
気象庁 | 雪の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/snc_rct/index_snc.html[2013/01/02 22:45:02]

English

サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

ホ ー ム 防 災 気 象 情 報 気 象 統 計 情 報 気 象 等 の 知 識 気 象 庁 に つ い て
案 内 ・ 申 請 ・ リ ン

ク

ホーム > 気象統計情報 > 最新の気象データ > 雪の状況

雪の状況

 降水の状況  風の状況  気温の状況  雪の状況

  積雪の深さ（現在の値）

 データ（一覧表）

 ランキング（上位10地点）

 観測史上1位の値 更新状況

 地方別の情報

 解説

右図は、現在の積雪の深さを

地図上にプロットしていま

す。

実

況

値

積雪の深さ（現在の値） 24時間降雪量（現在の値） 累積降雪量（昨日までの値）

平

年

比

積雪の深さ（現在の値）平年比 累積降雪量（昨日までの値）平年比

画像をクリックすると、各データの詳細ページに移動します。

 解説

 国土交通省や地方自治体等の機関が作成している積雪情報は、「積雪情報リンク」からご覧ください。
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気象庁 | 雪の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/snc_rct/index_snf24h.html[2013/01/02 22:45:11]

English

サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

ホ ー ム 防 災 気 象 情 報 気 象 統 計 情 報 気 象 等 の 知 識 気 象 庁 に つ い て
案 内 ・ 申 請 ・ リ ン

ク

ホーム > 気象統計情報 > 最新の気象データ > 雪の状況

雪の状況

 降水の状況  風の状況  気温の状況  雪の状況

  24時間降雪量(現在の値)

 データ（一覧表）

 ランキング（上位10地点）

 地方別の情報

 解説

右図は、現在の24時間降雪

量を地図上にプロットしてい

ます。

実

況

値

積雪の深さ（現在の値） 24時間降雪量（現在の値） 累積降雪量（昨日までの値）

平

年

比

積雪の深さ（現在の値）日平年比 累積降雪量（昨日までの値）平年比

画像をクリックすると、各データの詳細ページに移動します。

 解説

 国土交通省や地方自治体等の機関が作成している積雪情報は、「積雪情報リンク」からご覧ください。

http://www.jma.go.jp/
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このページのトップへ

著作権・リンク・個人情報保護 | 利用上の注意について（免責事項）
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気象庁 | 雪の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/snc_rct/index_smsnd_sm.html[2013/01/02 22:45:19]

English

サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

ホ ー ム 防 災 気 象 情 報 気 象 統 計 情 報 気 象 等 の 知 識 気 象 庁 に つ い て
案 内 ・ 申 請 ・ リ ン

ク

ホーム > 気象統計情報 > 最新の気象データ > 雪の状況

雪の状況

 降水の状況  風の状況  気温の状況  雪の状況

  累積降雪量(昨日までの値)

 データ（一覧表）

 地方別の情報

 解説

右図は、昨日までの累積降雪

量を地図上にプロットしてい

ます。

実

況

値

積雪の深さ（現在の値） 24時間降雪量（現在の値） 累積降雪量（昨日までの値）

平

年

比

積雪の深さ（現在の値）平年比 累積降雪量（昨日までの値）平年比

画像をクリックすると、各データの詳細ページに移動します。

 解説

 国土交通省や地方自治体等の機関が作成している積雪情報は、「積雪情報リンク」からご覧ください。

このページのトップへ
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気象庁 | 雪の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/snc_rct/index_snchid.html[2013/01/02 22:45:30]

English

サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

ホ ー ム 防 災 気 象 情 報 気 象 統 計 情 報 気 象 等 の 知 識 気 象 庁 に つ い て
案 内 ・ 申 請 ・ リ ン

ク

ホーム > 気象統計情報 > 最新の気象データ > 雪の状況

雪の状況

 降水の状況  風の状況  気温の状況  雪の状況

  積雪の深さ（現在の値）平年比

 データ（一覧表）

 地方別の情報

 解説

※右図は、現在の積雪の深さ

の平年比を地図上にプロット

しています。

実

況

値

積雪の深さ（現在の値） 24時間降雪量（現在の値） 累積降雪量（昨日までの値）

平

年

比

積雪の深さ（現在の値）平年比 累積降雪量（昨日までの値）平年比

画像をクリックすると、各データの詳細ページに移動します。

 解説

 国土交通省や地方自治体等の機関が作成している積雪情報は、「積雪情報リンク」からご覧ください。

このページのトップへ
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English

サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

ホ ー ム 防 災 気 象 情 報 気 象 統 計 情 報 気 象 等 の 知 識 気 象 庁 に つ い て
案 内 ・ 申 請 ・ リ ン

ク

ホーム > 気象統計情報 > 最新の気象データ > 雪の状況

雪の状況

 降水の状況  風の状況  気温の状況  雪の状況

  累積降雪量(昨日までの値)平年比

 データ（一覧表）

 地方別の情報

 解説

※右図は、昨日までの累積降

雪量の平年比を地図上にプ

ロットしています。

実

況

値

積雪の深さ（現在の値） 24時間降雪量（現在の値） 累積降雪量（昨日までの値）

平

年

比

積雪の深さ（現在の値）平年比 累積降雪量（昨日までの値）平年比

画像をクリックすると、各データの詳細ページに移動します。

 解説

 国土交通省や地方自治体等の機関が作成している積雪情報は、「積雪情報リンク」からご覧ください。

このページのトップへ
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気象庁 ¦ 積雪の深さ一覧表

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/snc_rct/alltable/snc00.html[2013/01/02 22:45:48]

English

サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

ホ ー ム 防 災 気 象 情 報 気 象 統 計 情 報 気 象 等 の 知 識 気 象 庁 に つ い て 案 内 ・ 申 請 ・ リ ン ク

ホーム > 気象統計情報 > 最新の気象データ > 雪の状況 > 積雪の深さ一覧表

積雪の深さ一覧表（1月2日） 21時00分現在

 宗谷地方  上川地方  留萌地方  石狩地方  空知地方  後志地方  網走・北見・紋別地方  根室地方  釧路地方  十勝地方

 胆振地方  日高地方  渡島地方  檜山地方

 青森県  秋田県  岩手県  宮城県  山形県  福島県

 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  東京都  千葉県  神奈川県  長野県  山梨県

 愛知県  岐阜県  三重県  新潟県  富山県  石川県  福井県

 滋賀県  京都府  大阪府  兵庫県  奈良県  和歌山県

 岡山県  広島県  島根県  鳥取県  香川県  愛媛県  高知県

 山口県  福岡県  大分県  熊本県

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

北海道 宗谷地方 稚内* 32 103 31 199 1970/02/09 113 1963/01/05 1938年
北海道 宗谷地方 声問 27 /// /// 77 2012/02/09 73 2012/01/28 2006年
北海道 宗谷地方 浜鬼志別 33 77 43 118 1998/02/05 117 1994/01/27 1983年
北海道 宗谷地方 沼川 75 123 61 172 1985/02/24 143 1985/01/29 1983年
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http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
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気象庁 ¦ 積雪の深さ一覧表

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/snc_rct/alltable/snc00.html[2013/01/02 22:45:48]

北海道 宗谷地方 豊富 46 96 48 143 1985/02/23 118 2012/01/27 1982年
北海道 宗谷地方 中頓別 110 151 73 197 2009/02/21 174 2004/01/15 1982年
北海道 宗谷地方 北見枝幸* 60 118 51 231 1958/03/03 165 1958/01/29 1942年
北海道 宗谷地方 歌登 136 168 81 198 2004/01/28 198 2004/01/28 1982年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

北海道 上川地方 音威子府 158 146 108 239 1999/03/12 203 1999/01/31 1982年
北海道 上川地方 美深 111 144 77 186 1999/03/12 152 1999/01/11 1983年
北海道 上川地方 名寄 116 197 59 150 1987/03/16 134 1994/01/18 1979年
北海道 上川地方 下川 121 186 65 160 2005/03/15 137 1997/01/24 1983年
北海道 上川地方 和寒 62 109 57 161 1994/03/18 131 1994/01/28 1982年
北海道 上川地方 上川 60 109 55 115 1985/02/24 102 1997/01/04 1982年
北海道 上川地方 旭川* 59 120 49 138 1987/03/04 122 1999/01/28 1893年
北海道 上川地方 層雲峡 82 121 68 172 1999/03/04 129 1999/01/28 1984年
北海道 上川地方 東神楽 41 /// /// 71 2012/03/08 51 2011/01/21 2006年
北海道 上川地方 美瑛 49 122 40 125 1999/03/03 100 1999/01/28 1983年
北海道 上川地方 富良野 41 114 36 119 1999/03/06 95 2000/01/30 1979年
北海道 上川地方 幾寅 54 142 38 114 2001/03/05 89 2002/01/22 1982年
北海道 上川地方 占冠 57 139 41 134 2001/03/04 124 2010/01/01 1982年
北海道 上川地方 朱鞠内 185 132 140 311 ] 1982/03/10 269 ] 1982/01/19 1981年
北海道 上川地方 幌加内 158 137 115 269 1988/03/10 228 1988/01/29 1981年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日



気象庁 ¦ 積雪の深さ一覧表

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/snc_rct/alltable/snc00.html[2013/01/02 22:45:48]

北海道 留萌地方 天塩 53 136 39 108 2012/02/15 104 2012/01/28 1982年
北海道 留萌地方 初山別 32 86 37 120 2005/02/11 96 1995/01/31 1982年
北海道 留萌地方 羽幌* 68 145 47 189 1974/02/27 141 1957/01/24 1921年
北海道 留萌地方 古丹別 61 102 60 176 1988/03/08 161 1995/01/28 1983年
北海道 留萌地方 留萌* 42 127 33 204 1946/03/17 167 1945/01/25 1943年
北海道 留萌地方 幌糠 130 133 98 275 2005/03/03 222 2001/01/30 1982年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

北海道 石狩地方 厚田 59 128 46 198 2012/02/19 179 2012/01/28 1981年
北海道 石狩地方 新篠津 87 171 51 213 2012/01/16 213 2012/01/16 1981年
北海道 石狩地方 石狩 63 158 40 164 1996/02/20 137 2011/01/18 1987年
北海道 石狩地方 札幌* 57 158 36 169 1939/02/13 150 1929/01/04 1890年
北海道 石狩地方 小金湯 58 109 53 176 2005/02/07 157 2004/01/15 1981年
北海道 石狩地方 恵庭島松 40 138 29 115 2006/02/05 101 2012/01/28 1981年
北海道 石狩地方 千歳 16 /// /// 77 2008/02/28 66 2012/01/29 2006年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

北海道 空知地方 深川 88 152 58 158 1987/03/07 153 ] 1987/01/31 1981年
北海道 空知地方 滝川 59 102 58 146 1999/03/03 134 1995/01/16 1982年
北海道 空知地方 芦別 48 123 39 115 1999/03/06 108 2005/01/31 1981年
北海道 空知地方 美唄 42 76 55 167 2012/02/17 153 1994/01/25 1981年
北海道 空知地方 岩見沢* 71 129 55 208 2012/02/12 194 ] 2012/01/16 1946年
北海道 空知地方 夕張 69 115 60 196 1987/03/07 195 1996/01/31 1979年
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 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

北海道 後志地方 余市 64 121 53 196 2006/02/10 169 2006/01/19 1981年
北海道 後志地方 小樽* 68 145 47 173 1945/02/19 172 1954/01/31 1943年
北海道 後志地方 赤井川 103 151 68 248 1991/02/17 185 2005/01/26 1988年
北海道 後志地方 共和 29 46 63 177 1991/02/17 170 1990/01/28 1984年
北海道 後志地方 蘭越 68 133 51 200 1988/02/21 179 2006/01/22 1981年
北海道 後志地方 倶知安* 113 131 86 312 1970/03/25 236 1970/01/31 1944年
北海道 後志地方 寿都* 40 190 21 189 1945/03/17 170 1922/01/31 1884年
北海道 後志地方 喜茂別 80 118 68 189 1999/02/08 169 1990/01/28 1981年
北海道 後志地方 黒松内 68 151 45 204 1984/03/13 165 2006/01/24 1981年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

