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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 > 天候の状況

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・平年比で見ることができます。

気 温 昨日までの  5日平均  10日平均  20日平均  30日平均  60日平均  90日平均

降 水 量 昨日までの    10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

日照時間 昨日までの  5日合計  10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

・1～4週平均(合計)値

(気象台、測候所、特別地域気象観測所のみのデータによる)
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 地点別データ一覧表 実況値

 解説 

※上図は、昨日までの5日間平均気温平年差をプロットしています。
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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

最新の気象データ

最新の統計データで見る現在の気象状況です。 地点ごとの最新値は防災気象情報アメダス表形式をご覧下さい。
昨日までに観測された結果や

平年値をご覧になれます。

降水の状況 10分ごとに更新

各地の1時間降水量、24時間降水量などを表示します。

風の状況 毎時50分頃に更新

各地の日最大風速、日最大瞬間風速を表示します。

気温の状況 毎時50分頃に更新

各地の日最高気温、日最低気温を表示します。

雪の状況

「雪の状況」ページは11月から5月上旬に運用していま

す。

今日の全国データ一覧表 毎時40分頃に更新

全国の気象台等の最高・最低気温・最大瞬間風速、その発生時刻などを表示します。

昨日より前のものは、毎日の全国データ一覧表の詳細版をご覧ください。

今日・昨日の全国観測値ランキング 20分ごとに更新

今日・昨日の観測値を要素ごとに上位10位まで表示します。

観測史上1位の値 更新状況 10分ごとに更新

昨日・今日に観測史上1位の値を更新した観測所と観測値を表示します。

天候の状況 毎日5時頃に更新

低温・少雨・日照不足などの状況を、気温・降水量・日

照時間の平均（合計）値で表示します。平均（合計）期

間は5日間、1か月間、3か月間などです。

よくある質問（FAQ） データの更新時刻 気象観測統計の解説

新着情報

「雪の状況」ページの更新を停止しました。（2013年5月7日）

「気温の状況」ページで真夏日・猛暑日の地点数の表示を再開しました。（2013年5月13日） 
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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 > 天候の状況

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・平年比で見ることができます。

気 温 昨日までの  5日平均  10日平均  20日平均  30日平均  60日平均  90日平均

降 水 量 昨日までの    10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

日照時間 昨日までの  5日合計  10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

・1～4週平均(合計)値

(気象台、測候所、特別地域気象観測所のみのデータによる)
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 地点別データ一覧表 実況値

 解説 

※上図は、昨日までの10日間平均気温平年差をプロットしています。

このページのトップへ
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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 > 天候の状況

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・平年比で見ることができます。

気 温 昨日までの  5日平均  10日平均  20日平均  30日平均  60日平均  90日平均

降 水 量 昨日までの    10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

日照時間 昨日までの  5日合計  10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

・1～4週平均(合計)値

(気象台、測候所、特別地域気象観測所のみのデータによる)
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 地点別データ一覧表 実況値

 解説 

※上図は、昨日までの20日間平均気温平年差をプロットしています。

このページのトップへ
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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 > 天候の状況

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・平年比で見ることができます。

気 温 昨日までの  5日平均  10日平均  20日平均  30日平均  60日平均  90日平均

降 水 量 昨日までの    10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

日照時間 昨日までの  5日合計  10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

・1～4週平均(合計)値

(気象台、測候所、特別地域気象観測所のみのデータによる)
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 地点別データ一覧表 実況値

 解説 

※上図は、昨日までの30日間平均気温平年差をプロットしています。

このページのトップへ
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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 > 天候の状況

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・平年比で見ることができます。

気 温 昨日までの  5日平均  10日平均  20日平均  30日平均  60日平均  90日平均

降 水 量 昨日までの    10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

日照時間 昨日までの  5日合計  10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

・1～4週平均(合計)値

(気象台、測候所、特別地域気象観測所のみのデータによる)
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 地点別データ一覧表 実況値

 解説 

※上図は、昨日までの60日間平均気温平年差をプロットしています。

このページのトップへ
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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 > 天候の状況

