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参考

平成11年以降に発行した栃木県農業気象災害速報

（発行日）

平成11年7月10日～22日の大雨による農業被害

（平成11年8月17日）

平成12年5月上旬のひょう害

（平成12年5月11日）

平成13年4月23日の凍霜害

（平成13年4月27日）

平成14年7月10日～11日の台風第６号に伴う大雨害

（平成15年12月25日）

平成15年7月から8月の低温と日照不足による農業被害

（平成15年12月25日）

平成25年4月中旬から下旬の降霜と低温による農業被害

（平成25年8月6日）

平成27年9月7日～10日かけての台風第18号と前線による農業被害

（平成27年11月13日）

令和元年10月11日～13日かけての台風第19号による農業被害

（平成2年3月31日）
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（2）2月～4月の平均気温とその平年差(順位は3位以内の順位更新)

2月、3月は平均気温が平年よりかなり高く推移していたが、4月
になると寒気が南下した影響で、4月中旬から下旬は平均気温が長
期間、平年よりも低くなった地点があった。特に4月中旬は平均最
高気温がかなり低くなった地点が県の東側で多くなった。
3月まで平均気温は記録的に平年より高く推移し、作物の生育が

平年に比べ早まっていたが、4月中旬の低温の影響で着果不良など
の農作物被害が発生した。
農作物の被害額は約13億9004万円にのぼった。

１．2月～4月の気象概要

（1）2月～4月の気象概況（気温）

実況値 平年値 平年差 順位 実況値 平年値 平年差 順位 実況値 平年値 平年差 順位

那須高原 1.0 -1.6 +2.6 2位 3.9 1.6 +2.3 3位 6.2 7.8 -1.6
五十里 1.6 -1.4 +3.0 3位 4.7 2.1 +2.6 1位 7.1 8.3 -1.2
黒磯 3.7 1.2 +2.5 2位 6.6 4.3 +2.3 3位 8.9 10.1 -1.2

土呂部 -0.7 -3.7 +3.0 2位 2.6 -0.2 +2.8 1位 4.8 6.1 -1.3
大田原 4.6 2.2 +2.4 1位 7.7 5.4 +2.3 2位 10.2 11.2 -1.0
奥日光 -1.6 -3.9 +2.3 1.7 -0.7 +2.4 3位 3.6 5.0 -1.4
今市 3.4 0.9 +2.5 2位 6.3 4.2 +2.1 8.7 10.0 -1.3
塩谷 3.5 1.6 +1.9 6.9 5.0 +1.9 9.4 10.9 -1.5

那須烏山 4.0 // // － 7.7 // // － 10.1 // // －

鹿沼 4.5 2.0 +2.5 1位 7.7 5.5 +2.2 3位 10.2 11.3 -1.1
宇都宮 5.8 3.3 +2.5 1位 9.1 6.8 +2.3 11.4 12.5 -1.1
真岡 4.9 2.4 +2.5 1位 8.4 6.0 +2.4 3位 10.7 11.7 -1.0
佐野 6.2 3.6 +2.6 9.6 6.9 +2.7 3位 11.9 12.4 -0.5
小山 6.0 3.5 +2.5 1位 9.4 7.0 +2.4 11.6 12.7 -1.1

地点
2月の平均気温(℃) 3月の平均気温(℃) 4月の平均気温(℃)

※順位は高い方から
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（3）2月～4月の気象経過図（気温、旬ごと）
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２. 大気の流れの特徴

2020年4月の500hPa高度・偏差

等値線の間隔 実況(実線)は60m、偏差(破線)は30m

中央シベリア付近で平年より高度が高く気圧の尾根が見られる一方、
日本付近は平年より高度が低く気圧の谷となった。このため日本付近は
大陸からの寒気の影響を受けやすかった。
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３．4月の気象概況

