고야
東海 愛知 51116 豊田 とよた 豊田市高町東山 Toyota 丰田 豐田 토요타
東海 愛知 51216 大府 おおぶ 大府市森岡町 Obu 大府 大府 오부
東海 愛知 51226 岡崎 おかざき 岡崎市美合町地蔵野 Okazaki 冈崎 岡崎 오카자키
東海 愛知 51247 新城 しんしろ 新城市富沢字広瀬 Shinshiro 新城 新城 신시로
東海 愛知 51281 蒲郡 がまごおり 蒲郡市神ノ郷町上名取 Gamagori 蒲郡 蒲郡 가마고리
東海 愛知 51311 南知多 みなみちた 知多郡南知多町大字豊丘字浜見台 Minami-chita 南知多 南知多 미나미치타
東海 愛知 51331 豊橋 とよはし 豊橋市神野新田町レノ割 Toyohashi 丰桥 豐橋 토요하시
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 Irako 伊良湖 伊良湖 이라코
東海 岐阜 52041 河合 かわい 飛騨市河合町角川 Kawai 河合 河合 카와이
東海 岐阜 52051 神岡 かみおか 飛騨市神岡町殿 Kamioka 神冈 神岡 카미오카
東海 岐阜 52081 白川 しらかわ 大野郡白川村鳩谷字北長 Shirakawa 白川 白川 시라카와
東海 岐阜 52111 栃尾 とちお 高山市奥飛騨温泉郷今見 Tochio 栃尾 栃尾 토치오
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 Takayama 高山 高山 타카야마
東海 岐阜 52181 六厩 むまや 高山市荘川町六厩 Mumaya 六厩 六厩 무마야
東海 岐阜 52196 宮之前 みやのまえ 高山市朝日町宮之前 Miyanomae 宫之前 宮之前 미야노마에
東海 岐阜 52221 長滝 ながたき 郡上市白鳥町長滝字三昧 Nagataki 长泷 長瀧 나가타키
東海 岐阜 52286 萩原 はぎわら 下呂市萩原町羽根 Hagiwara 萩原 萩原 하기와라

東海 岐阜 52331 八幡 はちまん 郡上市八幡町旭田尻 Hachiman 八幡 八幡 하치만
東海 岐阜 52346 宮地 みやじ 下呂市宮地 Miyaji 宫地 宮地 미야지
東海 岐阜 52381 樽見 たるみ 本巣市根尾神所 Tarumi 樽见 樽見 타루미
東海 岐阜 52406 金山 かなやま 下呂市金山町大船渡 Kanayama 金山 金山 카나야마
東海 岐阜 52461 美濃 みの 美濃市前野中川原 Mino 美浓 美濃 미노
東海 岐阜 52482 黒川 くろかわ 加茂郡白川町黒川 Kurokawa 黑川 黑川 쿠로카와
東海 岐阜 52511 揖斐川 いびがわ 揖斐郡揖斐川町三輪 Ibigawa 揖斐川 揖斐川 이비가와
東海 岐阜 52536 美濃加茂 みのかも 美濃加茂市西町 Mino-kamo 美浓加茂 美濃加茂 미노카모
東海 岐阜 52556 恵那 えな 恵那市長島町永田大洞 Ena 惠那 惠那 에나
東海 岐阜 52557 中津川 なかつがわ 中津川市手賀野 Nakatsugawa 中津川 中津川 나카츠가와
東海 岐阜 52571 関ケ原 せきがはら 不破郡関ケ原町関ケ原 Sekigahara 关原 關原 세키가하라
東海 岐阜 52581 大垣 おおがき 大垣市禾森町 Ogaki 大垣 大垣 오가키
東海 岐阜 52586 岐阜 ぎふ 岐阜市加納二之丸　岐阜地方気象台 Gifu 岐阜 岐阜 기후
東海 岐阜 52606 多治見 たじみ 多治見市光ケ丘 Tajimi 多治见 多治見 타지미
東海 三重 53041 桑名 くわな 桑名市大字江場字正金縄 Kuwana 桑名 桑名 쿠와나
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 Yokkaichi 四日市 四日市 욧카이치
東海 三重 53091 亀山 かめやま 亀山市椿世町 Kameyama 龟山 龜山 카메야마
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 Ueno 上野 上野 우에노
東海 三重 53133 津 つ 津市島崎町　津地方気象台 Tsu 津 津 츠
東海 三重 53196 小俣 おばた 伊勢市小俣町明野 Obata 小俣 小俣 오바타
東海 三重 53231 粥見 かゆみ 松阪市飯南町粥見 Kayumi 粥见 粥見 카유미
東海 三重 53257 鳥羽 とば 鳥羽市鳥羽 Toba 鸟羽 鳥羽 토바
東海 三重 53296 南伊勢 みなみいせ 度会郡南伊勢町船越 Minami-ise 南伊势 南伊勢 미나미이세
東海 三重 53326 紀伊長島 きいながしま 北牟婁郡紀北町長島 Kii-nagashima 纪伊长岛 紀伊長島 키이나가시마
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 Owase 尾鹫 尾鷲 오와세
東海 三重 53401 熊野新鹿 くまのあたしか 熊野市新鹿町 Kumano-atashika 熊野新鹿 熊野新鹿 쿠마노아타시카
北陸 新潟 54012 粟島 あわしま 岩船郡粟島浦村字内浦 Awashima 粟岛 粟島 아와시마
北陸 新潟 54041 弾崎 はじきざき 佐渡市鷲崎字弾崎 Hajikizaki 弹崎 彈崎 하지키자키
北陸 新潟 54086 村上 むらかみ 村上市三之町 Murakami 村上 村上 무라카미
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 Aikawa 相川 相川 아이카와
北陸 新潟 54166 両津 りょうつ 佐渡市両津湊 Ryotsu 两津 兩津 료츠
北陸 新潟 54181 中条 なかじょう 胎内市新和町 Nakajo 中条 中條 나카죠
北陸 新潟 54191 下関 しもせき 岩船郡関川村下関 Shimoseki 下关 下關 시모노세키
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 Niigata 新潟 新潟 니가타
