
甲　府　地　方　気　象　台

【天気概況】

【旬の値】

実況値 平年値 階級 実況値 平年値 階級 実況値 平年値 階級

18.2 17.7 平年並 95.3 67.0 かなり多い 20.0 21.5 平年並

13.9 13.3 平年並 89.8 61.4 かなり多い 47.0 34.4 多い

【日毎の概況】
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令和５年５月 上旬
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この期間の天気は、高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線、湿った

空気などの影響で雨の日もありました。

甲府の旬平均気温は平年並、旬間日照時間はかなり多く、旬降水量は平年並となりました。



（注）甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
平年値は推計値へ補正した値を使用しています。 

 



（注）甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
平年値は推計値へ補正した値を使用しています。 

 

 



■ 降水量（ｍｍ）

■ 平均気温（℃）

記号 統計値区分

D 正常値

-- 現象なし

D) 準正常値

D] 資料不足値

X 欠測

// 平年値なし

記号 統計値区分

D 正常値

-- 現象なし

D) 準正常値

D] 資料不足値

X 欠測

// 平年値なし

地点名 実況値 平年値 平年差

大泉 13.9 13.6 +0.3

韮崎 16.4 16.4  0.0 

甲府 18.2 17.7 +0.5

勝沼 17.7 16.9 +0.8

大月 16.8 15.9 +0.9

古関 15.2 14.9 +0.3

切石 16.7 16.6 +0.1

河口湖 13.9 13.3 +0.6

山中 12.8 11.8 +1.0

南部 17.7 17.1 +0.6

地点名 実況値 平年値 平年比(%)

大泉 79.5 26.9 296

乙女湖 53.0 29.7 178

韮崎 36.5 24.8 147

甲府 20.0 21.5 93

勝沼 19.0 22.4 85

大月 40.5 28.1 144

上野原 63.0 // //

富士川 29.0 17.3 168

古関 43.5 37.6 116

切石 38.0 36.3 105

河口湖 47.0 34.4 137

山中 113.5 55.7 204

南部 96.0 60.9 158



■ 日照時間（ｈ）

記号 統計値区分

D 正常値

-- 現象なし

D) 準正常値

D] 資料不足値

X 欠測

// 平年値なし

地点名 実況値 平年値 平年比(%)

大泉 95.2 67.3 141

韮崎 90.7 66.0 137

甲府 95.3 67.0 142

勝沼 93.0 65.9 141

大月 89.3 64.2 139

古関 91.7 67.1 137

切石 87.9 63.9 138

河口湖 89.8 61.4 146

山中 91.4 62.7 146

南部 79.2 54.4 146



農事メモ：令和５年５月中旬 山梨県提供 

 

コンクリートの周りに電気柵を設置可能にする技術 

 

中山間地域の農地では獣による農作物の被害を防止するために、電気柵が一般的

に使われています。電気柵は張り巡らされた電線から獣の体に電気が通り、獣の足の

裏から土の中を電気が通るという電気回路で成り立っています。 

 

しかし、農地の境界などにコンクリートが使われている場合は、土がコンクリートで覆

われることから電気が通りません。つまり、コンクリートの上にいる獣に対して電気柵は

無力となります。 

 

この問題を解決するため、山梨県総合農業技術センターではコンクリートに電気柵

の電気を流す技術を開発しました。 

 

この技術は導電性の塗料を使います。まずコンクリート用のシーラーと呼ばれる下

地塗料を筆塗し、次に銀でコーティングされた銅のかけらを含む導電性の塗料をスプ

レーします。更にその上にさび止めの塗料をスプレーするという三層構造とします。 

 

これらの塗料を塗ることでコンクリート表面に電気が通る薄い膜ができ、その膜全体

からコンクリートの中を電気が通ることがわかりました。ブドウ畑で劣化試験をしたところ、

少なくとも三年間は導電性の低下はありませんでした。   

 

来年度、これらの塗料をセットにした商品がメーカーから販売される予定となってい

ます。畑の周囲がコンクリートの土留めで囲われている場合は、この技術の導入をご検

討ください。 

 

 

農事メモのお問い合わせ先 山梨県総合農業技術センター ℡：０５５１－２８－２４９６ 



この資料について 

 

掲載している観測データ 

 観測値や統計値の定義は「気象観測統計指針」に準拠しています。詳しくは気

象庁ホームページの「気象観測統計の解説」のページに掲載しています。 

 

令和５年４月からの様式等の変更について 

令和５年４月から東京管区気象台管内の気象台の作成する農業気象速報の様

式等を統一することとなりました。これに伴い、資料の名称を「山梨県気象旬報」

に変更しました。また、地域気象観測旬報（帳票）と季節予報等は、同様の情報

を気象庁ホームページ等で入手・閲覧できるため、掲載を廃止しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ホームページのご案内 

農業気象災害 … 山梨県ホームページ（農業気象災害に係るマニュアル・資料等） 
https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/kisyousaigai.html 

気象庁ホームページ … 季節予報など 
https://www.jma.go.jp/ 

過去の気象データ検索 … 観測値・統計値 
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/ 

気象観測統計の解説 … 観測値・統計値の定義 
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/ 
 

 

－ 利用上の注意 － 

この資料は速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。その他、利用上の留意事項については、

気象庁ホームページの利用規約（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html）に準拠します。 
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