（1）4月の気象概況
上旬：高気圧に覆われて晴れた日が多くなったが、低気圧や上空の寒

気の影響で所により雨や雪が降った。
中旬：高気圧や低気圧が周期的に通過したため、天気は短い期間で変

化し、雨の降った日が多くなった。
下旬：高気圧の圏内となった日が多くなったが、中頃からは低気圧や

上空の寒気の影響を受けて雨や雷雨となった所があった。

（2）4月の気温・降水量・日照時間の平年との比較
気 温：一部を除いて平年よりも低くなった。
降 水 量：一部を除いて平年よりも多くなった。
日照時間：一部を除いて平年よりも多いからかなり多くなった。

上旬
気 温：平年並となった。
降 水 量：平年並となった。
日照時間：平年並からかなり多くなった。

中旬
気 温：一部を除いて平年よりも低くなった。
降 水 量：平年よりかなり多くなった。
日照時間：平年並となった。

下旬
気 温：平年よりも低いからかなり低くなった。
降 水 量：一部を除いて平年並から少なくなった。
日照時間：平年よりも多くなった。
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（1）気象経過図

４．4月の気象観測データ

（次頁へ続く）
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（1）気象経過図（続き）
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（次頁へ続く）

（2）気象分布図（平均気温、降水量、日照時間の実況・平年差（比））

平均気温

降水量

日照時間

かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い 平年値なし

かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い 平年値なし かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い 平年値なし

かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い 平年値なし

かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い 平年値なし かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い 平年値なし
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（2）気象分布図（旬ごとの最高気温の実況・平年差）

上旬

中旬

下旬

かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い 平年値なし かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い 平年値なし

かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い 平年値なし かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い 平年値なし

かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い 平年値なし かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い 平年値なし
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（3）気象月表
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（4）地域気象観測月報（気温）



　要　　素 1　位 2　位 3　位 統計開始年

17.9　北北東 　17.7　西北西 　17.6　北北東

2020年4月13日 2012年4月4日 2008年4月19日

日最大風速・風向
(m/s)

1891年
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官署（宇都宮）

（5）4月の極値順位更新

○ 日降水量(mm)

降水量 月日 年月日

92.0 4月18日 80.0 1982年4月15日 1976年
111.0 4月18日 97.0 1982年4月15日 1979年
106.0 4月18日 92.0 1982年4月15日 1979年
76.0 4月18日 67.0 2014年4月3日 2009年
113.5 4月18日 79.0 1982年4月15日 1976年
77.5 4月18日 76.0 1982年4月15日 1976年
71.0 4月18日 66.0 1997年4月7日 1976年
82.5 4月18日 81.5 2008年4月8日 1976年
87.5 4月18日 74.0 1989年4月8日 1976年
88.0 4月18日 64.0 2008年4月8日 1976年
67.0 4月18日 59.0 1982年4月15日 1976年
79.0 4月18日 69.0 1998年4月15日 1976年栃木

佐野
小山
高根沢
葛生
足利

今市
塩谷

那須烏山
鹿沼
真岡

観測所
これまでの4月の1位の値

統計開始年
降水量

黒磯

更新した値

アメダス

○ 日最大1時間降水量(mm)

降水量 月日 年月日

23.5 4月18日 22.0 2006年4月20日 1979年
27.0 4月18日 16.0 1979年4月8日 1979年
29.5 4月18日 21.0 1998年4月26日 1976年
21.0 4月18日 20.5 2014年4月4日 1976年
20.5 4月18日 17.0 1997年4月7日 1976年葛生

塩谷

観測所
更新した値 これまでの4月の1位の値

統計開始年
降水量

鹿沼

今市

高根沢

○ 日最大10分間降水量(mm)

降水量 月日 年月日

5.0 4月18日 4.0 2013年4月7日 2008年
9.0 4月18日 7.0 2013年4月7日 2008年
7.0 4月18日 5.0 2009年4月26日 2009年
10.0 4月18日 5.0 2012年4月17日 2008年
6.5 4月18日 6.5 2013年4月7日 2009年
7.0 4月18日 4.0 2019年4月30日 2009年
6.5 4月18日 6.0 2012年4月17日 2009年