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・平年比で見ることができます。

気 温 昨日までの  5日平均  10日平均  20日平均  30日平均  60日平均  90日平均

降 水 量 昨日までの    10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

日照時間 昨日までの  5日合計  10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

・1～4週平均(合計)値

(気象台、測候所、特別地域気象観測所のみのデータによる)

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/links.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html


気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem90dhi.html[2013/07/11 12:38:12]

 地点別データ一覧表 実況値

 解説 

※上図は、昨日までの90日間平均気温平年差をプロットしています。

このページのトップへ

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem90d.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem90d.html


気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem90dhi.html[2013/07/11 12:38:12]

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


気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre10dhi.html[2013/07/11 12:38:15]

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 > 天候の状況

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・平年比で見ることができます。

気 温 昨日までの  5日平均  10日平均  20日平均  30日平均  60日平均  90日平均

降 水 量 昨日までの    10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

日照時間 昨日までの  5日合計  10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

・1～4週平均(合計)値

(気象台、測候所、特別地域気象観測所のみのデータによる)
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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/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html


気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre10dhi.html[2013/07/11 12:38:15]

 地点別データ一覧表 実況値

 解説 

※上図は、昨日までの10日間合計降水量平年比をプロットしていま

す。

このページのトップへ

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre10d.html
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気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre10dhi.html[2013/07/11 12:38:15]

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


気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre20dhi.html[2013/07/11 12:38:17]

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 > 天候の状況

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・平年比で見ることができます。

気 温 昨日までの  5日平均  10日平均  20日平均  30日平均  60日平均  90日平均

降 水 量 昨日までの    10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

日照時間 昨日までの  5日合計  10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

・1～4週平均(合計)値

(気象台、測候所、特別地域気象観測所のみのデータによる)

http://www.jma.go.jp/
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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/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html


気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre20dhi.html[2013/07/11 12:38:17]

 地点別データ一覧表 実況値

 解説 

※上図は、昨日までの20日間合計降水量平年比をプロットしていま

す。

このページのトップへ

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre20d.html
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気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre20dhi.html[2013/07/11 12:38:17]

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


気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre30dhi.html[2013/07/11 12:38:19]

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 > 天候の状況

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・平年比で見ることができます。

気 温 昨日までの  5日平均  10日平均  20日平均  30日平均  60日平均  90日平均

降 水 量 昨日までの    10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

日照時間 昨日までの  5日合計  10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

・1～4週平均(合計)値

(気象台、測候所、特別地域気象観測所のみのデータによる)

http://www.jma.go.jp/
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http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html


気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre30dhi.html[2013/07/11 12:38:19]

 地点別データ一覧表 実況値

 解説 

※上図は、昨日までの30日間合計降水量平年比をプロットしています。

このページのトップへ

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre30d.html
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気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre30dhi.html[2013/07/11 12:38:19]

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


気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre60dhi.html[2013/07/11 12:38:21]

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 > 天候の状況

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・平年比で見ることができます。

気 温 昨日までの  5日平均  10日平均  20日平均  30日平均  60日平均  90日平均

降 水 量 昨日までの    10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

日照時間 昨日までの  5日合計  10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

・1～4週平均(合計)値

(気象台、測候所、特別地域気象観測所のみのデータによる)
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http://www.jma.go.jp/jma/kishou/sitemap.html
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http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html


気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre60dhi.html[2013/07/11 12:38:21]

 地点別データ一覧表 実況値

 解説 

※上図は、昨日までの60日間合計降水量平年比をプロットしていま

す。

このページのトップへ

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html
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気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre60dhi.html[2013/07/11 12:38:21]

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
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気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre90dhi.html[2013/07/11 12:38:23]

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 > 天候の状況

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・平年比で見ることができます。

気 温 昨日までの  5日平均  10日平均  20日平均  30日平均  60日平均  90日平均

降 水 量 昨日までの    10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

日照時間 昨日までの  5日合計  10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

・1～4週平均(合計)値

(気象台、測候所、特別地域気象観測所のみのデータによる)
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http://www.jma.go.jp/jma/kensaku.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/goiken.html
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http://www.jma.go.jp/jma/menu/about.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html