北海道 網走・北見・紋別地方 雄武* 44 152 29 133 1979/04/01 104 1987/01/25 1942年
北海道 網走・北見・紋別地方 西興部 83 198 42 163 2004/01/16 163 2004/01/16 1985年
北海道 網走・北見・紋別地方 紋別* 37 168 22 127 1958/02/13 100 1965/01/24 1956年
北海道 網走・北見・紋別地方 紋別小向 58 /// /// 85 2012/03/08 64 2012/01/29 2008年
北海道 網走・北見・紋別地方 滝上 62 148 42 204 2004/01/15 204 2004/01/15 1984年
北海道 網走・北見・紋別地方 遠軽 45 141 32 156 2004/01/16 156 2004/01/16 1984年
北海道 網走・北見・紋別地方 佐呂間 46 124 37 164 2004/01/16 164 2004/01/16 1988年
北海道 網走・北見・紋別地方 網走* 53 230 23 143 2004/02/23 103 1918/01/11 1892年
北海道 網走・北見・紋別地方 宇登呂 67 176 38 173 2003/03/10 140 2004/01/24 1988年
北海道 網走・北見・紋別地方 白滝 48 137 35 114 2004/01/15 114 2004/01/15 1993年
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北海道 網走・北見・紋別地方 北見 47 157 30 171 2004/01/16 171 2004/01/16 1979年
北海道 網走・北見・紋別地方 女満別 42 /// /// 57 2007/02/21 46 2007/01/26 2006年
北海道 網走・北見・紋別地方 斜里 28 88 32 155 ] 1990/03/13 143 1987/01/25 1985年
北海道 網走・北見・紋別地方 留辺蘂 47 174 27 154 2004/02/23 115 2004/01/23 1984年
北海道 網走・北見・紋別地方 津別 44 138 32 165 2004/01/16 165 2004/01/16 1987年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

北海道 根室地方 羅臼 39 /// /// 110 2012/03/07 98 2012/01/23 2005年
北海道 根室地方 中標津 36 150 24 111 2002/02/19 91 2000/01/31 1985年
北海道 根室地方 根室中標津 32 /// /// 88 2012/03/06 73 2012/01/23 2006年
北海道 根室地方 別海 27 169 16 89 2000/02/15 76 2000/01/31 1988年
北海道 根室地方 根室* 1 17 6 92 1933/03/29 82 1924/01/28 1879年
北海道 根室地方 厚床 29 207 14 81 2004/03/07 57 2010/01/13 1986年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

北海道 釧路地方 川湯 60 162 37 175 2004/03/07 154 2004/01/16 1985年
北海道 釧路地方 阿寒湖畔 79 172 46 218 2004/01/22 218 2004/01/22 1986年
北海道 釧路地方 標茶 28 133 21 116 2004/02/23 111 2004/01/16 1987年
北海道 釧路地方 鶴居 30 176 17 108 2000/03/24 86 2000/01/20 1985年
北海道 釧路地方 中徹別 47 224 21 122 2000/03/24 97 2000/01/20 1988年
北海道 釧路地方 鶴丘 26 /// /// 63 2012/03/07 59 2010/01/06 2006年
北海道 釧路地方 太田 32 200 16 92 2004/03/05 77 2000/01/20 1986年
北海道 釧路地方 白糠 30 250 12 79 2003/03/04 78 2000/01/20 1986年
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北海道 釧路地方 釧路* 14 175 8 123 1939/03/09 106 1953/01/30 1910年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ
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平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

北海道 十勝地方 陸別 55 196 28 125 2004/02/23 109 2004/01/14 1986年
北海道 十勝地方 ぬかびら源泉郷 60 136 44 149 2004/02/23 146 2004/01/22 1984年
北海道 十勝地方 上士幌 39 205 19 98 2002/02/18 87 2004/01/22 1987年
北海道 十勝地方 本別 39 205 19 94 2004/02/23 73 2004/01/21 1985年
北海道 十勝地方 新得 40 148 27 119 2001/03/04 97 2000/01/10 1984年
北海道 十勝地方 芽室 54 180 30 126 2001/03/04 101 2000/01/30 1987年
北海道 十勝地方 帯広* 51 212 24 177 1970/03/17 109 1953/01/13 1892年
北海道 十勝地方 浦幌 39 244 16 85 2004/02/23 76 2000/01/20 1985年
北海道 十勝地方 帯広泉 60 /// /// 112 2012/02/27 100 2010/01/06 2006年
北海道 十勝地方 上札内 53 143 37 163 1991/02/28 132 1991/01/18 1984年
北海道 十勝地方 大樹 50 135 37 168 ] 1991/02/16 124 2000/01/31 1985年
北海道 十勝地方 広尾* 47 188 25 196 1970/03/17 135 2004/01/21 1958年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ
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深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

北海道 胆振地方 安平 24 92 26 103 1996/02/06 91 1996/01/26 1983年
北海道 胆振地方 穂別 26 130 20 78 1987/02/14 77 1996/01/11 1983年
北海道 胆振地方 大滝 70 127 55 179 1985/02/21 140 1996/01/26 1983年
北海道 胆振地方 苫小牧* 7 117 6 77 1978/03/11 52 1946/01/14 1942年
北海道 胆振地方 大岸 40 143 28 114 1984/02/19 101 2006/01/24 1983年
北海道 胆振地方 白老 1 17 6 70 1985/03/09 54 1985/01/28 1983年
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北海道 胆振地方 登別 25 114 22 144 2012/02/26 91 2012/01/31 1988年
北海道 胆振地方 室蘭* 4 80 5 68 1958/02/13 58 1939/01/26 1923年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ
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深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

北海道 日高地方 日高 43 116 37 122 1987/03/07 111 2010/01/06 1984年
北海道 日高地方 旭 /// /// 71 2012/02/26 64 2006/01/19 2004年
北海道 日高地方 静内 10 200 5 37 2000/02/08 32 1994/01/23 1988年
北海道 日高地方 中杵臼 45 237 19 104 1991/02/23 87 2010/01/06 1984年
北海道 日高地方 浦河* 7 140 5 52 1928/01/07 52 1928/01/07 1927年
北海道 日高地方 目黒 58 290 20 138 2012/02/27 116 2010/01/06 1984年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ
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都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
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北海道 渡島地方 長万部 29 126 23 112 2005/03/01 100 2006/01/26 1982年
北海道 渡島地方 八雲 33 127 26 121 2012/02/27 101 1985/01/28 1982年
北海道 渡島地方 森 39 186 21 103 2012/02/26 81 2011/01/12 2002年
北海道 渡島地方 大沼 38 181 21 108 2012/02/26 90 2011/01/22 1982年
北海道 渡島地方 函館* 29 242 12 91 2012/02/27 74 1936/01/26 1872年
北海道 渡島地方 高松 8 /// /// 45 2012/02/27 30 2011/01/28 2006年
北海道 渡島地方 千軒 50 122 41 226 1984/03/18 148 2006/01/24 1982年
北海道 渡島地方 熊石 4 25 16 95 1984/02/08 79 2006/01/24 1982年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在
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都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

北海道 檜山地方 今金 43 123 35 149 1984/03/17 134 1985/01/28 1982年
北海道 檜山地方 鶉 37 132 28 142 2012/02/27 108 2011/01/24 1982年
北海道 檜山地方 江差* 5 71 7 194 1945/02/26 100 1945/01/31 1941年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在
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現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
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(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

青森県 大間 8 160 5 86 1999/03/22 58 1984/01/10 1983年
青森県 むつ* 36 257 14 170 1977/02/15 97 1936/01/30 1935年
青森県 今別 32 152 21 155 1984/02/20 137 ] 1981/01/22 1979年
青森県 脇野沢 23 128 18 147 1984/03/08 116 2012/01/13 1983年
青森県 五所川原 27 100 27 163 1986/02/11 143 1986/01/31 1979年
青森県 青森* 40 121 33 209 1945/02/21 193 1945/01/30 1894年
青森県 野辺地 16 /// /// 102 2012/02/27 60 2012/01/13 2008年
青森県 鰺ケ沢 23 153 15 108 2005/02/28 89 1984/01/30 1983年
青森県 深浦* 19 173 11 91 1984/02/13 78 ] 2006/01/24 1940年
青森県 弘前 52 226 23 150 2005/03/02 113 2006/01/29 1982年
青森県 酸ケ湯 232 136 170 501 ] 2005/03/04 429 2012/01/29 1979年
青森県 十和田 22 200 11 88 2012/03/12 63 1994/01/29 1983年
青森県 八戸* 7 175 4 92 1977/02/16 56 1963/01/27 1936年
青森県 碇ケ関 41 152 27 132 ] 1982/01/30 132 ] 1982/01/30 1979年
青森県 三戸 13 130 10 95 2003/03/08 80 2002/01/28 1983年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

現在の積雪の深さ 昨冬までの 昨冬までの
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都道府県 観測所 日平年値 備考 観測史上1位の値 1月の1位の値 統計開始年
積雪の

深さ(cm)
平年比

(％)
積雪の

深さ(cm) 年月日 積雪の
深さ(cm) 年月日

秋田県 能代 11 85 13 92 2006/01/05 92 2006/01/05 1979年
秋田県 鷹巣 33 143 23 131 2012/01/30 131 2012/01/30 1979年
秋田県 鹿角 37 185 20 102 2011/02/01 100 2011/01/31 1979年
秋田県 五城目 32 229 14 137 2006/01/05 137 2006/01/05 1979年
秋田県 阿仁合 77 197 39 184 2005/03/03 172 2006/01/08 1979年
秋田県 秋田* 27 300 9 117 1974/02/10 103 1974/01/26 1890年
秋田県 角館 73 243 30 169 1986/02/26 139 1986/01/27 1979年
秋田県 大正寺 42 183 23 152 ] 1986/02/16 115 1986/01/30 1979年
秋田県 本荘 8 89 9 93 1998/11/19 75 2012/01/25 1979年
秋田県 横手 67 197 34 192 2011/02/01 191 2011/01/31 1979年
秋田県 矢島 56 187 30 177 2011/01/30 177 2011/01/30 1979年
秋田県 湯沢 57 204 28 175 2011/02/01 172 2011/01/31 1985年
秋田県 湯の岱 86 187 46 200 2011/02/01 189 2011/01/31 1979年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在
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(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

岩手県 二戸 14 200 7 87 2003/03/08 81 2002/01/28 1983年
岩手県 久慈 1 33 3 73 1994/01/30 73 1994/01/30 1988年
岩手県 奥中山 48 166 29 121 2005/03/03 110 2011/01/01 1979年
岩手県 葛巻 19 211 9 114 2011/01/01 114 2011/01/01 1984年
岩手県 岩手松尾 20 167 12 75 2010/12/31 72 2011/01/01 1991年
岩手県 岩泉 5 100 5 97 2003/03/08 63 2005/01/17 1991年
岩手県 雫石 46 242 19 113 2006/02/10 86 2006/01/05 1983年
岩手県 盛岡* 39 390 10 81 1938/02/19 66 1961/01/31 1924年
岩手県 区界 52 200 26 136 2003/03/08 105 2011/01/01 1985年
岩手県 宮古* 2 100 2 101 1944/03/12 77 1908/01/21 1883年
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岩手県 湯田 126 200 63 236 2005/02/28 210 2011/01/31 1979年
岩手県 遠野 6 86 7 50 2007/03/13 45 2011/01/01 1984年
岩手県 北上 19 211 9 68 2011/02/01 60 2011/01/31 1984年
岩手県 祭畤 78 170 46 206 1984/02/28 157 2001/01/30 1983年
岩手県 大船渡* -- 0 1 32 1984/02/28 24 1998/01/16 1963年
岩手県 一関 0 0 5 72 1984/02/27 33 2001/01/08 1982年
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宮城県 駒ノ湯 74 154 48 151 2001/03/07 127 2003/01/30 1997年
宮城県 川渡 26 186 14 116 2001/01/05 116 2001/01/05 1979年
宮城県 古川 0 0 6 92 2001/01/05 92 2001/01/05 1988年
宮城県 石巻* -- 0 1 43 1923/02/17 30 1894/01/06 1887年
宮城県 新川 0 0 7 54 2005/03/05 52 2001/01/08 1984年
宮城県 仙台* -- 0 1 41 1936/02/09 34 1974/01/22 1926年
宮城県 白石 0 0 2 32 1985/03/12 31 2001/01/08 1984年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

山形県 酒田* -- 0 7 100 1940/02/03 90 1940/01/31 1938年
山形県 金山 85 224 38 210 1986/03/04 196 2011/01/31 1982年
山形県 狩川 16 94 17 162 2006/02/12 156 2006/01/24 1979年
山形県 新庄* 88 232 38 236 1974/02/13 198 1974/01/31 1957年
山形県 向町 94 229 41 212 2011/02/01 201 2011/01/31 1983年
山形県 櫛引 31 182 17 144 2012/02/12 129 2011/01/31 1982年
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山形県 肘折 185 157 118 414 2005/02/28 357 2012/01/31 1982年
山形県 尾花沢 102 237 43 238 2012/02/04 221 2012/01/31 1979年
山形県 大井沢 150 163 92 348 2000/03/01 318 ] 1981/01/23 1979年
山形県 左沢 22 116 19 144 2012/02/04 115 2006/01/24 1982年
山形県 山形* 2 15 13 113 1981/01/08 113 1981/01/08 1893年
山形県 長井 25 83 30 166 2012/02/04 157 ] 1981/01/17 1979年
山形県 小国 64 121 53 279 ] 1986/02/26 255 ] 1981/01/31 1979年
山形県 米沢 39 144 27 188 ] 1980/02/22 178 ] 1981/01/28 1979年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