観測所

栃木

これまでの4月の1位の値
統計開始年

降水量

今市

小山
葛生

更新した値

塩谷
真岡

足利

○ 日最大瞬間風速・風向(m/s)

月日 年月日

23.8 北 4月13日 22.2 西南西 2012年4月3日 2008年

27.1 北北東 4月13日 22.4 西 2013年4月7日 2009年
24.0 北北西 4月14日 22.5 北西 2017年4月19日 2009年

鹿沼

更新した値 これまでの4月の1位の値
統計開始年

風速・風向 風速・風向
観測所

佐野
黒磯

○ 日最大風速・風向(m/s)

月日 年月日

13.8 北北東 4月13日 13.0 北西 2006年4月3日 1978年

観測所
これまでの4月の1位の値

統計開始年
風速・風向 風速・風向

更新した値

佐野

※気温について、5位以内の順位更新は該当なし
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（6）主な被害発生日（4月中旬）の地上天気図

（4月11日09時～20日09時：間隔24時間）

令和 2年 4月11日 9時 令和 2年 4月12日 9時 令和 2年 4月13日 9時

令和 2年 4月14日 9時 令和 2年 4月15日 9時 令和 2年 4月16日 9時

令和 2年 4月17日 9時 令和 2年 4月18日 9時 令和 2年 4月19日 9時

令和 2年 4月20日 9時



５．気象台の執った措置

霜注意報発表状況

(令和2年4月11日～4月30日 宇都宮地方気象台発表)  
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発表時刻 警報・注意報
南
部

北
部

2020/4/2 15:06 霜注意報 ● ●

2020/4/3 07:21 霜注意報 解 解

2020/4/3 14:39 霜注意報 ● ●

2020/4/4 07:27 霜注意報 解 解

2020/4/4 14:37 霜注意報 ● ●

2020/4/5 07:05 霜注意報 解 解

2020/4/5 14:53 霜注意報 ● ●

2020/4/6 07:26 霜注意報 解 解

2020/4/6 14:25 霜注意報 ● ●

2020/4/7 07:20 霜注意報 解 解

2020/4/7 14:38 霜注意報 ● ●

2020/4/8 07:41 霜注意報 解 解

2020/4/8 14:40 霜注意報 ● ●

2020/4/9 07:15 霜注意報 解 解

2020/4/9 14:40 霜注意報 ● ●

2020/4/10 07:39 霜注意報 解 解

2020/4/10 14:38 霜注意報 ● ●

2020/4/11 07:31 霜注意報 解 解

2020/4/11 14:31 霜注意報 ● ●

2020/4/12 07:13 霜注意報 解 解

2020/4/13 14:29 霜注意報 ● ●

2020/4/14 07:40 霜注意報 解 解

2020/4/14 14:32 霜注意報 ● ●

2020/4/15 07:24 霜注意報 解 解

2020/4/15 14:34 霜注意報 ● ●

2020/4/16 07:06 霜注意報 解 解

2020/4/16 14:31 霜注意報 ● ●

2020/4/17 07:50 霜注意報 解 解

2020/4/18 14:51 霜注意報 ● ●

2020/4/19 06:48 霜注意報 解 解

2020/4/21 14:34 霜注意報 ●

2020/4/22 07:06 霜注意報 解

2020/4/22 14:43 霜注意報 ● ●

2020/4/23 07:37 霜注意報 解 解

2020/4/23 14:31 霜注意報 ● ●

2020/4/24 07:29 霜注意報 解 解

2020/4/24 14:33 霜注意報 ● ●

2020/4/25 07:24 霜注意報 解 解

2020/4/25 14:47 霜注意報 ● ●

2020/4/26 07:36 霜注意報 解 解

2020/4/27 14:36 霜注意報 ● ●

2020/4/28 07:26 霜注意報 解 解

2020/4/28 14:49 霜注意報 ● ●

2020/4/29 07:33 霜注意報 解 解

2020/4/29 14:27 霜注意報 ● ●

2020/4/30 06:41 霜注意報 解 解

　●：発表　　解：解除

※期間内における霜注意報の

発表・解除を時刻順で掲載

(切り替えは除く)

