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【気象概況】 

 ５月は、高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、気圧の谷や湿った空気の影響

で曇りや雨の日もありました。中旬から下旬は雷雨になった所があり、22 日と 27 日は非

常に激しい雨の降った所がありました。 

22 日に 2か所、27 日に 5か所、あわせて 7 か所の観測所で、日最大１時間降水量、日最

大１０分間降水量が５月としての観測史上１位の値を更新しました。29 日は上里見で

35.2℃を観測し、県内で今年に入って初めての猛暑日となりました。 

県内の平均気温は【平年並】から【低い】、降水量は南部では【平年並】から【多い】、

北部では【平年並】から【かなり多い】、日照時間は【平年並】から【多い】となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【前橋の平均気温・降水量・日照時間の平年との比較】 

　　　　日照時間（h）

本年 平年差 階級区分 本年 平年比(%) 階級区分 本年 平年比(%) 階級区分

上旬 16.2  -1.1 低い 13.0 59 平年並 85.8 134 多い

中旬 18.5 +0.3 平年並 20.5 62 平年並 49.1 79 少ない

下旬 20.6 +0.5 平年並 134.0 303 かなり多い 86.9 123 多い

月 18.5  -0.1 平年並 167.5 169 多い 221.8 112 多い

2022年5月

平均気温（℃） 降水量（mm）

 
 

 

 上旬は、高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、気圧の谷や湿った空気の影響で雨の降

った日もありました。県内の平均気温は【低い】、降水量は【平年並】から【多い】、日照時間は

【多い】から【かなり多い】となりました。 

 中旬は、高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、気圧の谷や湿った空気の影響で雨の降

った日もあり、20 日は激しい雨や雷雨となった所がありました。県内の平均気温は【平年並】から

【高い】、降水量は【平年並】、日照時間は【平年並】から【少ない】となりました。 

 下旬は、高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや

雨の日もあり、22日、27日は非常に激しい雨や雷雨となった所がありました。県内の平均気温は南

部では【平年並】から【高い】、北部では【平年並】、降水量は【平年並】から【かなり多い】、

日照時間は南部では【平年並】から【多い】、北部では【少ない】から【かなり多い】となりまし

た。 

【 】：階級区分 
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【気象分布図】 
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【気象経過図】 
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【気象経過図】 
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【気象経過図】 
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【生物季節観測】 

 観測なし 

 

 
【前橋の極値の更新（１～３位）】 

年として、更新なし 

 

５月として 

要 素 名 順位 値 起日 統計期間 

日最大１０分間降水量（mm） ２ １５．０ ２２ １９３７年５月～ 

日最大１時間降水量（mm） １ ４５．０ ２２ １９１２年５月～ 

 

【アメダスの極値の更新（１位）】 ※年間日照時間、月間日照時間を除く 

年として、更新なし 

 

５月として 

観測所名 要素名 値 起日 統計期間 

片品 日最大１時間降水量（mm） １８．０ ２７ １９７８年５月～ 

沼田 日最大１０分間降水量（mm） ６．５ ２２ ２００９年５月～ 

榛名山 日最大１０分間降水量（mm） ８．５ ２７ ２００９年５月～ 

桐生 日最大１０分間降水量（mm） ２０．５ ２７ ２００９年５月～ 

上里見 日最大１０分間降水量（mm） １３．０ ２７ ２００８年５月～ 

館林 日最大１０分間降水量（mm） ２５．５ ２７ ２００８年５月～ 

館林 日最大１時間降水量（mm） ４１．５ ２７ １９７６年５月～ 

※日照時間は観測値から推計値に変更になってからの統計期間が短く、有意ではないために掲載しません。 
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【季節現象】 

 観測なし 

 

【気象情報】 

標     題 発表日時 

大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第１号 ２２日 ２２時３２分 

大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第２号 ２３日 ００時５０分 

大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第１号 ２６日 １６時４５分 

大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第２号 ２７日 ０５時４６分 

大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第３号 ２７日 １６時５８分 

大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第４号 ２７日 ２３時００分 

 
【指定河川洪水予報】 

発表なし 

 
【土砂災害警戒情報】 
 発表なし 

 

【竜巻注意情報】 

発表なし 

 

【記録的短時間大雨情報】 

発表なし 

 

【熱中症警戒アラート】 

発表なし 

 

【天候情報】 

発表なし 



群馬県の気象概況 2022（令和 4）年 5 月 

                                       －9－

情報の閲覧・検索のご案内 

 

☆群馬県の気象概況に掲載されていないデータや最新のデータについては、 

◎気象庁ＨＰ（ホームページ）（https://www.jma.go.jp/jma/index.html）をご覧ください。 

◎前橋地方気象台ＨＰ（https://www.data.jma.go.jp/maebashi/index.html）をご覧ください。 

◎気象庁ＨＰまたは、前橋地方気象台ＨＰからの観測データの検索や取得できます。 

・ 過去の気象データ検索…昨日までの気象観測データを、１０分、１時間、日、半旬、旬、月、３か月、

年等の単位で検索できます。平年値や観測史上１～１０位の値等も検索できます。 

（https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php） 

・ 群馬県の防災情報…現在発表されている警報・注意報や天気予報などが閲覧できます。 

（https://www.jma.go.jp/bosai/#area_type=offices&area_code=100000&pattern=default） 