福島県 茂庭 0 0 15 92 2001/01/08 92 2001/01/08 1992年
福島県 福島* -- 0 3 80 1936/02/09 71 1936/01/31 1901年
福島県 西会津 61 226 27 213 ] 1981/02/05 153 ] 1981/01/21 1980年
福島県 猪苗代 /// /// 30 211 ] 1981/02/05 183 ] 1981/01/14 1979年
福島県 金山 90 /// /// 223 2011/02/01 204 2011/01/31 2007年
福島県 若松* 14 88 16 115 2010/12/26 101 1969/01/07 1953年
福島県 只見 145 188 77 332 1991/02/24 322 ] 1981/01/23 1979年
福島県 南郷 79 136 58 281 ] 1981/02/11 246 ] 1981/01/23 1980年
福島県 湯本 14 50 28 137 2001/03/06 119 2006/01/04 1985年
福島県 田島 12 46 26 143 1996/02/06 134 2006/01/04 1982年
福島県 白河* -- 0 2 74 1946/12/13 56 2001/01/27 1940年
福島県 桧枝岐 81 99 82 311 1996/02/07 295 2006/01/04 1982年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の 平年比 積雪の 年月日 積雪の 年月日
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深さ(cm) (％) 深さ(cm) 深さ(cm)
茨城県 水戸* -- /// 0 32 1945/02/26 23 1909/01/10 1897年
茨城県 つくば(館野)* -- /// -- 27 1936/02/05 19 1923/01/25 1921年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

栃木県 那須 0 0 8 57 ] 2002/01/09 57 ] 2002/01/09 1989年
栃木県 土呂部 12 50 24 117 1996/02/07 107 2005/01/16 1989年
栃木県 奥日光(日光)* 4 67 6 125 1984/03/21 83 2005/01/21 1944年
栃木県 宇都宮* -- /// 0 30 1945/02/26 29 1998/01/09 1890年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

群馬県 藤原 56 69 81 301 2006/01/26 301 2006/01/26 1989年
群馬県 みなかみ 25 49 51 275 2006/01/28 275 2006/01/28 1989年
群馬県 草津 27 90 30 136 2010/02/07 123 2005/01/21 1989年
群馬県 前橋* -- /// 0 37 1945/02/26 33 1998/01/15 1896年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

埼玉県 熊谷* -- /// 0 45 1936/02/23 43 1954/01/24 1896年
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埼玉県 秩父* -- 0 1 58 1928/02/14 53 2001/01/27 1926年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

東京都 東京* -- /// -- 46 1883/02/08 31 1887/01/18 1875年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

千葉県 銚子* -- /// -- 17 1936/03/02 12 1945/01/24 1887年
千葉県 千葉* -- /// -- 26 1984/01/19 26 1984/01/19 1966年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

神奈川県 横浜* -- /// -- 45 1945/02/26 39 1954/01/24 1896年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

長野県 野沢温泉 52 70 74 353 1984/03/22 343 2006/01/08 1980年
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長野県 信濃町 27 73 37 164 2012/01/30 164 2012/01/30 1981年
長野県 飯山 28 60 47 257 1984/02/09 255 2006/01/08 1983年
長野県 小谷 67 126 53 251 1984/02/18 250 2012/01/29 1983年
長野県 白馬 44 133 33 187 ] 1980/12/28 185 ] 1981/01/04 1980年
長野県 長野* -- 0 7 80 1946/12/11 60 1963/01/08 1892年
長野県 大町 4 27 15 117 1984/02/28 101 2002/01/29 1981年
長野県 菅平 25 69 36 148 1984/03/22 115 2005/01/21 1981年
長野県 軽井沢* 1 25 4 72 1998/01/15 72 1998/01/15 1925年
長野県 松本* -- 0 2 78 1946/03/03 69 1998/01/15 1898年
長野県 諏訪* -- 0 2 69 2001/01/27 69 2001/01/27 1945年
長野県 開田高原 30 125 24 111 1994/02/12 106 2001/01/27 1991年
長野県 飯田* -- 0 1 56 2001/01/27 56 2001/01/27 1897年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

山梨県 甲府* -- /// 0 49 1998/01/15 49 1998/01/15 1894年
山梨県 河口湖* -- 0 2 89 1998/01/15 89 1998/01/15 1933年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

愛知県 名古屋* -- /// 0 49 1945/12/19 25 1922/01/21 1890年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

現在の積雪の深さ 昨冬までの 昨冬までの
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都道府県 観測所 日平年値 備考 観測史上1位の値 1月の1位の値 統計開始年
積雪の

深さ(cm)
平年比

(％)
積雪の

深さ(cm) 年月日 積雪の
深さ(cm) 年月日

岐阜県 河合 51 106 48 279 ] 1981/01/13 279 ] 1981/01/13 1980年
岐阜県 神岡 18 60 30 166 2005/12/24 164 2006/01/04 1983年
岐阜県 白川 64 100 64 297 2006/02/09 280 2006/01/11 1983年
岐阜県 高山* 5 36 14 128 1981/01/08 128 1981/01/08 1899年
岐阜県 長滝 44 138 32 219 2005/12/24 180 2010/01/15 1981年
岐阜県 樽見 0 0 16 171 2005/12/24 164 ] 1981/01/15 1980年
岐阜県 関ケ原 0 0 9 79 1999/01/09 79 1999/01/09 1997年
岐阜県 岐阜* -- 0 1 58 1936/02/01 55 1936/01/31 1891年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

三重県 津* -- /// -- 26 1951/02/14 10 2003/01/29 1889年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

新潟県 相川* -- 0 1 65 1936/02/06 60 1936/01/31 1912年
新潟県 下関 30 143 21 178 2012/02/04 156 ] 1981/01/31 1980年
新潟県 新潟* -- 0 4 120 1961/01/18 120 1961/01/18 1890年
新潟県 新津 0 0 10 187 1985/01/06 187 1985/01/06 1982年
新潟県 津川 66 228 29 189 1985/01/17 189 1985/01/17 1980年
新潟県 長岡 44 210 21 212 ] 1981/01/21 212 ] 1981/01/21 1980年
新潟県 柏崎 1 10 10 171 1984/03/08 136 1985/01/30 1980年
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新潟県 入広瀬 184 211 87 463 ] 1981/02/09 458 ] 1981/01/30 1980年
新潟県 小出 97 187 52 363 ] 1981/02/28 359 ] 1981/01/21 1980年
新潟県 高田* 22 81 27 377 1945/02/26 374 1945/01/24 1922年
新潟県 安塚 69 153 45 350 1984/03/08 326 1985/01/26 1980年
新潟県 十日町 99 148 67 391 ] 1981/02/28 381 ] 1981/01/23 1980年
新潟県 能生 0 0 24 309 1985/01/30 309 1985/01/30 1980年
新潟県 関山 38 55 69 362 1984/03/01 356 2006/01/08 1980年
新潟県 津南 93 96 97 416 2006/02/05 397 2006/01/12 1989年
新潟県 湯沢 50 74 68 358 2006/01/28 358 2006/01/28 1982年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

富山県 泊 0 0 8 125 ] 1981/01/17 125 ] 1981/01/17 1980年
富山県 氷見 0 0 7 112 2011/01/31 112 2011/01/31 1989年
富山県 魚津 0 0 13 166 ] 1981/01/16 166 ] 1981/01/16 1980年
富山県 伏木* 3 25 12 225 1963/01/27 225 1963/01/27 1891年
富山県 富山* -- 0 11 208 1940/01/30 208 1940/01/30 1939年
富山県 砺波 0 0 13 192 ] 1981/01/13 192 ] 1981/01/13 1980年
富山県 猪谷 0 0 33 262 1984/02/10 253 ] 1981/01/15 1980年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

石川県 珠洲 3 30 10 159 1985/01/30 159 1985/01/30 1980年
石川県 輪島* -- 0 4 110 1945/01/18 110 1945/01/18 1929年
石川県 七尾 0 0 6 74 2011/01/31 74 2011/01/31 1980年
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石川県 金沢* -- 0 6 181 1963/01/27 181 1963/01/27 1882年
石川県 白山吉野 20 69 29 308 ] 1981/01/17 308 ] 1981/01/17 1980年
石川県 栢野 16 73 22 246 ] 1981/01/17 246 ] 1981/01/17 1980年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

福井県 福井* 1 10 10 213 1963/01/31 213 1963/01/31 1897年
福井県 武生 0 0 8 116 2011/01/31 116 2011/01/31 1989年
福井県 大野 7 26 27 262 1981/01/15 262 1981/01/15 1980年
福井県 九頭竜 62 132 47 267 1991/02/25 251 2011/01/30 1982年
福井県 今庄 0 0 24 244 2011/01/31 244 2011/01/31 1980年
福井県 敦賀* -- 0 7 196 1981/01/15 196 1981/01/15 1897年
福井県 小浜 0 0 4 135 1984/02/09 94 1984/01/31 1980年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

滋賀県 柳ケ瀬 4 15 26 249 2011/01/31 249 2011/01/31 1981年
滋賀県 今津 0 0 5 105 1984/02/10 95 2006/01/08 1981年
滋賀県 米原 0 0 15 83 2005/12/27 74 2006/01/08 2001年
滋賀県 彦根* -- 0 1 93 1918/01/09 93 1918/01/09 1893年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年
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積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

京都府 峰山 0 0 8 110 2011/01/31 110 2011/01/31 1981年
京都府 舞鶴* -- 0 3 87 2012/02/02 60 1975/01/13 1947年
京都府 美山 0 0 4 74 ] 1982/01/30 74 ] 1982/01/30 1981年
京都府 京都* -- /// 0 41 1954/01/26 41 1954/01/26 1886年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

大阪府 大阪* -- /// -- 18 1907/02/11 17 1984/01/31 1901年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

兵庫県 香住 0 0 7 140 1985/01/14 140 1985/01/14 1981年
兵庫県 豊岡* -- 0 8 186 1936/02/03 162 1936/01/31 1918年
兵庫県 兎和野高原 11 /// /// 205 2012/02/18 197 2011/01/30 2005年
兵庫県 和田山 0 0 2 80 2000/02/17 51 ] 1982/01/30 1981年
兵庫県 神戸* -- /// -- 17 1945/02/25 10 1984/01/31 1914年

 24時間降雪量へ 累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日
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奈良県 奈良* -- /// -- 21 1990/02/01 14 1984/01/31 1953年

 24時間降雪量へ 累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

和歌山県 和歌山* -- /// -- 40 1883/02/08 13 1906/01/24 1880年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

岡山県 上長田 5 28 18 137 2011/01/17 137 2011/01/17 1990年
岡山県 千屋 0 0 12 97 2005/12/24 78 2006/01/07 1990年
岡山県 今岡 0 0 3 64 1995/12/27 47 2011/01/17 1991年
岡山県 津山* -- 0 1 40 2003/12/20 32 1963/01/08 1943年
岡山県 岡山* -- /// -- 26 1945/02/25 14 1984/01/31 1891年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

広島県 高野 23 85 27 166 2005/12/24 161 2011/01/31 1990年
広島県 八幡 42 114 37 207 2011/02/13 206 2011/01/31 1990年
広島県 大朝 0 0 10 104 2011/01/17 104 2011/01/17 1990年
広島県 広島* -- /// 0 31 1893/01/05 31 1893/01/05 1883年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ
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積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

島根県 西郷* -- 0 3 107 1962/01/27 107 1962/01/27 1939年
島根県 松江* -- 0 2 100 1971/02/04 62 1963/01/26 1940年
島根県 横田 4 31 13 139 1984/02/09 119 2011/01/31 1981年
島根県 赤名 9 50 18 152 2011/01/31 152 2011/01/31 1981年
島根県 瑞穂 0 0 7 91 2011/01/17 91 2011/01/17 1984年
島根県 弥栄 0 0 7 91 1994/02/12 78 2006/01/07 1984年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