南部

宇都宮市、足利市、栃木市、

佐野市、鹿沼市、小山市、

真岡市、さくら市、那須烏山市、

下野市、上三川町、益子町、

茂木町、市貝町、芳賀町、

壬生町、野木町、高根沢町、

那珂川町

北部

日光市、大田原市、矢板市、

那須塩原市、塩谷町、那須町
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６．被害状況

1月から3月の平均気温は平年よりもかなり高めに推移したため、作
物の生育も平年に比べて早まった。しかし、4月上旬の平均気温は平
年並だったが、中旬は高気圧や低気圧が周期的に通過したため、天気
は短い期間で変化し、雨の降った日が多くなった。また、上空の寒気
の影響で平均気温は平年より低くなった。

このため、県内の16市町で低温による農作物被害が発生した。

（2）農作物の被害状況

被害合計金額 1,390,037千円（* 1,142,234千円）
（*）・・・・被害程度30％以上の被害総額

＜条例適用基準＞①被害程度30％以上の被害合計金額が5千万円以上

かつ、②被害市町の長から適用の要請があること

(1) 被害発生の要因
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（3）市町別の農作物等の被害状況

（4）被害写真（撮影：栃木県）

①なしの着果不良（果そうに1果のみ） ②なしの着果不良（左側：果そうに1果のみ、
中央、右側：果そうに果実が無い）

③なしの着果不良（受精せずに落花した跡） 《参考》開花期のイメージ
※1果そうに通常4～5個着果する。

※果そうとは1カ所から発生した果実の集まり。
通常4～5個着果し、摘果して1果とする。



７．栃木県の執った措置
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（1）「栃木県農漁業災害対策特別措置条例」適用について

栃木県では、施行規則第5条に規定する指定災害の指定基準（①県内におけ
る被害総額（被害程度30％以上）が5千万円以上 ②市町長から条例適用の申
し出があること）のいずれにも該当していることから、以下の8市6町につい
て、「栃木県の農漁業災害対策特別措置条例」を令和2年6月12日に適用した
。

（2）栃木県の行った技術指導

技術対策資料の作成及び農業防災メールを発行し、技術対策資料に基づき
現地指導を行った。

宇都宮市、芳賀町、那須烏山市、大田原市、高根沢町、市貝町、那珂川町、
さくら市、栃木市、那須塩原市、小山市、益子町、壬生町、鹿沼市



８．資料の解説

問い合わせ先

栃 木 県 農 政 部 農 政 課

電話：028-623-2284

栃 木 県 農 政 部 経 営 技 術 課

電話：028-623-2322

宇 都 宮 地 方 気 象 台

電話：028－635－7260

※速報の内容について私的使用又は引用等著作権法上認められ

た行為を除き、栃木県及び宇都宮地方気象台に無断で転載等を

行なうことはできません。また、引用を行なう際は適宜の方法

により、必ず出所(栃木県、宇都宮地方気象台)を明示してくだ

さい。速報の内容の全部又は一部について、栃木県及び宇都宮

地方気象台に無断で改変を行なうことはできません。
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気象月表で使用する大気現象記号表

1981年～2010年までの30年の平均値
アメダス(地域気象観測所)の日照時間は2010年までの23～28年
間の平均値で、観測所によって異なる。

1981年～2010年までの30個の値を小さい値から順に並べ、10個
ずつ(33％)の3群に分けるように求めた境界値から「低い(少ない)
」、「平年並」、「高い(多い)」に区分して表す。
また、低い(少ない)方または高い(多い)方から出現率10％(3個)
の範囲を、それぞれ「かなり低い(少ない)」、「かなり高い(多い)」
と表す。

数値の欄に示す記号の意味
) ： 準正常値 (データに許容範囲(20％)内の欠測があることを示す)
] ： 資料不足値 (データに許容範囲(20％)を超える欠測があることを示す)

×： 資料なし (欠測や休止により統計値を求めることができないことを示す)
//： 平年値なし

階級区分：

平年値：