気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre90dhi.html[2013/07/11 12:38:23]

 地点別データ一覧表 実況値

 解説 

※上図は、昨日までの90日間合計降水量平年比をプロットしていま

す。

このページのトップへ

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre90d.html
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気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre90dhi.html[2013/07/11 12:38:23]

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


気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouSun5dhi.html[2013/07/11 12:38:24]

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 > 天候の状況

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・平年比で見ることができます。

気 温 昨日までの  5日平均  10日平均  20日平均  30日平均  60日平均  90日平均

降 水 量 昨日までの    10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

日照時間 昨日までの  5日合計  10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

・1～4週平均(合計)値

(気象台、測候所、特別地域気象観測所のみのデータによる)

http://www.jma.go.jp/
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http://www.jma.go.jp/jma/menu/about.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html


気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouSun5dhi.html[2013/07/11 12:38:24]

 地点別データ一覧表

 解説 

※上図は、昨日までの5日間合計日照時間平年比をプロットしていま

す。

このページのトップへ

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html


気象庁 | 天候の状況
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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
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気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouSun10dhi.html[2013/07/11 12:38:26]

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 > 天候の状況

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・平年比で見ることができます。

気 温 昨日までの  5日平均  10日平均  20日平均  30日平均  60日平均  90日平均

降 水 量 昨日までの    10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

日照時間 昨日までの  5日合計  10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

・1～4週平均(合計)値

(気象台、測候所、特別地域気象観測所のみのデータによる)
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http://www.jma.go.jp/jma/kishou/sitemap.html
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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
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気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouSun10dhi.html[2013/07/11 12:38:26]

 地点別データ一覧表

 解説 

※上図は、昨日までの10日間合計日照時間平年比をプロットしていま

す。

このページのトップへ

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html


気象庁 | 天候の状況
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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 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouSun20dhi.html[2013/07/11 12:38:28]

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 > 天候の状況

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・平年比で見ることができます。

気 温 昨日までの  5日平均  10日平均  20日平均  30日平均  60日平均  90日平均

降 水 量 昨日までの    10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

日照時間 昨日までの  5日合計  10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

・1～4週平均(合計)値

(気象台、測候所、特別地域気象観測所のみのデータによる)

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/links.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html


気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouSun20dhi.html[2013/07/11 12:38:28]

 地点別データ一覧表

 解説 

※上図は、昨日までの20日間合計日照時間平年比をプロットしていま

す。

このページのトップへ

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html


気象庁 | 天候の状況
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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 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouSun30dhi.html[2013/07/11 12:38:29]
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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 > 天候の状況

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・平年比で見ることができます。

気 温 昨日までの  5日平均  10日平均  20日平均  30日平均  60日平均  90日平均

降 水 量 昨日までの    10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

日照時間 昨日までの  5日合計  10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

・1～4週平均(合計)値

>(気象台、測候所、特別地域気象観測所のみのデータによる)
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気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouSun30dhi.html[2013/07/11 12:38:29]

 地点別データ一覧表

 解説 

※上図は、昨日までの30日間合計日照時間平年比をプロットしていま

す。

このページのトップへ

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html


気象庁 | 天候の状況
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気象庁 | 天候の状況
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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 > 天候の状況

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・平年比で見ることができます。

気 温 昨日までの  5日平均  10日平均  20日平均  30日平均  60日平均  90日平均

降 水 量 昨日までの    10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

日照時間 昨日までの  5日合計  10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

・1～4週平均(合計)値

(気象台、測候所、特別地域気象観測所のみのデータによる)
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気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouSun60dhi.html[2013/07/11 12:38:31]

 地点別データ一覧表

 解説 

※上図は、昨日までの60日間合計日照時間平年比をプロットしていま

す。

このページのトップへ

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html


気象庁 | 天候の状況
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気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouSun90dhi.html[2013/07/11 12:38:32]
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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 > 天候の状況

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・平年比で見ることができます。

気 温 昨日までの  5日平均  10日平均  20日平均  30日平均  60日平均  90日平均

降 水 量 昨日までの    10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

日照時間 昨日までの  5日合計  10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

・1～4週平均(合計)値

(気象台、測候所、特別地域気象観測所のみのデータによる)
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気象庁 | 天候の状況