鳥取県 境* -- 0 4 94 1963/02/02 88 1934/01/26 1883年
鳥取県 米子* -- 0 2 89 2011/01/01 89 2011/01/01 1940年
鳥取県 倉吉 0 0 3 70 ] 1990/01/26 70 ] 1990/01/26 1981年
鳥取県 鳥取* -- 0 6 129 1947/02/22 86 1990/01/27 1943年
鳥取県 大山 62 111 56 302 2012/02/19 266 2012/01/30 1981年
鳥取県 智頭 0 0 7 135 1984/02/10 87 2011/01/17 1981年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

香川県 高松* -- /// -- 19 1984/01/31 19 1984/01/31 1941年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ
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積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

愛媛県 松山* -- /// 0 34 1907/02/11 14 1984/01/31 1890年

 24時間降雪量へ 累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

高知県 高知* -- /// -- 10 1987/01/13 10 1987/01/13 1912年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

山口県 山口* -- /// 0 37 1996/02/10 27 1987/01/13 1966年
山口県 下関* -- /// 0 39 1900/01/26 39 1900/01/26 1883年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

福岡県 福岡* -- /// 0 30 1917/12/30 21 1918/01/01 1894年

 24時間降雪量へ 累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ



気象庁 ¦ 積雪の深さ一覧表

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/snc_rct/alltable/snc00.html[2013/01/02 22:45:48]

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

大分県 大分* -- /// -- 15 1997/01/22 15 1997/01/22 1916年

 24時間降雪量へ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

積雪の深さ 21時00分現在

都道府県 観測所
現在の積雪の深さ

日平年値 備考

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値 統計開始年

積雪の
深さ(cm)

平年比
(％)

積雪の
深さ(cm) 年月日 積雪の

深さ(cm) 年月日

熊本県 熊本* -- /// 0 13 1945/02/07 12 1984/01/19 1890年
熊本県 阿蘇山* 2 50 4 123 1963/02/04 122 1963/01/30 1931年

値は速報値であるため、修正される可能性があります。
値の単位はcmです。

このページのトップへ
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English

サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

ホーム 防災気象情報 気象統計情報 気象等の知識 気象庁について 案内・申請・リンク

ホーム > 気象統計情報 > 最新の気象データ > 雪の状況 > 24時間降雪量一覧表

24時間降雪量一覧表（1月2日） 21時00分現在

 宗谷地方  上川地方  留萌地方  石狩地方  空知地方  後志地方  網走・北見・紋別地方  根室地方  釧路地方  十勝地方

 胆振地方  日高地方  渡島地方  檜山地方

 青森県  秋田県  岩手県  宮城県  山形県  福島県

 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  東京都  千葉県  神奈川県  長野県  山梨県

 愛知県  岐阜県  三重県  新潟県  富山県  石川県  福井県

 滋賀県  京都府  大阪府  兵庫県  奈良県  和歌山県

 岡山県  広島県  島根県  鳥取県  香川県  愛媛県  高知県

 山口県  福岡県  大分県  熊本県

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

北海道 宗谷地方 稚内* 1

北海道 宗谷地方 声問 1

北海道 宗谷地方 浜鬼志別 4

北海道 宗谷地方 沼川 1

北海道 宗谷地方 豊富 0

北海道 宗谷地方 中頓別 4

北海道 宗谷地方 北見枝幸* 1

北海道 宗谷地方 歌登 5

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

北海道 上川地方 音威子府 2

北海道 上川地方 美深 1

北海道 上川地方 名寄 1

北海道 上川地方 下川 3

北海道 上川地方 和寒 0

北海道 上川地方 上川 0

北海道 上川地方 旭川* 1

北海道 上川地方 層雲峡 0

北海道 上川地方 東神楽 0

北海道 上川地方 美瑛 4

北海道 上川地方 富良野 3

http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/sitemap.html
http://www.jma.go.jp/jma/kensaku.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/goiken.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/goiken.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/goiken.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/knowledge.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/about.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/index.html
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北海道 上川地方 幾寅 2

北海道 上川地方 占冠 3

北海道 上川地方 朱鞠内 0

北海道 上川地方 幌加内 4

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

北海道 留萌地方 天塩 2

北海道 留萌地方 初山別 4

北海道 留萌地方 羽幌* --

北海道 留萌地方 古丹別 1

北海道 留萌地方 留萌* 2

北海道 留萌地方 幌糠 1

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

北海道 石狩地方 厚田 1 )

北海道 石狩地方 新篠津 1

北海道 石狩地方 石狩 3

北海道 石狩地方 札幌* 2

北海道 石狩地方 小金湯 1

北海道 石狩地方 恵庭島松 4

北海道 石狩地方 千歳 6

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

北海道 空知地方 深川 0

北海道 空知地方 滝川 5

北海道 空知地方 芦別 2

北海道 空知地方 美唄 1

北海道 空知地方 岩見沢* 1

北海道 空知地方 夕張 10

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

北海道 後志地方 余市 1

北海道 後志地方 小樽* 4

北海道 後志地方 赤井川 4

北海道 後志地方 共和 1

北海道 後志地方 蘭越 9

北海道 後志地方 倶知安* 6

北海道 後志地方 寿都* 6

北海道 後志地方 喜茂別 2
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北海道 後志地方 黒松内 8

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

北海道 網走・北見・紋別地方 雄武* --

北海道 網走・北見・紋別地方 西興部 1

北海道 網走・北見・紋別地方 紋別* --

北海道 網走・北見・紋別地方 紋別小向 0

北海道 網走・北見・紋別地方 滝上 1

北海道 網走・北見・紋別地方 遠軽 1

北海道 網走・北見・紋別地方 佐呂間 3

北海道 網走・北見・紋別地方 網走* --

北海道 網走・北見・紋別地方 宇登呂 3

北海道 網走・北見・紋別地方 白滝 0

北海道 網走・北見・紋別地方 北見 3

北海道 網走・北見・紋別地方 女満別 3

北海道 網走・北見・紋別地方 斜里 1

北海道 網走・北見・紋別地方 留辺蘂 2

北海道 網走・北見・紋別地方 津別 2

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

北海道 根室地方 羅臼 0

北海道 根室地方 中標津 2

北海道 根室地方 根室中標津 1

北海道 根室地方 別海 5

北海道 根室地方 根室* 1

北海道 根室地方 厚床 3

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

北海道 釧路地方 川湯 3

北海道 釧路地方 阿寒湖畔 2

北海道 釧路地方 標茶 0

北海道 釧路地方 鶴居 4

北海道 釧路地方 中徹別 2

北海道 釧路地方 鶴丘 4

北海道 釧路地方 太田 6

北海道 釧路地方 白糠 8

北海道 釧路地方 釧路* 6

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)
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北海道 十勝地方 陸別 6

北海道 十勝地方 ぬかびら源泉郷 4

北海道 十勝地方 上士幌 6

北海道 十勝地方 本別 0

北海道 十勝地方 新得 7

北海道 十勝地方 芽室 6

北海道 十勝地方 帯広* 6

北海道 十勝地方 浦幌 5

北海道 十勝地方 帯広泉 9

北海道 十勝地方 上札内 10

北海道 十勝地方 大樹 11

北海道 十勝地方 広尾* 8

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

北海道 胆振地方 安平 4

北海道 胆振地方 穂別 10

北海道 胆振地方 大滝 7

北海道 胆振地方 苫小牧* 7

北海道 胆振地方 大岸 15

北海道 胆振地方 白老 2

北海道 胆振地方 登別 7

北海道 胆振地方 室蘭* 5

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

北海道 日高地方 日高 8

北海道 日高地方 旭 ///

北海道 日高地方 静内 5

北海道 日高地方 中杵臼 7

北海道 日高地方 浦河* 7

北海道 日高地方 目黒 10

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

北海道 渡島地方 長万部 8

北海道 渡島地方 八雲 14

北海道 渡島地方 森 16

北海道 渡島地方 大沼 17

北海道 渡島地方 函館* 12

北海道 渡島地方 高松 10

北海道 渡島地方 千軒 11

北海道 渡島地方 熊石 14

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ



気象庁 | 積雪の深さ一覧表

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/snc_rct/alltable/snf24h00.html[2013/01/02 22:46:04]

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

北海道 檜山地方 今金 14

北海道 檜山地方 鶉 10

北海道 檜山地方 江差* 10

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

青森県 大間 12

青森県 むつ* 16

青森県 今別 10

青森県 脇野沢 14

青森県 五所川原 5

青森県 青森* 4

青森県 野辺地 8

青森県 鰺ケ沢 10

青森県 深浦* 11

青森県 弘前 12

青森県 酸ケ湯 13

青森県 十和田 15

青森県 八戸* 10

青森県 碇ケ関 13

青森県 三戸 13

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

秋田県 能代 6

秋田県 鷹巣 9

秋田県 鹿角 15

秋田県 五城目 9

秋田県 阿仁合 18

秋田県 秋田* 8

秋田県 角館 16

秋田県 大正寺 18

秋田県 本荘 8

秋田県 横手 16

秋田県 矢島 8

秋田県 湯沢 6

秋田県 湯の岱 32

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

岩手県 二戸 15
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岩手県 久慈 1

岩手県 奥中山 29

岩手県 葛巻 21

岩手県 岩手松尾 23

岩手県 岩泉 7

岩手県 雫石 41

岩手県 盛岡* 36

岩手県 区界 32

岩手県 宮古* 2

岩手県 湯田 26

岩手県 遠野 9

岩手県 北上 17

岩手県 祭畤 29

岩手県 大船渡* --

岩手県 一関 0

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

宮城県 駒ノ湯 45

宮城県 川渡 24

宮城県 古川 0

宮城県 石巻* --

宮城県 新川 3

宮城県 仙台* --

宮城県 白石 0

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

山形県 酒田* --

山形県 金山 21

山形県 狩川 2

山形県 新庄* 13

山形県 向町 27

山形県 櫛引 1

山形県 肘折 22

山形県 尾花沢 20

山形県 大井沢 21

山形県 左沢 17

山形県 山形* 2

山形県 長井 9

山形県 小国 2

山形県 米沢 12

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量
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(cm)

福島県 茂庭 4

福島県 福島* --

福島県 西会津 12

福島県 猪苗代 ///

福島県 金山 11

福島県 若松* 2

福島県 只見 12

福島県 南郷 9

福島県 湯本 2

福島県 田島 4

福島県 白河* --

福島県 桧枝岐 14

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

茨城県 水戸* --

茨城県 つくば(館野)* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

栃木県 那須 4

栃木県 土呂部 1

栃木県 奥日光(日光)* --

栃木県 宇都宮* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

群馬県 藤原 5

群馬県 みなかみ 2

群馬県 草津 1

群馬県 前橋* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

埼玉県 熊谷* --

埼玉県 秩父* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

東京都 東京* --
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 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

千葉県 銚子* --

千葉県 千葉* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

神奈川県 横浜* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

長野県 野沢温泉 10

長野県 信濃町 12

長野県 飯山 8

長野県 小谷 15

長野県 白馬 17

長野県 長野* --

長野県 大町 6

長野県 菅平 6

長野県 軽井沢* --

長野県 松本* --

長野県 諏訪* --

長野県 開田高原 6

長野県 飯田* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

山梨県 甲府* --

山梨県 河口湖* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

愛知県 名古屋* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

岐阜県 河合 14

岐阜県 神岡 12

岐阜県 白川 8
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岐阜県 高山* 3

岐阜県 長滝 6

岐阜県 樽見 0

岐阜県 関ケ原 0

岐阜県 岐阜* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

三重県 津* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

新潟県 相川* --

新潟県 下関 6

新潟県 新潟* --

新潟県 新津 1

新潟県 津川 14

新潟県 長岡 5

新潟県 柏崎 2

新潟県 入広瀬 2

新潟県 小出 4

新潟県 高田* 1

新潟県 安塚 0

新潟県 十日町 4

新潟県 能生 7

新潟県 関山 7

新潟県 津南 4

新潟県 湯沢 7

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

富山県 泊 0

富山県 氷見 4

富山県 魚津 2

富山県 伏木* --

富山県 富山* --

富山県 砺波 1

富山県 猪谷 0

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

石川県 珠洲 5

石川県 輪島* 1
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石川県 七尾 0

石川県 金沢* --

石川県 白山吉野 1

石川県 栢野 13

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

福井県 福井* --

福井県 武生 0

福井県 大野 6

福井県 九頭竜 5

福井県 今庄 0

福井県 敦賀* --

福井県 小浜 0

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

滋賀県 柳ケ瀬 0

滋賀県 今津 0

滋賀県 米原 0

滋賀県 彦根* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

京都府 峰山 0

京都府 舞鶴* --

京都府 美山 0

京都府 京都* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

大阪府 大阪* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

兵庫県 香住 0

兵庫県 豊岡* --

兵庫県 兎和野高原 0

兵庫県 和田山 0

兵庫県 神戸* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ
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24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