・ 過去の特別警報・警報・注意報…群馬県の過去1年分発表されている情報が閲覧できます。 

（https://www.data.jma.go.jp/maebashi/kankoubutsu/tyukeihou.html） 

・ 突風や大雨、台風等で災害があった際の気象状況を取りまとめた気象速報を閲覧できます。 

（https://www.data.jma.go.jp/maebashi/kankoubutsu/sokuho.html） 

・ １か月予報、３か月予報など、現在発表されている季節予報を閲覧できます。 

（https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=100000&term=1month） 

・ 日々の天気図…過去の天気図を閲覧できます。 

（https://www.data.jma.go.jp/yoho/hibiten/index.html） 

・ 台風経路図…過去の台風の経路の資料を検索できます。 

（https://www.data.jma.go.jp/yoho/typhoon/route_map/index.html） 

・ 過去の気象データ・ダウンロード…昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日

間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間平均値と比較することができます。データはCSV ファ

イルとしてダウンロードできますので、簡便に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。 

 （https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php） 

・ 天候の状況…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地点の気温・降水量・日照時間の５日以

上の平均(合計)値やその平年差・平年比でも検索できます。 

（https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html） 

・ 気候リスク管理…２週目以降の気温の予測資料の検索や、１か月予報や早期天候情報に用いる気温

予測データ（ガイダンス）をCSV 形式で取得できます。 

（https://www.data.jma.go.jp/risk/） 

・ 地球環境・気候…異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。 

（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html） 

・ 生物季節観測の情報…さくらの開花やかえでの紅葉などの生物季節観測の情報が閲覧できます。 

（https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html） 

・ 過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料…暴風・豪雨・

地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとった措置等の概

要を取り纏めた災害時自然現象報告書を閲覧できます。 

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saigai_link.html） 

https://www.jma.go.jp/jma/index.html
https://www.data.jma.go.jp/maebashi/index.html
https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php
https://www.jma.go.jp/bosai/#area_type=offices&area_code=100000&pattern=default
https://www.data.jma.go.jp/maebashi/kankoubutsu/tyukeihou.html
https://www.data.jma.go.jp/maebashi/kankoubutsu/sokuho.html
https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=100000&term=1month
https://www.data.jma.go.jp/yoho/hibiten/index.html
https://www.data.jma.go.jp/yoho/typhoon/route_map/index.html
https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php
https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html
https://www.data.jma.go.jp/risk/
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html
https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saigai_link.html
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資料の見方 

 

【前橋地方気象台気象表】 

平均気温（℃）： 旬平均は日平均気温の期間平均値。日平均気温は1 日の毎正時（1 時～24 時、日本標

準時、以下同様）の気温（24 回）の平均値。平年差は平年値（1991～2020 年の資料か

ら求めた値）との差（℃）。 

日照時間（h）：2021年3月2日よりアメダス観測所の日照計による日照時間の観測を終了に伴い、前橋以外

の地点は「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値をアメダスの日照時間データとし

て提供している。平年値は推計値相当に補正したものに更新。日の日照時間は1 日の毎正

時の日照時間※（24 回）の合計値（日の日照時間）。0.1 時間未満は「0.0」で表す。平

年比は平年値に対する比（％）。 

降水量（mm） ： 旬合計は日降水量の期間合計値。日降水量は1 日の毎正時の降水量※（24 回）の合計値。

「－」は無降水、「0.0」は0.5mm 未満の降水を表す。平年比は平年値に対する比（％）。 

※正時の日照時間(降水量)は、前１時間の観測値を合計した日照時間(降水量)である（以下同様）。 

階級： 階級区分については以下のとおり。 

  高い（多い） 、 平年並 、  低い（少ない） 

各階級は、1991～2020 年における30 年間の観測値（30 個）をもとに、これらが等しい割合で各

階級に振り分けられる（各階級が10 個ずつになる）ように決めた。また、値が1991～2020 年の観

測値の上位または下位10％に相当する場合には、以下のとおり表現する。 

         かなり高い（かなり多い）、  かなり低い（かなり少ない） 

【統計値欄の記号】 

）： 準正常値。統計に用いる観測資料に欠測等が含まれているが、通常のものと同様に扱うことが 

できる値。 

］： 資料不足値。統計に用いる観測資料数が不足しているため、利用に当たっては注意が必要な値。 

× ： 資料なし(欠測)。統計を求める期間内の観測結果がすべて求められなかった場合。 

// ： 観測機器移転等により観測資料年数が少ないため、平年値を求めていない場合。 

（空欄）：統計を求める期間に観測を行っていない場合。 

【観測所】 

観測所の配置及び観測種目、所在地等の情報は下記URL に掲載する「観測所一覧表」を参照ください。 

観測所一覧表のURL：https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/amedas/ame_master.pdf 

─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。 

© 前橋地方気象台 2022 

本資料は、前橋地方気象台ホームページの利用規約（下記URL）に準拠します。 

https://www.data.jma.go.jp/maebashi/oshirase/cyuui.html 
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