
 

お 知 ら せ 

平成 31 年３月 15 日 

熊 谷 地 方 気 象 台 

 

気象台の電話対応の変更について 

 

 

 

 

 

 

 

 

天気予報、注意報・警報・特別警報、気象の実況等に確認には気象庁ホームページ等

から確認いただける他、気象台への問い合わせに電話をご利用いただいています。 

気象庁が行ったアンケート調査（※）では、天気予報の入手手段として、インターネ

ットが急増している一方、電話を利用している方は、全回答者の１パーセント程度でし

た。問い合わせの内容は、天気予報、台風関連、気象実況の順に多く、これらで全体の

９割を占めており、いずれも現在では、気象庁ホームページやテレビのデータ放送等で

取得可能です。また、これらの問い合わせは、気象台に設けている自動応答電話でもご

利用いただけます。 

このことから、平成 31 年４月１日（月）から、気象台は夜間及び土日祝日における

電話対応を、自動応答電話へ一元化します。 

今後も、気象庁ホームページの充実等に努めて参りますので、ご理解のほどお願い申

し上げます。 

 

 熊谷地方気象台の自動応答先  048-526-8415（自動応答） 

※使い方は２ペ－ジ以降をご覧ください 

 

※平成 26年度気象情報等の利活用に関する調査結果について 

（平成 27年３月 24日公表） 

https://www.jma.go.jp/jma/press/1503/24b/manzokudo260100.html 

 

 

 

 

多くの方々に気象庁ホームページ等から天気予報をご利用いただいてい

ます。この他、気象台への天気予報に関する問い合わせに電話をご利用い

ただいています。 

天気予報は気象庁ホームページや自動応答電話等から確認いただけるた

め、平成 31年４月１日（月）から、夜間及び土日祝日における電話対応

を自動応答電話へ一元化します。 

問合せ先：熊谷地方気象台 業務・危機管理 

電話 048-521-7911 



自動音声による埼玉県の気象情報について

熊谷地方気象台では、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 048－526－8415

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＃」
南部 → 「１＃」
北部 → 「２＃」
秩父地方 → 「３＃」

熊谷の観測結果（風向・風速、
気温、湿度、天気等）が流れます。

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
”あかさたな”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

市区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#

表１ 市区町村一覧（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

行 番号 番号 行 番号 番号 行 番号 番号

上尾市 1# さいたま市 1# 蓮田市 1#

朝霞市 2# 坂戸市 2# 鳩山町 2#

伊奈町 3# 幸手市 3# 羽生市 3#

入間市 4# 狭山市 4# 飯能市 4#

小鹿野町 5# 志木市 5# 東秩父村 5#

小川町 6# 白岡市 6# 東松山市 6#

桶川市 7# 杉戸町 7# 日高市 7#

越生町 8# 草加市 8# 深谷市 8#

春日部市 1# 秩父市 1# 富士見市 9#

加須市 2# 鶴ヶ島市 2# ふじみ野市 10#

神川町 3# ときがわ町 3# 本庄市 11#

上里町 4# 所沢市 4# 松伏町 1#

川口市 5# 戸田市 5# 三郷市 2#

川越市 6# 長瀞町 1# 美里町 3#

川島町 7# 滑川町 2# 皆野町 4#

北本市 8# 新座市 3# 宮代町 5#

行田市 9# 三芳町 6#

久喜市 10# 毛呂山町 7#

熊谷市 11# 八潮市 1#

鴻巣市 12# 横瀬町 2#

越谷市 13# 吉川市 3#

吉見町 4#

寄居町 5#

ら行 9＃ 嵐山町 1#

和光市 1#

蕨市 2#

た行 4＃

な行 5#

市区町村

わ行

ま行

は行

3＃

6＃

7＃

8＃

0＃

市区町村 市区町村

あ行

か行

さ行

や行

1＃

2＃


