
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

15.8 15.7 平年並 58.2 69.3 少ない 38.0 20.5 多い

12.1 11.2 高い 50.0 62.2 少ない 26.0 27.0 平年並

【日毎の概況】
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令和５年４月 下旬
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この期間の天気は、晴れた日もありましたが、低気圧や前線、湿った空気などの影響のため

曇りや雨の日が多くなりました。

甲府の旬平均気温は平年並、旬間日照時間は少なく、旬降水量は多くなりました。



（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 11.9 11.6 +0.3

韮崎 14.3 14.5  -0.2  

甲府 15.8 15.7 +0.1

勝沼 15.3 14.9 +0.4

大月 14.7 13.9 +0.8

古関 13.1 13.1  0.0 

切石 14.4 14.7  -0.3  

河口湖 12.1 11.2 +0.9

山中 11.1 9.7 +1.4

南部 15.4 15.3 +0.1

地点名 実況値 平年値 平年比(%)

大泉 40.0 21.3 188

乙女湖 45.0 38.2 118

韮崎 47.5 24.1 197

甲府 38.0 20.5 185

勝沼 23.5 17.6 134

大月 14.0 21.9 64

上野原 14.5 // //

富士川 56.5 25.8 219

古関 47.5 36.6 130

切石 56.0 33.6 167

河口湖 26.0 27.0 96

山中 94.0 54.4 173

南部 84.0 60.8 138



■ 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 75.5 71.0 106

韮崎 64.9 69.6 93

甲府 58.2 69.3 84

勝沼 57.0 68.5 83

大月 56.9 64.2 89

古関 54.8 67.7 81

切石 55.5 67.7 82

河口湖 50.0 62.2 80

山中 49.2 63.3 78

南部 39.8 57.8 69



農事メモ：令和５年５月上旬 山梨県提供 

 

ブドウ「甲斐ベリー７」の高品質生産技術 

 

甲斐ベリー７は、山梨県果樹試験場が、サニードルチェにシャインマスカットを交雑

して、開発した新しいブドウです。果実の色は、鮮やかな赤色で、皮ごと食べられます。

マスカットの香りが強く、食味がとても優れたブドウです。 

 

今後、県内での普及が期待されるブドウであることから、果樹試験場では、「甲斐ベ

リー７」を安定して生産できる栽培技術について検討しました。 

 

今回は、重要な栽培管理である、ジベレリン処理方法と着色管理について、紹介さ

せていただきます。 

 

最初に、ジベレリン処理方法については、第一回目のジベレリン処理を行う際にフ

ルメットを５ppm 加えることで、ジベレリン単用の場合よりも、果粒重が増加し、品質も向

上します。 

 

続いて着色管理です。摘粒後、速やかに白色の袋をかけ、その上にタイベック製の

カサをかけます。果粒が軟化を始めて一週間位で着色が始まりますので、この時点で

袋をはずし、反射マルチを敷きます。さらに、新梢管理を行い、棚下を明るくすることで

着色が向上します。 

 

今回紹介した内容は、各農協を通じての配布される「甲斐ベリー７」の栽培手引きに

記載しております。房づくりや摘粒などの重要な作業も記載されておりますので、ぜひ

参考にして下さい。 

 

 

農事メモのお問い合わせ先 山梨県果樹試験場 ℡：０５５３－２２－１９２１ 



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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