北陸 新潟 54271 羽茂 はもち 佐渡市羽茂本郷 Hamochi 羽茂 羽茂 하모치
北陸 新潟 54296 新津 にいつ 新潟市秋葉区小戸上組 Niitsu 新津 新津 니츠
北陸 新潟 54341 巻 まき 新潟市西蒲区巻甲 Maki 卷 巻 마키
北陸 新潟 54387 寺泊 てらどまり 長岡市寺泊二の関 Teradomari 寺泊 寺泊 테라도마리
北陸 新潟 54396 三条 さんじょう 三条市西裏館 Sanjo 三条 三條 산죠
北陸 新潟 54421 津川 つがわ 東蒲原郡阿賀町津川 Tsugawa 津川 津川 츠가와
北陸 新潟 54501 長岡 ながおか 長岡市緑町 Nagaoka 长冈 長岡 나가오카
北陸 新潟 54541 柏崎 かしわざき 柏崎市元城町 Kashiwazaki 柏崎 柏崎 카시와자키
北陸 新潟 54566 守門 すもん 魚沼市西名 Sumon 守门 守門 스몬
北陸 新潟 54586 大潟 おおがた 上越市大潟区土底浜 Ogata 大潟 大潟 오가타
北陸 新潟 54616 小出 こいで 魚沼市佐梨 Koide 小出 小出 코이데
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 Takada 高田 高田 타카다
北陸 新潟 54661 安塚 やすづか 上越市安塚区和田 Yasuzuka 安冢 安塚 야스즈카
北陸 新潟 54676 十日町 とおかまち 十日町市小泉字北原 Tokamachi 十日町 十日町 토카마치
北陸 新潟 54711 糸魚川 いといがわ 糸魚川市東寺町 Itoigawa 丝鱼川 糸魚川 이토이가와

北陸 新潟 54721 能生 のう 糸魚川市大字平 No 能生 能生 노
北陸 新潟 54816 関山 せきやま 妙高市大字関山字原田 Sekiyama 关山 關山 세키야마
北陸 新潟 54836 津南 つなん 中魚沼郡津南町中深見乙 Tsunan 津南 津南 츠난
北陸 新潟 54841 湯沢 ゆざわ 南魚沼郡湯沢町湯沢字中島川原 Yuzawa 汤泽 湯澤 유자와
北陸 富山 55022 朝日 あさひ 下新川郡朝日町南保町 Asahi 朝日 朝日 아사히
北陸 富山 55041 氷見 ひみ 氷見市七分一 Himi 冰见 冰見 히미
北陸 富山 55056 魚津 うおづ 魚津市六郎丸 Uozu 鱼津 魚津 우오즈
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 Fushiki 伏木 伏木 후시키
北陸 富山 55102 富山 とやま 富山市石坂　富山地方気象台 Toyama 富山 富山 토야마
北陸 富山 55141 砺波 となみ 砺波市五郎丸 Tonami 砺波 礪波 토나미
北陸 富山 55166 上市 かみいち 中新川郡上市町東種 Kamiichi 上市 上市 카미이치
北陸 富山 55191 南砺高宮 なんとたかみや 南砺市高宮 Nanto-takamiya 南砺高宫 南礪高宮 난토타카미야
北陸 富山 55206 八尾 やつお 富山市八尾町樫尾 Yatsuo 八尾 八尾 야츠오
北陸 石川 56036 珠洲 すず 珠洲市正院町正院 Suzu 珠洲 珠洲 스즈
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 Wajima 轮岛 輪島 와지마
北陸 石川 56116 志賀 しか 羽咋郡志賀町富来領家町甲 Shika 志贺 志賀 시카
北陸 石川 56146 七尾 ななお 七尾市万行町43の部 Nanao 七尾 七尾 나나오
北陸 石川 56176 羽咋 はくい 羽咋市旭町 Hakui 羽咋 羽咋 하쿠이
北陸 石川 56186 かほく かほく かほく市内日角井 Kahoku 河北 河北 카호쿠
北陸 石川 56227 金沢 かなざわ 金沢市西念　金沢地方気象台 Kanazawa 金泽 金澤 카나자와
北陸 石川 56276 小松 こまつ 小松市今江町 Komatsu 小松 小松 코마츠
北陸 石川 56286 白山河内 はくさんかわち 白山市河内町福岡 Hakusan-kawachi 白山河内 白山河內 하쿠산카와치
北陸 石川 56301 加賀菅谷 かがすがたに 加賀市山中温泉菅谷町 Kagasugatani 加贺菅谷 加賀菅谷 카가스가타니
北陸 福井 57001 三国 みくに 坂井市三国町平山 Mikuni 三国 三國 미쿠니
北陸 福井 57051 越廼 こしの 福井市居倉町 Koshino 越廼 越廼 코시노
北陸 福井 57066 福井 ふくい 福井市豊島　福井地方気象台 Fukui 福井 福井 후쿠이
北陸 福井 57082 勝山 かつやま 勝山市平泉寺町平泉寺86字岡道北 Katsuyama 胜山 勝山 카츠야마
北陸 福井 57121 大野 おおの 大野市93字蛇塚 Ono 大野 大野 오노
北陸 福井 57206 今庄 いまじょう 南条郡南越前町今庄 Imajo 今庄 今庄 이마죠
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 Tsuruga 敦贺 敦賀 츠루가
北陸 福井 57286 美浜 みはま 三方郡美浜町久々子 Mihama 美滨 美濱 미하마
北陸 福井 57317 小浜 おばま 小浜市遠敷 Obama 小滨 小濱 오바마
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近畿 滋賀 60051 今津 いまづ 高島市今津町弘川 Imazu 今津 今津 이마즈
近畿 滋賀 60061 長浜 ながはま 長浜市唐国町 Nagahama 长滨 長濱 나가하마
近畿 滋賀 60102 米原 まいばら 米原市朝日字尻屋 Maibara 米原 米原 마이바라
近畿 滋賀 60116 南小松 みなみこまつ 大津市南小松 Minami-komatsu 南小松 南小松 미나미코마츠
近畿 滋賀 60131 彦根 ひこね 彦根市城町　彦根地方気象台 Hikone 彦根 彥根 히코네
近畿 滋賀 60196 東近江 ひがしおうみ 東近江市桜川東町 Higashi-omi 东近江 東近江 히가시오미