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouSun90dhi.html[2013/07/11 12:38:32]

 地点別データ一覧表

 解説 

※上図は、昨日までの90日間合計日照時間平年比をプロットしていま

す。

このページのトップへ

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html
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気象庁 | 前１週間の気温、降水量、日照時間の平年差・比

http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/longfcst/tenkou/hensa_map.html[2013/07/11 12:38:34]
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サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

前１週間
前２週間
前４週間
アメダス
観測デー
タによる
天候の
状況

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 > 地球環境・気候 > 日本の天候 > 前１週間の気温、降水量、日照時間の平年差・比

前１週間の気温、降水量、日照時間の平年差・比
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気象庁 | 前１週間の気温、降水量、日照時間の平年差・比
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気象官署（１５１地点）の観測値をもとにして、図を作成しています。 

前１週間・前２週間と前４週間では等値線の値が異なります。ご利用の際にはご注意下さい。

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 | 期間平均気温一覧表

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/tem00.html[2013/07/11 12:39:13]

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 > 天候の状況 > 気温一覧表

期間平均気温一覧表 2013年7月10日まで

 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

 静岡県  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  徳島県  香川県  愛媛県  高知県

 山口県  福岡県  大分県  長崎県  佐賀県  熊本県  宮崎県  鹿児島県  沖縄県

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

北海道 宗谷地方 宗谷岬 20.3 (+5.9) 18.8 (+4.7) 15.5 (+2.1) 15.1 (+2.4) 12.3 (+1.4) 9.4 (+0.4)

北海道 宗谷地方 稚内* 20.1 (+4.3) 19.4 (+3.9) 16.4 (+1.7) 16.2 (+2.2) 13.3 (+1.2) 10.4 (+0.3)

北海道 宗谷地方 礼文 18.6 (///) 18.9 (///) 16.0 (///) 15.7 (///) 12.7 (///) 9.9 (///)

北海道 宗谷地方 声問 20.5 (+4.5) 20.1 (+4.4) 16.4 (+1.1) 16.2 (+1.4) 13.2 (+0.7) 10.1 (0.0)

北海道 宗谷地方 浜鬼志別 20.6 (+6.3) 18.9 (+4.9) 15.4 (+2.1) 14.8 (+2.1) 11.9 (+1.0) 9.1 (+0.1)

北海道 宗谷地方 本泊 20.5 (+3.9) 20.2 (+3.9) 17.0 (+1.1) 16.8 (+1.5) 13.9 (+0.8) 10.7 (0.0)

北海道 宗谷地方 沼川 19.9 (+4.1) 20.2 (+4.8) 16.3 (+1.6) 16.3 (+2.3) 13.3 (+1.2) 10.0 (+0.1)

北海道 宗谷地方 沓形 19.3 (+2.6) 20.0 (+3.6) 17.4 (+1.8) 17.0 (+2.1) 14.0 (+1.2) 11.0 (+0.4)

北海道 宗谷地方 豊富 19.7 (+3.0) 20.4 (+4.0) 16.8 (+1.2) 16.8 (+1.9) 13.7 (+0.8) 10.5 (-0.1)

北海道 宗谷地方 浜頓別 22.6 (+7.5) 21.3 (+6.5) 17.3 (+3.2) 16.8 (+3.3) 13.9 (+2.1) 10.7 (+0.9)

北海道 宗谷地方 中頓別 21.9 (+5.4) 21.4 (+5.2) 17.5 (+2.1) 17.3 (+2.5) 14.2 (+1.4) 10.7 (+0.2)

北海道 宗谷地方 北見枝幸* 21.3 (+6.4) 19.6 (+5.0) 15.9 (+2.0) 15.3 (+2.0) 12.3 (+0.6) 9.5 (-0.3)

北海道 宗谷地方 歌登 22.6 (+6.7) 21.4 (+5.8) 17.2 (+2.3) 16.8 (+2.5) 13.7 (+1.2) 10.2 (0.0)
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 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