奈良県 奈良* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

和歌山県 和歌山* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

岡山県 上長田 1

岡山県 千屋 3

岡山県 今岡 0

岡山県 津山* --

岡山県 岡山* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

広島県 高野 10

広島県 八幡 2

広島県 大朝 2

広島県 広島* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

島根県 西郷* --

島根県 松江* --

島根県 横田 6

島根県 赤名 6

島根県 瑞穂 0

島根県 弥栄 0

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

鳥取県 境* --

鳥取県 米子* --

鳥取県 倉吉 0

鳥取県 鳥取* --

鳥取県 大山 12

鳥取県 智頭 0
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 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

香川県 高松* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

愛媛県 松山* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

高知県 高知* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

山口県 山口* --

山口県 下関* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

福岡県 福岡* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

大分県 大分* --

 積雪の深さ  累積降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

24時間降雪量 21時00分現在

都道府県 観測所
24時間降雪量

(cm)

熊本県 熊本* --

熊本県 阿蘇山* --

値は速報値であるため、修正される可能性があります。
値の単位はcmです。

このページのトップへ
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English
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ホーム 防災気象情報 気象統計情報 気象等の知識 気象庁について 案内・申請・リンク

ホーム > 気象統計情報 > 最新の気象データ > 雪の状況 > 累積降雪量一覧表

累積降雪量一覧表（1月2日） 4時00分現在

 宗谷地方  上川地方  留萌地方  石狩地方  空知地方  後志地方  網走・北見・紋別地方  根室地方  釧路地方  十勝地方

 胆振地方  日高地方  渡島地方  檜山地方

 青森県  秋田県  岩手県  宮城県  山形県  福島県

 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  東京都  千葉県  神奈川県  長野県  山梨県

 愛知県  岐阜県  三重県  新潟県  富山県  石川県  福井県

 滋賀県  京都府  大阪府  兵庫県  奈良県  和歌山県

 岡山県  広島県  島根県  鳥取県  香川県  愛媛県  高知県

 山口県  福岡県  大分県  熊本県

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

北海道 宗谷地方 稚内* 200 95 210

北海道 宗谷地方 声問 247 ) /// ///

北海道 宗谷地方 浜鬼志別 342 ) 115 297

北海道 宗谷地方 沼川 323 105 307

北海道 宗谷地方 豊富 310 120 259

北海道 宗谷地方 中頓別 397 119 335

北海道 宗谷地方 北見枝幸* 268 112 239

北海道 宗谷地方 歌登 427 ) 116 367

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

北海道 上川地方 音威子府 513 109 471

北海道 上川地方 美深 381 102 375

北海道 上川地方 名寄 390 113 346

北海道 上川地方 下川 372 115 323

北海道 上川地方 和寒 278 82 339

北海道 上川地方 上川 338 96 352

北海道 上川地方 旭川* 256 ) 87 295

北海道 上川地方 層雲峡 359 105 341

北海道 上川地方 東神楽 226 /// ///

北海道 上川地方 美瑛 300 112 269

北海道 上川地方 富良野 239 93 257

http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/sitemap.html
http://www.jma.go.jp/jma/kensaku.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/goiken.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/goiken.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/goiken.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/knowledge.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/about.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/index.html
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北海道 上川地方 幾寅 263 123 214

北海道 上川地方 占冠 236 86 273

北海道 上川地方 朱鞠内 617 115 538

北海道 上川地方 幌加内 541 105 514

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

北海道 留萌地方 天塩 292 ) 108 270

北海道 留萌地方 初山別 289 131 220

北海道 留萌地方 羽幌* 280 ) 120 233

北海道 留萌地方 古丹別 289 112 257

北海道 留萌地方 留萌* 240 110 218

北海道 留萌地方 幌糠 429 99 435

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

北海道 石狩地方 厚田 238 107 223

北海道 石狩地方 新篠津 378 136 278

北海道 石狩地方 石狩 254 144 177

北海道 石狩地方 札幌* 226 137 165

北海道 石狩地方 小金湯 253 ) 87 292

北海道 石狩地方 恵庭島松 195 136 143

北海道 石狩地方 千歳 88 /// ///

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

北海道 空知地方 深川 393 107 366

北海道 空知地方 滝川 317 91 347

北海道 空知地方 芦別 272 101 269

北海道 空知地方 美唄 283 90 313

北海道 空知地方 岩見沢* 350 123 284

北海道 空知地方 夕張 369 115 320

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

北海道 後志地方 余市 310 112 277

北海道 後志地方 小樽* 245 117 209

北海道 後志地方 赤井川 416 130 319

北海道 後志地方 共和 210 ) 90 234

北海道 後志地方 蘭越 291 116 250

北海道 後志地方 倶知安* 416 113 367

北海道 後志地方 寿都* 184 118 156

北海道 後志地方 喜茂別 343 91 377
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北海道 後志地方 黒松内 266 103 259

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

北海道 網走・北見・紋別地方 雄武* 146 94 155

北海道 網走・北見・紋別地方 西興部 287 134 214

北海道 網走・北見・紋別地方 紋別* 143 104 137

北海道 網走・北見・紋別地方 紋別小向 168 ) /// ///

北海道 網走・北見・紋別地方 滝上 265 125 212

北海道 網走・北見・紋別地方 遠軽 200 140 143

北海道 網走・北見・紋別地方 佐呂間 219 153 143

北海道 網走・北見・紋別地方 網走* 160 150 107

北海道 網走・北見・紋別地方 宇登呂 242 154 157

北海道 網走・北見・紋別地方 白滝 272 123 221

北海道 網走・北見・紋別地方 北見 159 ) 153 104

北海道 網走・北見・紋別地方 女満別 129 /// ///

北海道 網走・北見・紋別地方 斜里 160 ) 106 151

北海道 網走・北見・紋別地方 留辺蘂 252 187 135

北海道 網走・北見・紋別地方 津別 132 92 144

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

北海道 根室地方 羅臼 203 /// ///

北海道 根室地方 中標津 194 183 106

北海道 根室地方 根室中標津 116 /// ///

北海道 根室地方 別海 183 251 73

北海道 根室地方 根室* 53 132 40

北海道 根室地方 厚床 175 219 80

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

北海道 釧路地方 川湯 231 182 127

北海道 釧路地方 阿寒湖畔 224 ) 121 185

北海道 釧路地方 標茶 136 156 87

北海道 釧路地方 鶴居 156 200 78

北海道 釧路地方 中徹別 174 220 79

北海道 釧路地方 鶴丘 78 /// ///

北海道 釧路地方 太田 153 172 89

北海道 釧路地方 白糠 145 238 61

北海道 釧路地方 釧路* 65 191 34

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)
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北海道 十勝地方 陸別 212 180 118

北海道 十勝地方 ぬかびら源泉郷 208 134 155

北海道 十勝地方 上士幌 163 165 99

北海道 十勝地方 本別 216 254 85

北海道 十勝地方 新得 200 131 153

北海道 十勝地方 芽室 204 163 125

北海道 十勝地方 帯広* 123 216 57

北海道 十勝地方 浦幌 172 226 76

北海道 十勝地方 帯広泉 172 /// ///

北海道 十勝地方 上札内 285 164 174

北海道 十勝地方 大樹 194 108 179

北海道 十勝地方 広尾* 137 163 84

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

北海道 胆振地方 安平 116 92 126

北海道 胆振地方 穂別 126 112 113

北海道 胆振地方 大滝 287 97 297

北海道 胆振地方 苫小牧* 65 203 32

北海道 胆振地方 大岸 234 133 176

北海道 胆振地方 白老 43 ) 93 46

北海道 胆振地方 登別 139 149 93

北海道 胆振地方 室蘭* 36 77 47

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

北海道 日高地方 日高 141 91 155

北海道 日高地方 旭 113 ) /// ///

北海道 日高地方 静内 60 188 32

北海道 日高地方 中杵臼 138 129 107

北海道 日高地方 浦河* 55 162 34

北海道 日高地方 目黒 152 ) 173 88

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

北海道 渡島地方 長万部 192 123 156

北海道 渡島地方 八雲 215 ) 119 181

北海道 渡島地方 森 144 109 132

北海道 渡島地方 大沼 110 73 150

北海道 渡島地方 函館* 116 103 113

北海道 渡島地方 高松 77 /// ///

北海道 渡島地方 千軒 156 75 207

北海道 渡島地方 熊石 108 79 136

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ
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累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

北海道 檜山地方 今金 267 153 174

北海道 檜山地方 鶉 231 135 171

北海道 檜山地方 江差* 80 98 82

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

青森県 大間 66 206 32

青森県 むつ* 69 62 112

青森県 今別 112 92 122

青森県 脇野沢 116 89 130

青森県 五所川原 157 101 155

青森県 青森* 193 100 193

青森県 野辺地 81 ) /// ///

青森県 鰺ケ沢 113 119 95

青森県 深浦* 114 144 79

青森県 弘前 229 134 171

青森県 酸ケ湯 618 ) 114 541

青森県 十和田 65 70 93

青森県 八戸* 19 42 45

青森県 碇ケ関 232 154 151

青森県 三戸 50 74 68

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

秋田県 能代 120 141 85

秋田県 鷹巣 166 134 124

秋田県 鹿角 143 95 150

秋田県 五城目 144 ) 166 87

秋田県 阿仁合 265 124 214

秋田県 秋田* 124 146 85

秋田県 角館 252 156 162

秋田県 大正寺 182 126 144

秋田県 本荘 111 132 84

秋田県 横手 266 135 197

秋田県 矢島 207 123 168

秋田県 湯沢 258 143 181

秋田県 湯の岱 283 119 238

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

岩手県 二戸 67 134 50
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岩手県 久慈 19 100 19

岩手県 奥中山 149 92 162

岩手県 葛巻 85 109 78

岩手県 岩手松尾 79 71 112

岩手県 岩泉 16 ) 39 41

岩手県 雫石 109 97 112

岩手県 盛岡* 67 114 59

岩手県 区界 90 56 162

岩手県 宮古* 3 19 16

岩手県 湯田 422 146 290

岩手県 遠野 63 119 53

岩手県 北上 142 222 64

岩手県 祭畤 338 141 240

岩手県 大船渡* 7 117 6

岩手県 一関 42 ) 86 49

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

宮城県 駒ノ湯 311 126 247

宮城県 川渡 137 144 95

宮城県 古川 51 131 39

宮城県 石巻* 6 ※ 0

宮城県 新川 44 61 72

宮城県 仙台* 9 300 3

宮城県 白石 10 ) 59 17

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

山形県 酒田* 67 100 67

山形県 金山 264 ) 131 201

山形県 狩川 148 144 103

山形県 新庄* 295 159 186

山形県 向町 355 192 185

山形県 櫛引 159 142 112

山形県 肘折 478 115 416

山形県 尾花沢 390 184 212

山形県 大井沢 417 116 361

山形県 左沢 218 193 113

山形県 山形* 66 71 93

山形県 長井 235 151 156

山形県 小国 292 136 214

山形県 米沢 240 160 150

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量 平年比 平年値
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(cm) (％) (cm)

福島県 茂庭 60 79 76

福島県 福島* 16 55 29

福島県 西会津 303 252 120

福島県 猪苗代 196 ) 132 149

福島県 金山 357 /// ///

福島県 若松* 127 132 96

福島県 只見 519 187 278

福島県 南郷 372 155 240

福島県 湯本 124 ] /// 158

福島県 田島 151 119 127

福島県 白河* 17 77 22

福島県 桧枝岐 361 118 307

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

茨城県 水戸* -- ※ 0

茨城県 つくば(館野)* -- ※ 0

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

栃木県 那須 84 153 55

栃木県 土呂部 109 147 74

栃木県 奥日光(日光)* 80 105 76

栃木県 宇都宮* 1 ※ 0

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

群馬県 藤原 328 113 290

群馬県 みなかみ 234 118 198

群馬県 草津 132 106 125

群馬県 前橋* -- ※ 0

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

埼玉県 熊谷* -- ※ 0

埼玉県 秩父* -- 0 1

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

東京都 東京* -- ※ 0
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 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

千葉県 銚子* -- /// 0

千葉県 千葉* -- ※ 0

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

神奈川県 横浜* -- ※ 0

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

長野県 野沢温泉 365 132 277

長野県 信濃町 211 111 190

長野県 飯山 260 152 171

長野県 小谷 285 ] /// 196

長野県 白馬 236 ) 150 157

長野県 長野* 56 112 50

長野県 大町 83 83 100

長野県 菅平 168 106 159

長野県 軽井沢* 18 75 24

長野県 松本* 22 733 3

長野県 諏訪* 38 292 13

長野県 開田高原 145 156 93

長野県 飯田* 19 633 3

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

山梨県 甲府* 6 ※ 0

山梨県 河口湖* 7 ※ 0

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

愛知県 名古屋* 3 ※ 0

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

岐阜県 河合 241 125 193

岐阜県 神岡 214 167 128

岐阜県 白川 295 121 243



気象庁 | 積雪の深さ一覧表

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/snc_rct/alltable/smsnd_sm00.html[2013/01/02 22:46:15]