近畿 滋賀 60216 大津 おおつ 大津市萱野浦 Otsu 大津 大津 오츠
近畿 滋賀 60226 信楽 しがらき 甲賀市信楽町牧 Shigaraki 信乐 信樂 시가라키
近畿 滋賀 60236 土山 つちやま 甲賀市土山町北土山 Tsuchiyama 土山 土山 츠치야마
近畿 京都 61001 間人 たいざ 京丹後市丹後町間人小字新ヶ原 Taiza 间人 間人 타이자
近畿 京都 61076 宮津 みやづ 宮津市字上司 Miyazu 宫津 宮津 미야즈
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 Maizuru 舞鹤 舞鶴 마이즈루
近畿 京都 61187 福知山 ふくちやま 福知山市字荒河 Fukuchiyama 福知山 福知山 후쿠치야마
近畿 京都 61206 美山 みやま 南丹市美山町静原桧野 Miyama 美山 美山 미야마
近畿 京都 61242 園部 そのべ 南丹市園部町黒田 Sonobe 园部 園部 소노베
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 Kyoto 京都 京都 교토
近畿 京都 61326 京田辺 きょうたなべ 京田辺市薪西浜 Kyotanabe 京田边 京田邊 쿄타나베
近畿 大阪 62016 能勢 のせ 豊能郡能勢町地黄 Nose 能势 能勢 노세
近畿 大阪 62046 枚方 ひらかた 枚方市星丘 Hirakata 枚方 枚方 히라카타
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 Osaka 大阪 大阪 오사카
近畿 大阪 62081 生駒山 いこまやま 東大阪市山手町 Ikomayama 生驹山 生駒山 이코마야마
近畿 大阪 62091 堺 さかい 堺市堺区百舌鳥夕雲町 Sakai 堺 堺 사카이
近畿 大阪 62131 熊取 くまとり 泉南郡熊取町朝代西 Kumatori 熊取 熊取 쿠마토리
近畿 兵庫 63016 香住 かすみ 美方郡香美町香住区森 Kasumi 香住 香住 카스미
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 Toyo-oka 丰冈 豐岡 토요오카
近畿 兵庫 63071 兎和野高原 うわのこうげん 美方郡香美町村岡区宿字菟臥野 Uwano-kogen 兔和野高原 兔和野高原 우와노코겐
近畿 兵庫 63121 和田山 わだやま 朝来市和田山町枚田 Wadayama 和田山 和田山 와다야마
近畿 兵庫 63201 生野 いくの 朝来市生野町口銀谷 Ikuno 生野 生野 이쿠노
近畿 兵庫 63216 柏原 かいばら 丹波市柏原町柏原 Kaibara 柏原 柏原 카이바라
近畿 兵庫 63251 一宮 いちのみや 宍粟市一宮町東市場 Ichinomiya 一宫 一宮 이치노미야
近畿 兵庫 63321 福崎 ふくさき 神崎郡福崎町福崎新 Fukusaki 福崎 福崎 후쿠사키
近畿 兵庫 63331 西脇 にしわき 西脇市上比延町 Nishiwaki 西胁 西脇 니시와키
近畿 兵庫 63366 上郡 かみごおり 赤穂郡上郡町与井 Kamigori 上郡 上郡 카미고리
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 Himeji 姫路 姬路 히메지
近畿 兵庫 63411 三田 さんだ 三田市下深田 Sanda 三田 三田 산다
近畿 兵庫 63461 三木 みき 三木市志染町広野 Miki 三木 三木 미키
近畿 兵庫 63491 家島 いえしま 姫路市家島町真浦字御室寺 Ieshima 家岛 家島 이에시마

近畿 兵庫 63496 明石 あかし 明石市二見町南二見 Akashi 明石 明石 아카시
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 Kobe 神户 神戶 고베
近畿 兵庫 63551 郡家 ぐんげ 淡路市多賀 Gunge 郡家 郡家 군게
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 Sumoto 洲本 洲本 스모토
近畿 兵庫 63588 南淡 なんだん 南あわじ市阿万塩屋町 Nandan 南淡 南淡 난단
近畿 奈良 64036 奈良 なら 奈良市東紀寺町　奈良地方気象台 Nara 奈良 奈良 나라
近畿 奈良 64041 針 はり 奈良市都祁友田町 Hari 针 針 하리
近畿 奈良 64101 大宇陀 おおうだ 宇陀市大宇陀下竹 Ouda 大宇陀 大宇陀 오우다
近畿 奈良 64127 五條 ごじょう 五條市三在町 Gojo 五条 五條 고죠
近畿 奈良 64206 上北山 かみきたやま 吉野郡上北山村小橡 Kamikitayama 上北山 上北山 카미키타야마
近畿 奈良 64227 風屋 かぜや 吉野郡十津川村風屋 Kazeya 风屋 風屋 카제야
近畿 和歌山 65026 かつらぎ かつらぎ 伊都郡かつらぎ町妙寺 Katsuragi 葛城 葛城 카츠라기
近畿 和歌山 65036 友ケ島 ともがしま 和歌山市加太苫ケ沖島 Tomogashima 友岛 友島 토모가시마
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 Wakayama 和歌山 和歌山 와카야마
近畿 和歌山 65061 高野山 こうやさん 伊都郡高野町高野山 Koyasan 高野山 高野山 코야산
近畿 和歌山 65121 清水 しみず 有田郡有田川町清水 Shimizu 清水 清水 시미즈
近畿 和歌山 65162 龍神 りゅうじん 田辺市龍神村湯ノ又 Ryujin 龙神 龍神 류진
近畿 和歌山 65201 川辺 かわべ 日高郡日高川町和佐 Kawabe 川边 川邊 카와베
近畿 和歌山 65256 栗栖川 くりすがわ 田辺市中辺路町栗栖川 Kurisugawa 栗栖川 栗栖川 쿠리스가와
近畿 和歌山 65276 新宮 しんぐう 新宮市佐野 Shingu 新宫 新宮 신구