北海道 上川地方 中川 21.6 (+4.6) 21.5 (+4.9) 17.8 (+1.9) 17.8 (+2.5) 14.8 (+1.6) 11.2 (+0.5)

北海道 上川地方 音威子府 22.4 (+5.2) 22.1 (+5.2) 18.1 (+1.9) 18.1 (+2.5) 14.9 (+1.3) 11.1 (+0.1)

北海道 上川地方 美深 23.0 (+4.9) 22.5 (+4.7) 18.6 (+1.4) 18.8 (+2.3) 15.6 (+1.3) 11.6 (0.0)

北海道 上川地方 名寄 23.1 (+4.8) 22.6 (+4.6) 18.8 (+1.4) 18.9 (+2.2) 16.0 (+1.5) 12.0 (+0.2)

北海道 上川地方 下川 22.5 (+5.0) 21.8 (+4.6) 18.0 (+1.5) 18.3 (+2.4) 15.3 (+1.6) 11.4 (+0.3)

北海道 上川地方 士別 23.4 (+5.1) 23.0 (+5.0) 19.3 (+1.9) 19.5 (+2.7) 16.6 (+2.0) 12.4 (+0.4)

北海道 上川地方 朝日 22.7 (+4.5) 22.1 (+4.1) 18.9 (+1.5) 19.1 (+2.4) 16.3 (+1.8) 12.0 (+0.2)

北海道 上川地方 和寒 23.6 (+4.8) 23.2 (+4.7) 19.6 (+1.7) 19.7 (+2.4) 17.1) (+2.0) 12.7) (+0.3)

北海道 上川地方 江丹別 23.1 (+4.8) 22.3 (+4.3) 19.3 (+1.9) 19.3 (+2.6) 16.3 (+1.9) 12.2 (+0.8)

北海道 上川地方 比布 23.6 (+4.7) 22.8 (+4.1) 19.8 (+1.6) 19.9 (+2.4) 17.2 (+1.9) 13.0 (+0.4)

北海道 上川地方 上川 21.4 (+3.5) 20.5 (+2.8) 17.9 (+0.8) 18.1 (+1.7) 15.2 (+1.0) 11.0 (-0.4)

北海道 上川地方 旭川* 23.9 (+4.6) 23.1 (+4.0) 20.0 (+1.5) 20.1 (+2.2) 17.3 (+1.6) 13.3 (+0.2)

北海道 上川地方 東川 23.5 (+4.8) 22.7 (+4.2) 19.8 (+1.8) 19.8 (+2.5) 17.1 (+2.0) 13.0 (+0.5)

北海道 上川地方 東神楽 22.9 (+4.2) 22.0 (+3.3) 19.1 (+0.4) 19.1) (+0.9) 16.4) (+0.8) 12.4) (-0.3)

北海道 上川地方 志比内 22.3 (+4.1) 21.4 (+3.4) 18.6 (+1.1) 18.7 (+1.8) 16.0 (+1.4) 12.0) (+0.1)

北海道 上川地方 美瑛 22.6 (+4.4) 21.7 (+3.7) 18.8 (+1.3) 18.9 (+2.1) 16.3 (+1.6) 12.2 (+0.1)

北海道 上川地方 上富良野 23.7 (+4.7) 22.8 (+4.0) 20.0 (+1.7) 20.0 (+2.3) 17.4 (+2.0) 13.2 (+0.4)

北海道 上川地方 富良野 23.3 (+4.1) 22.3 (+3.4) 19.6 (+1.2) 19.7 (+1.9) 17.2 (+1.6) 13.2 (+0.2)

北海道 上川地方 麓郷 22.5 (+4.5) 21.6 (+3.8) 18.8 (+1.6) 18.7 (+2.1) 16.1 (+1.7) 12.0 (+0.2)

北海道 上川地方 幾寅 22.4 (+5.3) 20.8 (+3.9) 18.1 (+1.8) 17.9 (+2.2) 15.3 (+1.7) 11.4 (+0.3)

北海道 上川地方 占冠 22.1 (+4.9) 20.6 (+3.6) 18.0 (+1.6) 17.9 (+2.1) 15.3 (+1.8) 11.3 (+0.5)