岐阜県 高山* 101 104 97

岐阜県 長滝 282 191 148

岐阜県 樽見 92 130 71

岐阜県 関ケ原 43 143 30

岐阜県 岐阜* 23 288 8

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

三重県 津* -- ※ 0

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

新潟県 相川* 29 138 21

新潟県 下関 185 170 109

新潟県 新潟* 42 145 29

新潟県 新津 70 143 49

新潟県 津川 262 215 122

新潟県 長岡 195 201 97

新潟県 柏崎 62 129 48

新潟県 入広瀬 498 172 289

新潟県 小出 314 174 180

新潟県 高田* 152 150 101

新潟県 安塚 257 162 159

新潟県 十日町 340 145 235

新潟県 能生 130 146 89

新潟県 関山 332 127 261

新潟県 津南 427 139 308

新潟県 湯沢 286 ) 116 246

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

富山県 泊 69 164 42

富山県 氷見 77 ) 192 40

富山県 魚津 178 ) 297 60

富山県 伏木* 81 140 58

富山県 富山* 100 159 63

富山県 砺波 115 167 69

富山県 猪谷 222 164 135

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

石川県 珠洲 98 233 42

石川県 輪島* 43 159 27
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石川県 七尾 49 175 28

石川県 金沢* 52 124 42

石川県 白山吉野 179 ) 167 107

石川県 栢野 165 206 80

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

福井県 福井* 57 127 45

福井県 武生 46 115 40

福井県 大野 163 157 104

福井県 九頭竜 243 132 184

福井県 今庄 102 112 91

福井県 敦賀* 24 80 30

福井県 小浜 90 474 19

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

滋賀県 柳ケ瀬 149 149 100

滋賀県 今津 80 222 36

滋賀県 米原 86 172 50

滋賀県 彦根* 10 59 17

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

京都府 峰山 75 174 43

京都府 舞鶴* 38 146 26

京都府 美山 39 144 27

京都府 京都* -- ※ 0

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

大阪府 大阪* -- ※ 0

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

兵庫県 香住 119 ) 277 43

兵庫県 豊岡* 97 220 44

兵庫県 兎和野高原 246 /// ///

兵庫県 和田山 37 195 19

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日
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都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

岡山県 上長田 184 198 93

岡山県 千屋 88 140 63

岡山県 今岡 2 9 22

岡山県 津山* 12 109 11

岡山県 岡山* -- ※ 0

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

広島県 高野 259 219 118

広島県 八幡 247 180 137

広島県 大朝 113 169 67

広島県 広島* 2 ※ 0

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

島根県 西郷* 50 263 19

島根県 松江* 8 53 15

島根県 横田 118 142 83

島根県 赤名 156 168 93

島根県 瑞穂 95 179 53

島根県 弥栄 72 176 41

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

鳥取県 境* 27 159 17

鳥取県 米子* 24 133 18

鳥取県 倉吉 15 75 20

鳥取県 鳥取* 38 100 38

鳥取県 大山 261 120 218

鳥取県 智頭 49 114 43

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

香川県 高松* -- ※ 0

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

愛媛県 松山* -- ※ 0

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ



気象庁 | 積雪の深さ一覧表

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/snc_rct/alltable/smsnd_sm00.html[2013/01/02 22:46:15]

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

山口県 山口* 12 ※ 0

山口県 下関* -- ※ 0

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

福岡県 福岡* -- ※ 0

 積雪の深さ  24時間降雪量へ  ページ先頭へ  解説へ

累積降雪量 2012年11月1日 - 2013年1月1日

都道府県 観測所
累積降雪量

(cm)
平年比
(％)

平年値
(cm)

熊本県 阿蘇山* 18 86 21

値は速報値であるため、修正される可能性があります。
値の単位はcmです。

このページのトップへ
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English

サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

ホ ー ム 防 災 気 象 情 報 気 象 統 計 情 報 気 象 等 の 知 識
気 象 庁 に つ い

て

案 内 ・ 申 請 ・

リ ン ク

ホーム > 気象統計情報 > 最新の気象データ > 雪の状況

凡例

雪の状況について

現在の雪の状況（積雪の深さ・24時間降雪量など）をご覧になれます。

データの集計方法

「雪の状況」ページでは、アメダス観測所や気象官署における観測データをもとに
以下の方法で集計を行っています。

集計の方法

データ 集計の方法

積雪の深さ 積雪計により観測された積雪の深さです。1時間ごとに集
計を行っています。

積雪の深さ
の平年比

積雪の深さの日平年値に対する比です。％（パーセン
ト）で表します。なお地図には、平年値が3cm以上の地
点を表示しています。

24時間降雪
量

積雪計で観測した降雪の深さを、24時間分合計したもの
です。
アメダス観測所では「降雪の深さ」は観測していません
が、前1時間の積雪の深さの増加分を便宜上、降雪の深さ
として計算します。また、積雪の深さの観測精度の限界
等により、降雪の深さには誤差が含まれています。

累積降雪量

期間中の降雪の深さを合計したものです。
平年値の場合は、日平年値を合計しています。
該当する平年値が「0」の場合の平年比は、「※」として
います。

http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/sitemap.html
http://www.jma.go.jp/jma/kensaku.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/goiken.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/knowledge.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/about.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/about.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/index.html
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現在の積雪
の深さと昨
冬までの1
位の値との
比較

現在の値が、統計開始から昨冬までの積雪の深さの最大
値と同じ（＝タイ記録）かそれを上回っていれば、「昨
冬までの1位の値以上」と表示します。

統計開始：観測開始、または移転等により観測環境が変わったことを指します。

凡例

プロット図

各地図の右下にあるスケールに従い、積雪の深さや24時間降雪量を階級別に色分け
しています。

地図に付加する記号

表示例 意味 解説

昨冬までの1位の値以上

現在の値が、昨冬まで
の観測史上1位の値以上
である場合に付加しま
す。

昨冬までの当月としての1位の値以上

現在の値が、昨冬まで
の観測史上1位（月別）
の値以上である場合に
付加します。

いずれも、観測開始または移転等により観測環境が変わった時から10年目以降の
み対象とします。

データ（一覧表）

全国の観測所の、現在の積雪の深さ・昨冬までの1位の値を表示します。

備考欄

表示例 解説

昨冬までの1位以上の値を観測しまし
た。
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昨冬までの当月(例：10月)としての1
位以上の値を観測しました。

昨冬までの1位以上の値を観測しまし
たが、観測開始または移転等により観
測環境が変わった時から10年目以上経
過していません。

昨冬までの当月(例：10月)としての1
位以上の値を観測しましたが、観測開
始または移転等により観測環境が変
わった時から10年目以上経過していま
せん。

データに付加する記号

表示例 意味 解説

100 正常値 統計値を求める基礎となる資料が全て揃っている
値です。

100 ) 準正常値

資料の一部が欠けているが、統計値を求めるため
に必要な資料数は満たしている値です。 （必要な
資料数は、要素または現象、統計方法により若干
異なりますが、全体数の80％を基準とします。）

100 ] 資料不足値
統計値を求めるために必要な資料数を満たしてい
ないため、十分な信頼性を保証できません。ご利
用に際しては十分留意願います。

観測所名に付加する記号

表示例 解説

観測所名* 気象官署です。

ランキング（上位10地点）

各要素ごとに、全国上位10位までの観測所・データを表示します。
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「データに付加する記号」と「観測所名に付加する記号」は、「データ（一覧
表）」と同様です。

観測史上1位の値 更新状況

雪については、日最深積雪が昨冬までの1位以上の値を観測した観測所・データを表
示します。
※雪以外の要素については、これまでの1位の値を更新した観測所・データを表示し
ます。

「データに付加する記号」と「観測所名に付加する記号」は、「データ（一覧
表）」と同様です。

このページのトップへ

著作権・リンク・個人情報保護 | 利用上の注意について（免責事項）

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html#exclusion
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ホーム 防災気象情報 気象統計情報 気象等の知識 気象庁について
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ホーム > 気象統計情報 > 最新の気象データ > 今日・昨日の全国観測値ランキング > 今日の全国観測値ランキン

グ

今日の全国観測値ランキング（1月2日） 22時20分現在

ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

日最高気温の高い方から

順
位

都道府
県

観測所
観測値

昨日までの
観測史上1位の値

昨日までの
1月の1位の値

統計
開始
年

備
考

℃ 時分 ℃ 年月日 ℃ 年月日

1 沖縄県 波照間
24.4

)
12:33) 35.7 2009/08/05 27.1 1998/01/10

1979
年

2 沖縄県
志多阿
原

24.0
)

12:02) 35.0 2006/07/07 26.8 2006/01/19
2003
年

〃 沖縄県 下地
24.0

)
13:47) 34.8 2009/08/03 26.1 2008/01/11

2003
年

4 沖縄県 鏡原
23.8

)
13:50) 35.2 2003/07/22 26.5 2012/01/15

2003
年

〃 沖縄県
石垣島
*

23.8
)

12:14) 35.4 1899/09/15 27.8 1897/01/06
1896
年

6 沖縄県 仲筋
23.7

)
13:00) 35.4 2009/08/02 26.8 2006/01/18

2003
年

7 沖縄県 真栄里
23.4

)
12:06) 35.0 2009/08/05 26.7 2010/01/28

2003
年

8 沖縄県 名護*
23.3

)
14:11) 35.1 2009/08/03 26.0 1969/01/28

1966
年

〃 沖縄県
宮古島
*

23.3
)

14:14) 35.3 1971/07/16 27.0 1972/01/24
1938
年

10 沖縄県
久米島
*

22.9
)

12:47) 34.7 2007/07/22 27.4 1998/01/08
1958
年

http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
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http://www.jma.go.jp/jma/kensaku.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/goiken.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/goiken.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/goiken.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/knowledge.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/about.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/index.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/rank_daily/index.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/rank_daily/index.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/rank_daily/index.html
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日最低気温の低い方から

順
位

都道府県
観
測
所

観測値
昨日までの

観測史上1位の値
昨日までの

1月の1位の値
統計
開始
年

備
考

℃ 時分 ℃ 年月日 ℃ 年月日

1
北海道 十
勝地方

糠
内

-
21.7

)
00:44)

-
31.8

2000/01/27
-

31.8
2000/01/27

1978
年

2
北海道 十
勝地方

陸
別

-
21.5

)
03:35)

-
33.2

2000/01/27
-

33.2
2000/01/27

1977
年

3
北海道 釧
路地方

川
湯

-
20.0

)
05:09)

-
34.0

1978/02/25
-

33.4
1985/01/31

1977
年

4

北海道 網
走・北
見・紋別地
方

境
野

-
19.3

)
03:25)

-
30.3

1978/02/17
-

29.3
1985/01/25

1977
年

5
北海道 十
勝地方

池
田

-
19.2

)
02:27)

-
28.4

1985/01/31
-

28.4
1985/01/31

1977
年

6

北海道 網
走・北
見・紋別地
方

留
辺
蘂

-
18.7

)
03:35)

-
28.7

1985/01/24
-

28.7
1985/01/24

1978
年

7
北海道 根
室地方

根
室
中
標
津

-
18.6

)
02:12)

-
29.6

2010/02/06
-

26.8
2003/01/22

2003
年

8

北海道 網
走・北
見・紋別地
方

生
田
原

-
18.5

)
05:48)

-
32.0

1978/02/17
-

31.0
1985/01/24

1977
年

9
北海道 胆
振地方

穂
別

-
18.4

)
01:19)

-
30.3

1978/02/17
-

30.2
1979/01/29

1977
年

10
北海道 根
室地方

中
標
津

-
18.1

)
04:35)

-
32.9

1978/02/25
-

28.7
1985/01/24

1977
年



気象庁 | 今日・昨日の全国観測値ランキング

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/rank_daily/data00.html[2013/01/02 22:46:43]

1時間降水量の日最大値（5mm以上のみ）

順
位

都道
府県

観測
所

観測値
昨日までの

観測史上1位の値
昨日までの

1月の1位の値
統計
開始
年

備考
mm

時分
(まで)

mm 年月日 mm 年月日

1
沖縄
県

所野
30.0

)
19:25) 97 2005/06/23 20 2003/01/07

2003
年

（1
月の
1位
の値
を更
新）

2
新潟
県

長岡
13.5

)
15:34) 65.5 2008/09/06 11 1976/01/09

1976
年

（1
月の
1位
の値
を更
新）

3
沖縄
県

与那
国島*

12.5
)