近畿 和歌山 65306 西川 にしかわ 東牟婁郡古座川町西川 Nishikawa 西川 西川 니시카와
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 Shionomisaki 潮岬 潮岬 시오노미사키
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中国 岡山 66046 上長田 かみながた 真庭市蒜山上長田 Kaminagata 上长田 上長田 카미나가타
中国 岡山 66091 千屋 ちや 新見市千屋 Chiya 千屋 千屋 치야
中国 岡山 66127 奈義 なぎ 勝田郡奈義町荒内西字大池 Nagi 奈义 奈義 나기
中国 岡山 66136 今岡 いまおか 美作市今岡 Imaoka 今冈 今岡 이마오카
中国 岡山 66171 久世 くせ 真庭市中島 Kuse 久世 久世 쿠세
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 Tsuyama 津山 津山 츠야마
中国 岡山 66221 新見 にいみ 新見市足見堂の下 Niimi 新见 新見 니미
中国 岡山 66296 福渡 ふくわたり 岡山市北区建部町福渡 Fukuwatari 福渡 福渡 후쿠와타리
中国 岡山 66306 和気 わけ 和気郡和気町吉田 Wake 和气 和氣 와케
中国 岡山 66336 高梁 たかはし 高梁市落合町近似 Takahashi 高梁 高梁 타카하시
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 Okayama 冈山 岡山 오카야마
中国 岡山 66421 虫明 むしあげ 瀬戸内市邑久町虫明 Mushiage 虫明 蟲明 무시아게
中国 岡山 66446 倉敷 くらしき 倉敷市中央 Kurashiki 仓敷 倉敷 쿠라시키
中国 岡山 66481 笠岡 かさおか 笠岡市カブト東町 Kasaoka 笠冈 笠岡 카사오카
中国 岡山 66501 玉野 たまの 玉野市宇野 Tamano 玉野 玉野 타마노
中国 広島 67016 高野 たかの 庄原市高野町新市 Takano 高野 高野 타카노
中国 広島 67106 三次 みよし 三次市三次町 Miyoshi 三次 三次 미요시
中国 広島 67116 庄原 しょうばら 庄原市東本町 Shobara 庄原 庄原 쇼바라
中国 広島 67151 大朝 おおあさ 山県郡北広島町大朝字大坪 Oasa 大朝 大朝 오아사
中国 広島 67191 油木 ゆき 神石郡神石高原町安田伊ノ平谷 Yuki 油木 油木 유키
中国 広島 67212 加計 かけ 山県郡安芸太田町加計字神田 Kake 加计 加計 카케
中国 広島 67292 三入 みいり 広島市安佐北区三入 Miiri 三入 三入 미이리
中国 広島 67316 世羅 せら 世羅郡世羅町大字東神崎字大田 Sera 世罗 世羅 세라
中国 広島 67326 府中 ふちゅう 府中市土生町 Fuchu 府中 府中 후츄
中国 広島 67376 東広島 ひがしひろしま 東広島市八本松町原 Higashi-hiroshima 东广岛 東廣島 히가시히로시마
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 Fukuyama 福山 福山 후쿠야마
中国 広島 67421 廿日市津田 はつかいちつた 廿日市市津田 Hatsukaichi-tsuta 廿日市津田 廿日市津田 하츠카이치츠다
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 Hiroshima 广岛 廣島 히로시마
中国 広島 67461 竹原 たけはら 竹原市忠海床浦 Takehara 竹原 竹原 타케하라
中国 広島 67471 生口島 いくちじま 尾道市瀬戸田町御寺 Ikuchijima 生口岛 生口島 이쿠치지마
中国 広島 67496 大竹 おおたけ 大竹市立戸 Otake 大竹 大竹 오타케
中国 広島 67511 呉 くれ 呉市宝町　呉特別地域気象観測所 Kure 吴 吳 쿠레
中国 広島 67576 呉市蒲刈 くれしかまがり 呉市蒲刈町大浦字前沖浦 Kure-shi-kamagari 吴市蒲刈 吳市蒲刈 쿠레시 카마가리
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 Saigo 西乡 西鄉 사이고
中国 島根 68056 海士 あま 隠岐郡海士町海士 Ama 海士 海士 아마
中国 島根 68091 鹿島 かしま 松江市鹿島町佐陀本郷 Kashima 鹿岛 鹿島 카시마
中国 島根 68132 松江 まつえ 松江市西津田　松江地方気象台 Matsue 松江 松江 마츠에

中国 島根 68156 出雲 いずも 出雲市芦渡町 Izumo 出云 出雲 이즈모
中国 島根 68246 大田 おおだ 大田市大田町大田 Oda 大田 大田 오다
中国 島根 68261 掛合 かけや 雲南市掛合町掛合 Kakeya 掛合 掛合 카케야
中国 島根 68276 横田 よこた 仁多郡奥出雲町稲原 Yokota 横田 橫田 요코타
中国 島根 68306 赤名 あかな 飯石郡飯南町下赤名 Akana 赤名 赤名 아카나
中国 島根 68351 川本 かわもと 邑智郡川本町川本 Kawamoto 川本 川本 카와모토
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 Hamada 滨田 濱田 하마다
中国 島根 68401 瑞穂 みずほ 邑智郡邑南町淀原 Mizuho 瑞穗 瑞穗 미즈호
中国 島根 68431 弥栄 やさか 浜田市弥栄町長安本郷 Yasaka 弥荣 彌榮 야사카
中国 島根 68462 益田 ますだ 益田市あけぼの東町 Masuda 益田 益田 마스다
中国 島根 68516 津和野 つわの 鹿足郡津和野町森村ロ Tsuwano 津和野 津和野 츠와노
中国 島根 68541 吉賀 よしか 鹿足郡吉賀町七日市 Yoshika 吉贺 吉賀 요시카