北海道 上川地方 朱鞠内 20.7 (+3.7) 20.3 (+3.6) 17.0 (+0.9) 17.2 (+1.8) 13.7 (+0.7) 9.9 (-0.2)

北海道 上川地方 幌加内 22.7 (+4.4) 22.3 (+4.2) 19.1 (+1.6) 19.1 (+2.3) 15.7 (+1.2) 11.5 (0.0)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

北海道 留萌地方 天塩 19.8 (+3.0) 20.4 (+3.9) 17.1 (+1.3) 17.0 (+2.0) 13.9 (+1.1) 10.9 (+0.3)

北海道 留萌地方 遠別 20.3 (+2.6) 20.9 (+3.5) 17.9 (+1.2) 17.7 (+1.7) 14.8 (+1.0) 11.5 (+0.2)

北海道 留萌地方 初山別 20.1 (+2.4) 20.8 (+3.4) 18.1 (+1.4) 17.8 (+1.8) 14.9 (+1.1) 12.2) (+0.6)

北海道 留萌地方 焼尻 19.2 (+1.9) 19.8 (+2.8) 17.7 (+1.4) 17.4 (+1.8) 14.3 (+0.9) 11.4 (+0.2)

北海道 留萌地方 羽幌* 20.7 (+2.5) 21.4 (+3.5) 18.8 (+1.5) 18.4 (+1.8) 15.4 (+1.0) 12.2 (+0.1)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a12
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a12
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a13
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a13
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北海道 留萌地方 達布 21.7 (+3.2) 21.8 (+3.6) 19.1 (+1.5) 19.0 (+2.1) 15.9 (+1.3) 12.0 (+0.1)

北海道 留萌地方 留萌* 20.6 (+2.5) 21.2 (+3.4) 18.8 (+1.6) 18.4 (+2.0) 15.3 (+1.0) 12.0 (0.0)

北海道 留萌地方 増毛 20.8 (+2.7) 21.1 (+3.3) 18.7 (+1.6) 18.2 (+1.8) 15.1 (+0.7) 12.0 (-0.3)

北海道 留萌地方 幌糠 21.4 (+3.2) 21.4 (+3.5) 18.8 (+1.5) 18.6 (+2.0) 15.4 (+1.0) 11.5 (-0.2)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

北海道 石狩地方 浜益 21.4 (+2.7) 21.6 (+3.2) 19.2 (+1.4) 18.8 (+1.7) 15.9 (+1.0) 12.5 (-0.1)

北海道 石狩地方 厚田 21.8 (+3.7) 21.2 (+3.4) 18.7 (+1.5) 18.4 (+1.9) 15.5 (+1.1) 12.1 (0.0)

北海道 石狩地方 新篠津 22.7 (+4.5) 21.2 (+3.2) 18.6 (+1.2) 18.2 (+1.4) 15.6 (+0.9) 12.2 (-0.2)

北海道 石狩地方 山口 22.5 (+3.9) 22.0 (+3.7) 19.4 (+1.7) 19.2 (+2.2) 16.4 (+1.4) 13.1 (+0.3)

北海道 石狩地方 石狩 22.1 (+3.8) 21.1 (+3.0) 18.7 (+1.2) 18.3 (+1.4) 15.6 (+0.8) 12.4 (-0.1)

北海道 石狩地方 江別 22.5 (+4.6) 20.9 (+3.1) 18.4 (+0.9) 18.0 (+1.1) 15.3 (+0.6) 12.1 (-0.3)

北海道 石狩地方 札幌* 24.2 (+4.8) 22.8 (+3.6) 20.0 (+1.4) 19.8 (+1.8) 17.1 (+1.2) 13.7 (0.0)

北海道 石狩地方 恵庭島松 22.1 (+4.6) 20.4 (+3.1) 17.9 (+1.2) 17.5 (+1.4) 15.1 (+1.0) 12.0 (+0.1)

北海道 石狩地方 支笏湖畔 21.6 (+5.2) 19.4 (+3.2) 16.8 (+1.2) 16.4 (+1.4) 14.0 (+1.1) 10.7 (0.0)