19:30) 110.0 2008/09/13 61.7 1958/01/13
1956
年

4
石川
県

七尾
9.0
)

12:06) 70.0 2010/07/09 14 2002/01/04
1976
年

5
新潟
県

栃尾
8.5
)

15:42) 68.0 2011/07/30 10.5 2013/01/01
1976
年

〃
新潟
県

室谷
8.5
)

16:07) 70.5 2010/08/10 11.5 2010/01/21
1993
年

〃
山形
県

上草
津

8.5
)

13:29) 76 2007/08/22 36 1990/01/18
1976
年

〃
秋田
県

横手
8.5
)

13:52) 59 2005/07/01 10 2007/01/06
1976
年

9
石川
県

宝達
志水

8.0
)

12:32) 66 2005/08/11 11.0 2009/01/12
2003
年

〃
石川
県

珠洲
8.0
)

10:18) 73 2007/08/22 11 2002/01/04
1976
年

〃
富山
県

南砺
高宮

8.0
)

14:49) 62.0 2008/07/08 11 2005/01/29
1976
年

〃
富山
県

宇奈
月

8.0
)

15:06) 64 1984/08/27 14 1997/01/02
1984
年

〃
岩手
県

湯田
8.0
)

14:12) 45.0 2012/10/01 11 2007/01/06
1976
年
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〃
秋田
県

笹子
8.0
)

13:40) 45 1996/08/13 7 2001/01/10
1983
年

（1
月の
1位
の値
を更
新）

〃
秋田
県

東由
利

8.0
)

13:19) 65 1995/08/26 11 1985/01/16
1976
年

3時間降水量の日最大値（5mm以上のみ）

順
位

都道
府県

観測
所

観測値
昨日までの

観測史上1位の値
昨日までの

1月の1位の値 統計
開始
年

備考
mm

時分
(ま
で)

mm 年月日 mm 年月日

1
沖縄
県

所野
35.0

]
21:20
]

182 2005/06/23 32 2003/01/07
2003
年

（1
月の
1位
の値
を更
新）

2
新潟
県

長岡
19.0

]
16:10
]

123 1995/08/10 23 1986/01/13
1976
年

3
富山
県

南砺
高宮

16.5
]

14:50
]

91.5 2008/07/08 30 1988/01/23
1976
年

〃
新潟
県

栃尾
16.5

]
16:40
]

144.0 2011/07/30
23.5

]
2013/01/01

1976
年

〃
新潟
県

室谷
16.5

]
17:50
]

96.5 2010/08/10 27.5 2010/01/21
1993
年

6
沖縄
県

与那
国島*

15.5
]

21:30
]

242.0 2008/09/13 79 2001/01/06
1978
年

7
石川
県

七尾
15.0

]
12:00
]

113.0 2010/07/09 22 1990/01/06
1976
年

8
石川
県

栢野
14.5

]
02:50
]

143 1998/09/22 28 1994/01/17
1976
年

9
富山
県

宇奈
月

14.0
]

16:20
]

117 1985/07/08 29 1987/01/24
1984
年

10
石川
県

珠洲
13.5

]
11:30
]

108 1999/08/12 20 1990/01/06
1976
年
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24時間降水量の日最大値（5mm以上のみ）

順
位

都道
府県

観測
所

観測値
昨日までの

観測史上1位の値
昨日までの

1月の1位の値
統計
開始
年

備
考

mm
時分(ま
で)

mm 年月日 mm 年月日

1
新潟
県

栃尾
75.5

]
00:20 ] 423 2004/07/13 100 1986/01/10

1976
年

2
新潟
県

長岡
62.0

]
01:40 ] 252 1978/06/27 80 1986/01/10

1976
年

3
新潟
県

宮寄
上

59.0
]

10:20 ] 473.5 2011/07/30 94 2002/01/05
1983
年

4
新潟
県

赤谷
50.5

]
22:20 ] 291 2005/06/28 117 1977/01/08

1976
年

5
新潟
県

柏崎
49.5

]
01:50 ] 260 2005/06/28 66 1981/01/10

1976
年

6
新潟
県

室谷
47.0

]
07:50 ] 303 2004/07/14 89 2002/01/05

1993
年

7
山形
県

瀬見
42.0

]
22:20 ] 141.5 2011/06/24 89 1988/01/29

1976
年

8
石川
県

栢野
37.5

]
06:30 ] 213 1981/07/03 87.5 2009/01/31

1976
年

9
富山
県

南砺
高宮

36.5
]

22:20 ] 187 1983/09/28 77 ] 1981/01/06
1976
年

10
新潟
県

津川
36.0

]
22:20 ] 265 1978/06/27 83 2002/01/05

1976
年

（注）この「日最大24時間降水量」は、気象官署においてもアメダスの値を使用しているので、統計開始はその地点でのアメダス観
測の開始年、または移転等により観測環境が変わった年となっています。
気象官署では、1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 「過去の気象データの検索」の各地点のページにある
「地点ごとの観測史上1−10位の値」をごらんください。

72時間降水量の日最大値（5mm以上のみ）

順
位

都道
府県

観測
所

観測値
昨日までの

観測史上1位の値
昨日までの

1月の1位の値
統計
開始
年

備
考

mm
時分(ま
で)

mm 年月日 mm 年月日

1
新潟
県

栃尾
166.0

]
17:20 ] 471 2004/07/13 175 1988/01/26

1976
年

2
新潟 宮寄 157.0

16:20 ] 623.5 2011/07/30 177 1988/01/26
1983
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県 上 ] 年

3
新潟
県

室谷
140.0

]
21:40 ] 389 2004/07/13 185 2008/01/02

1993
年

4
新潟
県

長岡
137.0

]
16:40 ] 441 1978/06/28 144 1986/01/12

1976
年

5
静岡
県

天城
山

130.5
]

03:10 ] 1099 1983/08/18
170
]

1998/01/15
1976
年

6
石川
県

白山
吉野

128.0
]

09:30 ] 383 2006/07/19
149
]

2008/01/01
1976
年

7
新潟
県

赤谷
126.0

]
17:40 ] 553 1978/06/28 185 1977/01/08

1976
年

8
石川
県

栢野
124.5

]
09:10 ] 433 2006/07/19 162 2002/01/24

1976
年

9
新潟
県

入広
瀬

113.0
]

22:20 ] 471.5 2011/07/30 190 2005/01/12
1976
年

10
新潟
県

小国
112.0

]
22:10 ] 369 ] 1978/06/28 197 1981/01/12

1977
年

日降水量（5mm以上のみ）

順
位

都道府
県

観測所
観測
値

昨日までの
観測史上1位の値

昨日までの
1月の1位の値

統計開
始年

備
考

mm mm 年月日 mm 年月日

1 新潟県 赤谷
50.0

)
259 1978/06/27 105 1977/01/07 1976年

2 新潟県 室谷
41.5

)
294 2004/07/13 71 2001/01/03 1993年

〃 山形県 瀬見
41.5

)
131.0 2011/06/23 87 1988/01/29 1976年

4 富山県
南砺高
宮

36.0
)

174 1983/09/28 76 1981/01/06 1976年

5 沖縄県 所野
35.5

)
573.0 2008/09/13 74 2006/01/12 2003年

〃 山形県 向町
35.5

)
122.0 2011/06/23 57 1988/01/29 1976年

7 新潟県 津川
34.5

)
251 1978/06/27 62.0 2010/01/13 1976年

8 新潟県 長岡
33.0

)
225 2004/07/13 62.5 2013/01/01 1976年

9 新潟県 栃尾
32.5

421 2004/07/13 88 1986/01/09 1976年
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)

10 石川県 栢野
32.0

)
200 2004/10/20 86.5 2009/01/31 1976年

〃 山形県 小国
32.0

)
251.5 2011/06/23 112 2007/01/07 1976年

日最大風速

順
位

都
道
府
県

観
測
所

観測値
昨日までの

観測史上1位の値
昨日までの

1月の1位の値
統計
開始
年

備考
m/s

風
向

時分 m/s
風
向

年月日 m/s
風
向

年月日

1
山
形
県

飛
島

23.7
)

西) 18:43) 39.7 西 2012/04/04 30
西
北
西

2007/01/07
1987
年

2

北
海
道
後
志
地
方

神
恵
内

21.8
)

西
北
西)

21:28) 24.5 西 2012/12/06 20
西
北
西

1985/01/16
1977
年

（1
月の
1位
の値
を更
新）

3
新
潟
県

両
津

21.3
)

南
西)

11:49) 32.1
西
南
西

2012/04/04 27.5 西 2010/01/13
1978
年

4
新
潟
県

相
川
*

20.9
)

西) 14:02) 31.3
北
西

1945/09/18 30.4
北
西

2010/01/13
1911
年

5

北
海
道
檜
山
地
方

奥
尻

20.5
)

西) 18:40) 28.9 西 2012/12/06 25
北
西

2004/01/08
2000
年

6

北
海
道
日
高
地

え
り
も
岬

20.4
)

西) 22:20) 40 ]
欠
測

1991/02/16 39
北
北
東

2007/01/07
1978
年
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方

7

北
海
道
檜
山
地
方

米
岡

20.2
)

西
北
西)

18:21) 31
西
南
西

2004/09/08 23 西 2006/01/04
2003
年

8
新
潟
県

松
浜

18.9
)

西) 15:29) 26.9 西 2010/01/13 26.9 西 2010/01/13
2003
年

9

北
海
道
日
高
地
方

浦
河
*

18.6
)

西
南
西)

20:45) 39.6
西
北
西

1958/01/10 39.6
西
北
西

1958/01/10
1927
年

10

北
海
道
胆
振
地
方

室
蘭
*

18.5
)

西) 20:44) 37.2 南 1954/09/26 30.0
西
南
西

1958/01/02
1923
年

日最大瞬間風速

順
位

都
道
府
県

観
測
所

観測値
昨日までの

観測史上1位の値
昨日までの

1月の1位の値
統計
開始
年

備
考

m/s
風
向

時分 m/s
風
向

年月日 m/s
風
向

年月日

1

北
海
道
後
志
地
方

神
恵
内

33.5
)

西) 21:28) 34.2 西 2012/12/06 23.2 西 2010/01/01
2008
年

2
山
形

飛 30.5
西) 18:07) 51.1

西
南 2012/04/04 34.2

西
北 2010/01/01

2008
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順
位

都道府県 観測所
観測
値

昨冬までの
観測史上1位の値

昨冬までの
1月の1位の値

統計
開始
年

備
考

cm cm 年月日 cm 年月日

1 青森県 酸ケ湯 233
501
]

2005/03/04 429 2012/01/29
1979
年

2 山形県 肘折 187 414 2005/02/28 357 2012/01/31
1982
年

〃
北海道 上川
地方

朱鞠内 187
311
]

1982/03/10
269
]

1982/01/19
1981
年

4 新潟県 入広瀬 184
463
]

1981/02/09
458
]

1981/01/30
1980
年

5
北海道 上川
地方

幌加内 160 269 1988/03/10 228 1988/01/29
1981
年

6
北海道 上川
地方

音威子
府

159 239 1999/03/12 203 1999/01/31
1982
年

7 山形県 大井沢 152 348 2000/03/01
318
]

1981/01/23
1979
年

8 福島県 只見 148 332 1991/02/24
322
]

1981/01/23
1979
年

9
北海道 宗谷
地方

歌登 138 198 2004/01/28 198 2004/01/28
1982
年

10
北海道 留萌
地方

幌糠 133 275 2005/03/03 222 2001/01/30
1982
年

24時間降雪量（現在の値）

順位 都道府県 観測所
観測値

備考
cm

1 宮城県 駒ノ湯 46

2 岩手県 雫石 40

3 岩手県 盛岡* 36

4 秋田県 湯の岱 32

〃 岩手県 区界 32

6 山形県 向町 31

7 岩手県 祭畤 29

8 岩手県 奥中山 28

〃 岩手県 湯田 28

10 宮城県 川渡 26
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備考欄の極値更新状況は、観測開始または移転等により観測環境が変わった時から10

年目以降の観測所のみ対象としています。

このページのトップへ

著作権・リンク・個人情報保護 | 利用上の注意について（免責事項）
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English

サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

ホ ー ム 防 災 気 象 情 報 気 象 統 計 情 報 気 象 等 の 知 識
気 象 庁 に つ い

て

案 内 ・ 申 請 ・

リ ン ク

ホーム > 気象統計情報 > 最新の気象データ > 観測史上１位の値 更新状況 > 今日の更新状況

観測史上１位の値 更新状況 （今日1月2日） 22時20分現在

1月2日に観測史上１位の値を更新（タイ記録を含む）した地点の一覧です。
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