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 Sakai 境 境 사카이
中国 鳥取 69021 塩津 しおつ 西伯郡大山町塩津 Shiotsu 盐津 鹽津 시오츠
中国 鳥取 69041 青谷 あおや 鳥取市青谷町青谷 Aoya 青谷 青谷 아오야
中国 鳥取 69061 岩井 いわい 岩美郡岩美町宇治字前田 Iwai 岩井 岩井 이와이
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 Yonago 米子 米子 요나고
中国 鳥取 69101 倉吉 くらよし 倉吉市大塚字隈ヶ坪 Kurayoshi 仓吉 倉吉 쿠라요시
中国 鳥取 69122 鳥取 とっとり 鳥取市吉方　鳥取地方気象台 Tottori 鸟取 鳥取 톳토리
中国 鳥取 69246 智頭 ちず 八頭郡智頭町智頭沖代 Chizu 智头 智頭 치즈
中国 鳥取 69271 茶屋 ちゃや 日野郡日南町茶屋大ジャフ田 Chaya 茶屋 茶屋 챠야
中国 山口 81011 須佐 すさ 萩市須佐字野中 Susa 须佐 須佐 스사
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 Hagi 萩 萩 하기
中国 山口 81116 油谷 ゆや 長門市油谷新別名 Yuya 油谷 油谷 유야
中国 山口 81151 徳佐 とくさ 山口市阿東徳佐中 Tokusa 徳佐 德佐 토쿠사
中国 山口 81196 秋吉台 あきよしだい 美祢市秋芳町秋吉 Akiyoshidai 秋吉台 秋吉台 아키요시다이
中国 山口 81231 広瀬 ひろせ 岩国市錦町広瀬 Hirose 广濑 廣瀨 히로세
中国 山口 81266 豊田 とよた 下関市豊田町大字稲光字土橋 Toyota 丰田 豐田 토요타
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 Yamaguchi 山口 山口 야마구치
中国 山口 81321 岩国 いわくに 岩国市川西 Iwakuni 岩国 岩國 이와쿠니
中国 山口 81371 防府 ほうふ 防府市大字植松 Hofu 防府 防府 호후
中国 山口 81386 下松 くだまつ 下松市西豊井 Kudamatsu 下松 下松 쿠다마츠
中国 山口 81397 玖珂 くが 岩国市玖珂町 Kuga 玖珂 玖珂 쿠가
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 Shimonoseki 下关 下關 시모노세키
中国 山口 81481 柳井 やない 柳井市南浜 Yanai 柳井 柳井 야나이
中国 山口 81486 安下庄 あげのしょう 大島郡周防大島町東安下庄 Agenosho 安下庄 安下庄 아게노쇼
四国 徳島 71066 池田 いけだ 三好市池田町シンヤマ Ikeda 池田 池田 이케다
四国 徳島 71087 穴吹 あなぶき 美馬市穴吹町口山初草 Anabuki 穴吹 穴吹 아나부키
四国 徳島 71106 徳島 とくしま 徳島市大和町　徳島地方気象台 Tokushima 德岛 德島 토쿠시마
四国 徳島 71191 京上 きょうじょう 三好市東祖谷京上 Kyojo 京上 京上 쿄죠
四国 徳島 71231 蒲生田 かもだ 阿南市椿町蒲生田 Kamoda 蒲生田 蒲生田 카모다
四国 徳島 71251 木頭 きとう 那賀郡那賀町木頭和無田ヨシノ Kito 木头 木頭 키토
四国 徳島 71266 日和佐 ひわさ 海部郡美波町日和佐浦 Hiwasa 日和佐 日和佐 히와사
四国 徳島 71291 海陽 かいよう 海部郡海陽町四方原字杉谷 Kaiyo 海阳 海陽 카이요
四国 香川 72061 内海 うちのみ 小豆郡小豆島町西村甲 Uchinomi 内海 內海 우치노미
四国 香川 72086 高松 たかまつ 高松市伏石町　高松地方気象台 Takamatsu 高松 高松 타카마츠
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 Tadotsu 多度津 多度津 타도츠
四国 香川 72121 滝宮 たきのみや 綾歌郡綾川町滝宮字山田 Takinomiya 泷宮 瀧宮 타키노미야
四国 香川 72146 引田 ひけた 東かがわ市南野 Hiketa 引田 引田 히케타

四国 香川 72161 財田 さいた 三豊市財田町財田上 Saita 财田 財田 사이타
四国 愛媛 73001 大三島 おおみしま 今治市大三島町宮浦地先 Omishima 大三岛 大三島 오미시마
四国 愛媛 73076 今治 いまばり 今治市山路 Imabari 今治 今治 이마바리
四国 愛媛 73126 西条 さいじょう 西条市周布 Saijo 西条 西條 사이죠
四国 愛媛 73141 新居浜 にいはま 新居浜市船木 Niihama 新居滨 新居濱 니하마
四国 愛媛 73151 四国中央 しこくちゅうおう 四国中央市妻鳥町乙 Shikoku-chuo 四国中央 四國中央 시코쿠츄오
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 Matsuyama 松山 松山 마츠야마
四国 愛媛 73256 長浜 ながはま 大洲市長浜甲 Nagahama 长滨 長濱 나가하마
四国 愛媛 73276 久万 くま 上浮穴郡久万高原町入野 Kuma 久万 久萬 쿠마
四国 愛媛 73306 大洲 おおず 大洲市阿蔵字フルカワ甲 Ozu 大洲 大洲 오즈
四国 愛媛 73341 瀬戸 せと 西宇和郡伊方町塩成 Seto 濑户 瀨戶 세토
四国 愛媛 73406 宇和 うわ 西予市宇和町神領 Uwa 宇和 宇和 우와
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 Uwajima 宇和岛 宇和島 우와지마
四国 愛媛 73446 近永 ちかなが 北宇和郡鬼北町近永 Chikanaga 近永 近永 치카나가
四国 愛媛 73516 御荘 みしょう 南宇和郡愛南町御荘平城 Misho 御庄 御莊 미쇼
四国 高知 74056 本川 ほんがわ 吾川郡いの町脇の山字根藤 Hongawa 本川 本川 혼가와
四国 高知 74071 本山 もとやま 長岡郡本山町本山 Motoyama 本山 本山 모토야마
四国 高知 74136 大栃 おおどち 香美市物部町大栃上西の川 Odochi 大栃 大栃 오도치
四国 高知 74181 高知 こうち 高知市比島町　高知地方気象台 Kochi 高知 高知 코치
四国 高知 74187 後免 ごめん 南国市廿枝 Gomen 后免 後免 고멘
四国 高知 74271 安芸 あき 安芸市伊尾木 Aki 安艺 安藝 아키
四国 高知 74296 梼原 ゆすはら 高岡郡梼原町川西路 Yusuhara 梼原 檮原 유스하라
四国 高知 74311 須崎 すさき 須崎市西町 Susaki 须崎 須崎 스사키
四国 高知 74361 窪川 くぼかわ 高岡郡四万十町新開町 Kubokawa 洼川 窪川 쿠보카와
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 Muroto-misaki 室户岬 室戶岬 무로토미사키
四国 高知 74381 江川崎 えかわさき 四万十市西土佐用井 Ekawasaki 江川崎 江川崎 에가와사키
四国 高知 74436 佐賀 さが 幡多郡黒潮町佐賀 Saga 佐贺 佐賀 사가
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 Sukumo 宿毛 宿毛 스쿠모
四国 高知 74456 中村 なかむら 四万十市入田字長善寺前 Nakamura 中村 中村 나카무라
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 Shimizu 清水 清水 시미즈
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地方 都府県 地点番号 観測所名 よみがな 所在地 English 中文簡体 中文繁体 한국어
九州 福岡 82046 宗像 むなかた 宗像市田熊 Munakata 宗像 宗像 무나카타
九州 福岡 82056 八幡 やはた 北九州市八幡西区鷹の巣 Yahata 八幡 八幡 야하타
九州 福岡 82101 行橋 ゆくはし 行橋市西泉 Yukuhashi 行桥 行橋 유쿠하시
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 Iizuka 饭冢 飯塚 이즈카
九州 福岡 82171 前原 まえばる 糸島市前原西 Maebaru 前原 前原 마에바루
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 Fukuoka 福冈 福岡 후쿠오카
九州 福岡 82191 太宰府 だざいふ 太宰府市大佐野 Dazaifu 太宰府 太宰府 다자이후
九州 福岡 82206 添田 そえだ 田川郡添田町大字野田字大野ノ原 Soeda 添田 添田 소에다
九州 福岡 82261 朝倉 あさくら 朝倉市三奈木 Asakura 朝仓 朝倉 아사쿠라
九州 福岡 82306 久留米 くるめ 久留米市津福本町 Kurume 久留米 久留米 쿠루메
九州 福岡 82317 黒木 くろぎ 八女市黒木町本分 Kurogi 黑木 黑木 쿠로기
九州 福岡 82361 大牟田 おおむた 大牟田市笹原町 Omuta 大牟田 大牟田 오무타
九州 大分 83021 国見 くにみ 国東市国見町中 Kunimi 国见 國見 쿠니미
九州 大分 83051 中津 なかつ 中津市大字定留 Nakatsu 中津 中津 나카츠
九州 大分 83061 豊後高田 ぶんごたかだ 豊後高田市呉崎 Bungo-takada 丰后高田 豐後高田 분고타카다
九州 大分 83106 院内 いんない 宇佐市院内町山城 Innai 院内 院內 인나이
九州 大分 83121 杵築 きつき 杵築市大字本庄 Kitsuki 杵筑 杵築 키츠키
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 Hita 日田 日田 히다
九州 大分 83191 玖珠 くす 玖珠郡玖珠町大字帆足 Kusu 玖珠 玖珠 쿠스
九州 大分 83201 湯布院 ゆふいん 由布市湯布院町川南 Yufuin 汤布院 湯布院 유후인
九州 大分 83216 大分 おおいた 大分市長浜町　大分地方気象台 Oita 大分 大分 오이타
九州 大分 83341 犬飼 いぬかい 豊後大野市犬飼町田原 Inukai 犬饲 犬飼 이누카이
九州 大分 83371 竹田 たけた 竹田市大字会々 Taketa 竹田 竹田 타케타
九州 大分 83401 佐伯 さいき 佐伯市字剣崎 Saiki 佐伯 佐伯 사이키
九州 大分 83431 宇目 うめ 佐伯市宇目大字重岡 Ume 宇目 宇目 우메
九州 大分 83476 蒲江 かまえ 佐伯市蒲江蒲江浦 Kamae 蒲江 蒲江 카마에
九州 長崎 84012 鰐浦 わにうら 対馬市上対馬町鰐浦字カキセ Waniura 鳄浦 鰐浦 와니우라
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 Izuhara 严原 嚴原 이즈하라
九州 長崎 84121 芦辺 あしべ 壱岐市芦辺町国分東触 Ashibe 芦边 蘆邊 아시베
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 Hirado 平户 平戶 히라도
九州 長崎 84183 松浦 まつうら 松浦市志佐町里免字辻ノ尾台 Matsuura 松浦 松浦 마츠우라
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 Sasebo 佐世保 佐世保 사세보
九州 長崎 84341 有川 ありかわ 南松浦郡新上五島町有川郷字上原 Arikawa 有川 有川 아리카와
九州 長崎 84356 大瀬戸 おおせと 西海市大瀬戸町多以良外郷先野元 Oseto 大濑户 大瀨戶 오세토