観測史上１位の値

日最高気温の高い方から

1位の値を更新した地点はありません。

日最低気温の低い方から

1位の値を更新した地点はありません。

1時間降水量の日最大値

1位の値を更新した地点はありません。

3時間降水量の日最大値

1位の値を更新した地点はありません。

24時間降水量の日最大値

1位の値を更新した地点はありません。

72時間降水量の日最大値

http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/sitemap.html
http://www.jma.go.jp/jma/kensaku.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/goiken.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/knowledge.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/about.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/about.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/index.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/rank_update/index.html
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1位の値を更新した地点はありません。

日降水量

1位の値を更新した地点はありません。

日最大風速・風向

1位の値を更新した地点はありません。

日最大瞬間風速・風向

1位の値を更新した地点はありません。

日最深積雪

昨冬までの1位以上の値を観測した地点はありません。
※日最深積雪については昨冬までの1位の値と比較し、それ以上の値が観測された場合に表示します

1月の１位の値

日最高気温の高い方から

1位の値を更新した地点はありません。

日最低気温の低い方から

1位の値を更新した地点はありません。

1時間降水量の日最大値

都道府
県

観測
所

更新した値 昨日までの1位の
値 統計開始

年
備
考mm 時分(ま

で) mm 年月日

秋田県 笹子 8.0 ) 13:40) 7 2001/01/10 1984年
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新潟県 長岡 13.5
) 15:34) 11 1976/01/09 1976年

沖縄県 所野 30.0
) 19:25) 20 2003/01/07 2003年

3時間降水量の日最大値

都道府
県

観測
所

更新した値 昨日までの1位の
値 統計開始

年
備
考mm 時分(ま

で) mm 年月日

沖縄県 所野 35.0
] 21:20 32 2003/01/07 2003年

24時間降水量の日最大値

1位の値を更新した地点はありません。

72時間降水量の日最大値

都道府
県

観測
所

更新した値 昨日までの1位の
値 統計開始

年
備
考mm 時分(ま

で) mm 年月日

石川県 三井 65.5
] 05:40 56 2005/01/19 2004年

日降水量

1位の値を更新した地点はありません。

日最大風速・風向

都道府県
観
測
所

更新した値 昨日までの1位の値 統計
開始

年

備
考m/s 風

向 時分 m/s 風
向 年月日

神 21.8 西 西 1978
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北海道 後志地方 恵
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西
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西
北
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20:52) 9.4 西 2013/01/01 1977
年

山形県
鼠
ケ
関

15.1
)

南
西) 12:56) 14.0

北
北
東

2011/01/29 1977
年

東京都

江
戸
川
臨
海

16.7
)

南
西) 14:49) 16

北
北
西

1979/01/19 1977
年

神奈川県
小
田
原

10.2
)

西
南
西)

13:07) 9 西 1995/01/09 1978
年

長野県
野
辺
山

12.0
)

西
南
西)

20:53) 10.1
西
南
西

2012/01/27 1979
年

愛媛県 今
治

10.2
)

西
北
西)

17:05) 8 北
東 1998/01/15 1977

年

日最大瞬間風速・風向

1位の値を更新した地点はありません。

日最深積雪

昨冬までの1位以上の値を観測した地点はありません。
※日最深積雪については昨冬までの1月としての1位の値と比較し、それ以上の値が観測された場合
に表示します

観測開始または移転等により観測環境が変わった時から10年目以降の観測所のみ対

象としています。

このページのトップへ
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English

サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想
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て
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地方別の雪に関する情報

以下のリンクより地方別の雪に関する情報を見ることが出来ます

地方 問い合わせ先

北海道 札幌管区気象台 天気相談所 （011-611-
0170）

東北地方 仙台管区気象台 天気相談所 （022-297-
8104）

北陸地方東部（関東甲信地方の一部含む）・北陸地
方西部（東海地方の一部含む）

東京管区気象台（詳細は、各地方気象
台へお問い合わせください）

近畿地方・中国地方 大阪管区気象台 天気相談所 （06-6949-
6304）

このページのトップへ
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北海道の積雪状況（速報値）¦札幌管区気象台

http://www.jma-net.go.jp/sapporo/snow/snowmap/index.html[2013/01/02 22:47:34]

サイト内検索  サイトマップ  お問い合わせ  アクセス  表示サイズ変更
 

ホーム > 積雪速報 > 北海道の積雪状況の地図表示（速報値）

北海道の積雪状況の地図表示毎日10時頃に更新

北海道の各アメダス地点の9時の積雪の深さや平年比を表示します。 
注)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。

日付:  2013年01年02年  << 1日前を表示  1日後を表示 >>  9時 積雪の深さ  積雪の深さの平年比

9時 積雪の深さ  単位［ｃｍ］

使い方
表示したい地方や日付を選択すると地図画像が変わります。
地図上の各地点の値をクリックすると今季の日降雪量や日最深積雪の推移のグラフが表示されます。
表示する地方は矢印をクリックすることでも移動します。
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札幌 (サッポロ)の日降雪量や積雪の深さ、累積降雪量の推移を表示します。

各地点の平年比を表示したいときは平年比をクリックしてください。

使用上の注意
データは毎日10時頃に更新されます。
観測開始または移転等により観測環境が変わった時から10年目以上経過していない地点では平年値は「な
し」と表示されます。
観測機器の異常等によりデータがない場合や異常値が含まれる場合は「X」と表示されます。
積雪の深さの平年比は「日最深積雪の平年値」に対する「9時の積雪の深さ」の割合（大きさ）です。
日最深積雪や日降雪量などの用語は雪に関する用語解説のページで解説をしています。

地点名:  年年 (年年年年)   左の地点名を選択すると選択した地点の日降雪量や日最深積
雪の推移のグラフが下に表示されます。

札幌 (サッポロ)の降雪量や積雪の深さの推移
雪に関する用語解説

 

今日( 1月2日)の札幌 (サッポロ)の1時間ごとの観測値
昨日( 1月1日)の札幌 (サッポロ)の1時間ごとの観測値

他の地方の現在の積雪の深さ
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東北地方の雪の状況（速報値）(仙台管区気象台)

全国の現在の雪の観測値一覧
24時間降雪量一覧表
積雪の深さ一覧表
累積降雪量一覧表

注)このページは表示するのにJavaScriptを用いています。JavaScriptが使用できない環境の方はお手数ですが気象庁ホームページの積雪の
深さ一覧表 より観測値を確認してください。 
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マウスカーソルを移動するとグラフ表示地点が変わります。
左クリックで、最新の１時間毎の値を確認できます（気象庁ホームページへリンク）。
グラフ表示の固定は、平面図の地点数値を「右クリック」し、固定します。
グラフ表示の解除は、平面図内で「右クリック」し、解除します。

※今季のデータは毎日自動で更新しており、機器や通信の不良等により更新されない場合や
データを修正する場合があります。
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【ご利用上の注意】
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左クリックで、最新の１時間毎の値を確認できます（気象庁ホームページへリン
ク）。
グラフ表示の固定は、平面図の地点数値を「右クリック」し、固定します。
グラフ表示の解除は、平面図内で「右クリック」し、解除します。

※データは速報値であり、機器障害等により更新されない場合もありますのでご注意願いま

地方 北北北北北北北北

9北北北北 
北北北北北北

要素選択  9北 北北北
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雪の状況
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【ご利用上の注意】

地方のプルダウンメニューで近畿地方と中国地方を選択できます。
マウスカーソルを移動するとグラフ表示地点が変わります。
左クリックで、最新の１時間毎の値を確認できます（気象庁ホームページへリン
ク）。
グラフ表示の固定は、平面図の地点数値を「右クリック」し、固定します。
グラフ表示の固定解除は、平面図内で「右クリック」し、解除します。
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※データは速報値であり、機器障害等により更新されない場合もありますのでご注意願いま
す。
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降水の状況

 降水の状況  風の状況  気温の状況  雪の状況

  24時間降水量（現在の値）

 データ（一覧表）

 ランキング（上位10地点）

 観測史上1位の値 更新状況

 解説 

右図は、現在までの24時間

降水量をプロットしていま

す。

現

在

の

値

1時間降水量（現在の値） 3時間降水量（現在の値） 24時間降水量（現在の値） 72時間降水量（現在の値）

日

最

大

値

1時間降水量の日最大値 3時間降水量の日最大値 24時間降水量の日最大値 72時間降水量の日最大値

画像をクリックすると、各データの詳細ページに移動します。

 全ての時間降水量データ（一覧表）  解説
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風の状況

 降水の状況  風の状況  気温の状況  雪の状況

  日最大風速

 データ（一覧表）

 ランキング（上位10地点）

 観測史上1位の値 更新状況

 解説 

右図は、0時10分から現在ま

での、各地の風速（10分平

均値）のうち、最大値をプ

ロットしています。

日

最

大

値

日最大風速 日最大瞬間風速

画像をクリックすると、各データの詳細ページに移動します。

 解説
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気温の状況

 降水の状況  風の状況  気温の状況  雪の状況

  日最高気温

 データ（一覧表）

 ランキング（上位10地点）

 観測史上1位の値 更新状況

 解説 

右図は、0時01分から現在ま

での、各地の最高気温をプ

ロットしています。

日

最

大

値

日最高気温 日最低気温

差

日最高気温平年差 日最高気温前日差 日最低気温平年差 日最低気温前日差

画像をクリックすると、各データの詳細ページに移動します。
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積雪情報リンク

本ページは、国土交通省や地方自治体等の機関が作成している積雪情報へのリンク集です（了解が得られた機関

の積雪情報を掲載しています）。

気象庁の積雪観測情報（アメダス）は気象庁ホームページの「アメダス（積雪深）」または「最新の気象データ

（雪の状況）」をご覧ください。

また、地方別の雪に関する情報は各管区気象台ホームページの「地方別の雪に関する情報」をご覧ください。

地 方 ホームページ 情報提供機関

全 国 国土交通省 川の防災情報 国土交通省水管理・国土保全局

全 国 交通規制・道路気象（道路
情報提供システム） 国土交通省道路局

全 国 冬の道路情報 －雪みち情
報リンク集－ 国土交通省道路局

中部地方 アイハイウェイ中日本 NEXCO中日本

道府県 ホームページ 情報提供機関

北海道 北海道地区 道路情報 国土交通省北海道開発局

青森県 青森みち情報 青森幹線道路協議会

岩手県 岩手県道路情報提供サービ
ス 岩手県県土整備部道路環境課

宮城県 県内降積雪状況 宮城県土木部道路課

秋田県 あきたのみち情報 秋田県建設交通部道路課

山形県 雪情報現況表 国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所
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福島県 福島県雪量情報 福島県土木部道路管理課

群馬県
群馬県積雪状況 群馬県県土整備部道路管理課

道路気象情報 国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所
道路管理第二課

新潟県
新潟県の雪情報 新潟県総務管理部地域政策課

新潟県道路情報システム 新潟県土木部道路管理課

富山県 富山県冬期道路情報 富山県土木部道路課

石川県

石川の雪みちナビ 石川県土木部道路整備課

みちナビ石川 国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所

かなざわ積雪情報 金沢市都市整備局土木部道路管理課

福井県
雪みち情報ネットふくい 福井県 道路保全課

福井・滋賀北部冬の雪みち
情報 国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所

長野県

道路気象情報 長野県北信建設事務所

道路情報（雪みち情報） 長野県大町建設事務所

道路気象情報（国道158号
上高地方面） 長野県松本建設事務所

道路交通・災害情報（道路
気象情報） 国土交通省中部地方整備局 飯田国道事務所

道路情報システム 国土交通省関東地方整備局 長野国道事務所

岐阜県 岐阜県雪情報 岐阜県道路維持課

滋賀県 冬期ロードネットしが ～
あなたの街の道路情報～ 滋賀県土木交通部道路課

京都府 京都府道路情報提供システ
ム 京都府建設交通部 道路管理課

兵庫県 兵庫県道路情報 兵庫県県土整備部道路保全課

鳥取県

鳥取県防災情報 鳥取県県土整備部河川課

とっとり雪みちNavi 鳥取県県土整備部道路企画課

とうげんきょう 国土交通省 鳥取河川国道事務所

島根県 島根県冬期道路情報 島根県土木部道路維持課

岡山県 岡山県冬期道路気象情報シ
ステム 岡山県土木部道路整備課
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広島県 ひろしま道路ナビ 広島県土木局土木整備部道路整備課

山口県 道路路面情報提供 国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所
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