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 Nagasaki 长崎 長崎 나가사키
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 Unzendake 云仙岳 雲仙岳 운젠다케
九州 長崎 84523 島原 しまばら 島原市新湊 Shimabara 岛原 島原 시마바라

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 Fukue 福江 福江 후쿠에
九州 長崎 84561 口之津 くちのつ 南島原市口之津町丁 Kuchinotsu 口之津 口之津 쿠치노츠
九州 長崎 84596 野母崎 のもざき 長崎市野母町 Nomozaki 野母崎 野母崎 노모자키
九州 佐賀 85033 唐津 からつ 唐津市二夕子 Karatsu 唐津 唐津 카라츠
九州 佐賀 85116 伊万里 いまり 伊万里市立花町 Imari 伊万里 伊萬里 이마리
九州 佐賀 85142 佐賀 さが 佐賀市駅前中央　佐賀地方気象台 Saga 佐贺 佐賀 사가
九州 佐賀 85161 嬉野 うれしの 嬉野市嬉野町大字下野丙 Ureshino 嬉野 嬉野 우레시노
九州 佐賀 85166 白石 しろいし 杵島郡白石町大字福田 Shiroishi 白石 白石 시로이시
九州 熊本 86006 鹿北 かほく 山鹿市鹿北町岩野 Kahoku 鹿北 鹿北 카호쿠
九州 熊本 86066 南小国 みなみおぐに 阿蘇郡南小国町赤馬場 Minami-oguni 南小国 南小國 미나미오구니
九州 熊本 86086 岱明 たいめい 玉名市岱明町中土 Taimei 岱明 岱明 타이메이
九州 熊本 86101 菊池 きくち 菊池市木柑子字上辻 Kikuchi 菊池 菊池 키쿠치
九州 熊本 86111 阿蘇乙姫 あそおとひめ 阿蘇市乙姫 Aso-otohime 阿苏乙姫 阿蘇乙姬 아소오토히메
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 Kumamoto 熊本 熊本 쿠마모토
九州 熊本 86157 南阿蘇 みなみあそ 阿蘇郡南阿蘇村河陰 Minamiaso 南阿苏 南阿蘇 미나미아소
九州 熊本 86161 高森 たかもり 阿蘇郡高森町大字高森 Takamori 高森 高森 타카모리
九州 熊本 86216 三角 みすみ 宇城市三角町波多 Misumi 三角 三角 미스미
九州 熊本 86236 甲佐 こうさ 上益城郡甲佐町大字豊内 Kosa 甲佐 甲佐 코사
九州 熊本 86271 松島 まつしま 上天草市松島町阿村 Matsushima 松岛 松島 마츠시마
九州 熊本 86316 本渡 ほんど 天草市本渡町本戸馬場 Hondo 本渡 本渡 혼도
九州 熊本 86336 八代 やつしろ 八代市平山新町 Yatsushiro 八代 八代 야츠시로
九州 熊本 86451 水俣 みなまた 水俣市南福寺 Minamata 水俣 水俣 미나마타
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 Hitoyoshi 人吉 人吉 히토요시
九州 熊本 86477 上 うえ 球磨郡あさぎり町上北 Ue 上 上 우에
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 Ushibuka 牛深 牛深 우시부카
九州 宮崎 87041 高千穂 たかちほ 西臼杵郡高千穂町大字押方字宮野原 Takachiho 高千穗 高千穗 타카치호
九州 宮崎 87066 古江 ふるえ 延岡市北浦町古江 Furue 古江 古江 후루에
九州 宮崎 87071 鞍岡 くらおか 西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡 Kuraoka 鞍冈 鞍岡 쿠라오카
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 Nobeoka 延冈 延岡 노베오카
九州 宮崎 87181 日向 ひゅうが 日向市大字塩見 Hyuga 日向 日向 휴가
九州 宮崎 87206 神門 みかど 東臼杵郡美郷町南郷区神門 Mikado 神门 神門 미카도
九州 宮崎 87231 西米良 にしめら 児湯郡西米良村大字竹原 Nishi-mera 西米良 西米良 니시메라
九州 宮崎 87293 高鍋 たかなべ 児湯郡高鍋町上江 Takanabe 高锅 高鍋 타카나베
九州 宮崎 87301 加久藤 かくとう えびの市大字永山 Kakuto 加久藤 加久藤 카쿠토
九州 宮崎 87331 西都 さいと 西都市大字黒生野 Saito 西都 西都 사이토
九州 宮崎 87352 小林 こばやし 小林市南西方 Kobayashi 小林 小林 코바야시
九州 宮崎 87376 宮崎 みやざき 宮崎市霧島　宮崎地方気象台 Miyazaki 宫崎 宮崎 미야자키
九州 宮崎 87406 田野 たの 宮崎市田野町甲 Tano 田野 田野 타노
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 Miyakonojo 都城 都城 미야코노죠
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 Aburatsu 油津 油津 아부라츠
九州 宮崎 87501 串間 くしま 串間市大字西方字平山 Kushima 串间 串間 쿠시마
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 Akune 阿久根 阿久根 아쿠네
九州 鹿児島 88081 大口 おおくち 伊佐市大口原田 Okuchi 大口 大口 오쿠치
九州 鹿児島 88107 さつま柏原 さつまかしわばる 薩摩郡さつま町柏原 Satsuma-kashiwabaru 萨摩柏原 薩摩柏原 사츠마카시와바루
九州 鹿児島 88131 中甑 なかこしき 薩摩川内市上甑町中甑 Nakakoshiki 中甑 中甑 나카코시키
九州 鹿児島 88151 川内 せんだい 薩摩川内市中郷 Sendai 川内 川內 센다이
九州 鹿児島 88261 東市来 ひがしいちき 日置市東市来町湯田 Higashi-ichiki 东市来 東市來 히가시이치키
九州 鹿児島 88286 牧之原 まきのはら 霧島市福山町福山 Makinohara 牧之原 牧之原 마키노하라
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 Kagoshima 鹿儿岛 鹿兒島 카고시마

九州 鹿児島 88331 輝北 きほく 鹿屋市輝北町市成 Kihoku 辉北 輝北 키호쿠
九州 鹿児島 88371 加世田 かせだ 南さつま市加世田東本町 Kaseda 加世田 加世田 카세다
九州 鹿児島 88406 志布志 しぶし 志布志市志布志町志布志字杉の下 Shibushi 志布志 志布志 시부시
九州 鹿児島 88432 喜入 きいれ 鹿児島市喜入中名町 Kiire 喜入 喜入 키레
九州 鹿児島 88442 鹿屋 かのや 鹿屋市寿 Kanoya 鹿屋 鹿屋 카노야
九州 鹿児島 88447 肝付前田 きもつきまえだ 肝属郡肝付町前田 Kimotsuki-maeda 肝付前田 肝付前田 키모츠키마에다
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 Makurazaki 枕崎 枕崎 마쿠라자키
九州 鹿児島 88486 指宿 いぶすき 指宿市十町 Ibusuki 指宿 指宿 이부스키
九州 鹿児島 88506 内之浦 うちのうら 肝属郡肝付町北方 Uchinoura 内之浦 內之浦 우치노우라
九州 鹿児島 88536 田代 たしろ 肝属郡錦江町田代麓 Tashiro 田代 田代 타시로
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 Tanegashima 种子岛 種子島 타네가시마
九州 鹿児島 88666 上中 かみなか 熊毛郡南種子町中之下 Kaminaka 上中 上中 카미나카
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 Yakushima 屋久岛 屋久島 야쿠시마
九州 鹿児島 88706 尾之間 おのあいだ 熊毛郡屋久島町尾之間字井出ノ尻 Onoaida 尾之间 尾之間 오노아이다
九州 鹿児島 88736 中之島 なかのしま 鹿児島郡十島村中之島 Nakanoshima 中之岛 中之島 나카노시마
九州 鹿児島 88836 名瀬 なぜ 奄美市名瀬港町　名瀬測候所 Naze 名濑 名瀨 나제
九州 鹿児島 88901 古仁屋 こにや 大島郡瀬戸内町古仁屋船津 Koniya 古仁屋 古仁屋 코니야
九州 鹿児島 88956 伊仙 いせん 大島郡伊仙町面縄 Isen 伊仙 伊仙 이센
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 Okinoerabu 冲永良部 沖永良部 오키노에라부
沖縄 沖縄 91011 伊是名 いぜな 島尻郡伊是名村字内花 Izena 伊是名 伊是名 이제나
沖縄 沖縄 91021 奥 おく 国頭郡国頭村奥 Oku 奥 奧 오쿠
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 Nago 名护 名護 나고
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 Kumejima 久米岛 久米島 쿠메지마
沖縄 沖縄 91166 宮城島 みやぎじま うるま市与那城上原阪上 Miyagijima 宫城岛 宮城島 미야기지마
沖縄 沖縄 91181 渡嘉敷 とかしき 島尻郡渡嘉敷村渡嘉敷 Tokashiki 渡嘉敷 渡嘉敷 토카시키
沖縄 沖縄 91197 那覇 なは 那覇市樋川　沖縄気象台 Naha 那霸 那霸 나하
沖縄 沖縄 91241 糸数 いとかず 南城市玉城字糸数西赤津川原 Itokazu 丝数 絲數 이토카즈
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 Minami-daito 南大东 南大東 미나미다이토
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 Miyakojima 宫古岛 宮古島 미야코지마
沖縄 沖縄 94001 伊原間 いばるま 石垣市伊原間 Ibaruma 伊原间 伊原間 이바루마
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 Yonagunijima 与那国岛 與那國島 요나구니지마
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 Iriomotejima 西表岛 西表島 이리오모테지마
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 Ishigakijima 石垣岛 石垣島 이시가키지마
沖縄 沖縄 94101 大原 おおはら 八重山郡竹富町南風見 Ohara 大原 大原 오하라
沖縄 沖縄 94116 波照間 はてるま 八重山郡竹富町波照間 Hateruma 波照间 波照間 하테루마

※下記の地点については、気象庁の観測停止等に伴い、令和元年以前に暑さ指数情報の提供を終了しております。過去データは引き続き提供しております。

地方 都府県 地点番号 観測所名 よみがな 所在地 English 中文簡体 中文繁体 한국어
関東 東京 44356 南鳥島 みなみとりしま 小笠原村南鳥島　南鳥島気象観測所 Minami-torishima 南鸟岛 南鳥島 미나미토리시마
九州 熊本 86156 阿蘇山 あそさん 阿蘇郡南阿蘇村大字中松字古坊中　阿蘇山特別地域気象観測所 Asosan 阿苏山 阿蘇山 아소산
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