北海道 石狩地方 千歳 21.9 (+4.7) 20.0 (+2.8) 17.5 (+0.5) 17.1 (+0.8) 14.7 (+0.5) 11.8 (-0.1)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

北海道 空知地方 石狩沼田 22.3 (+3.7) 21.8 (+3.4) 19.1 (+1.3) 19.0 (+1.9) 16.0 (+1.1) 12.0 (-0.1)

北海道 空知地方 深川 23.0 (+4.3) 22.1 (+3.6) 19.3 (+1.3) 19.2 (+1.8) 16.4 (+1.2) 12.6 (0.0)

北海道 空知地方 空知吉野 22.8 (+4.3) 21.9 (+3.6) 19.1 (+1.4) 18.9 (+1.9) 15.8 (+1.1) 11.8 (-0.2)

北海道 空知地方 滝川 22.9 (+4.3) 21.8 (+3.4) 19.2 (+1.3) 18.9 (+1.7) 16.2) (+1.1) 12.4) (-0.1)

北海道 空知地方 芦別 23.4 (+3.9) 22.3 (+3.0) 19.8 (+1.0) 19.6 (+1.5) 17.0 (+1.2) 13.1 (-0.1)

北海道 空知地方 月形 22.8 (+4.8) 21.3 (+3.5) 18.7 (+1.5) 18.3 (+1.7) 15.6 (+1.2) 11.9 (0.0)

北海道 空知地方 美唄 23.2 (+4.3) 21.8 (+3.1) 19.2 (+1.0) 18.9 (+1.4) 16.2 (+0.8) 12.6 (-0.3)

北海道 空知地方 岩見沢* 23.4 (+4.8) 22.0 (+3.6) 19.2 (+1.4) 18.8 (+1.6) 16.2 (+1.0) 12.7 (-0.2)

北海道 空知地方 長沼 22.5 (+4.5) 20.7 (+2.9) 18.2 (+1.0) 17.7 (+1.1) 15.1 (+0.5) 12.0 (-0.3)

北海道 空知地方 夕張 21.9 (+4.7) 20.6 (+3.6) 17.8 (+1.4) 17.5 (+1.7) 15.1 (+1.2) 11.4 (-0.1)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温 (平年差) 平均気温 (平年差) 平均気温 (平年差) 平均気温 (平年差) 平均気温 (平年差) 平均気温 (平年差)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a14
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a14
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a15
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http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a16
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(℃) (℃) (℃) (℃) (℃) (℃) (℃) (℃) (℃) (℃) (℃) (℃)

北海道 後志地方 美国 22.3 (+4.5) 21.4 (+3.9) 18.6 (+1.7) 18.1 (+1.9) 15.2 (+1.0) 11.7 (-0.3)

北海道 後志地方 神恵内 20.9 (+2.5) 21.1 (+3.0) 18.8 (+1.3) 18.3 (+1.5) 15.4 (+0.7) 12.5 (-0.2)

北海道 後志地方 余市 22.6 (+3.9) 22.5 (+4.1) 19.5 (+1.7) 19.1 (+2.0) 16.0 (+0.9) 12.6 (-0.3)

北海道 後志地方 小樽* 22.3 (+3.7) 21.8 (+3.4) 19.2 (+1.5) 18.9 (+1.8) 16.0 (+1.0) 12.7 (-0.2)

北海道 後志地方 共和 21.9 (+3.4) 21.9 (+3.7) 19.4 (+1.8) 19.1 (+2.2) 16.3 (+1.5) 13.0 (+0.4)

北海道 後志地方 蘭越 22.7 (+4.3) 21.2 (+3.1) 18.8 (+1.3) 18.3 (+1.4) 15.5 (+0.7) 12.1 (-0.2)

北海道 後志地方 倶知安* 22.2 (+4.0) 21.5 (+3.6) 18.8 (+1.5) 18.6 (+2.0) 15.7 (+1.2) 12.1 (+0.1)

北海道 後志地方 寿都* 21.8 (+4.0) 20.5 (+3.0) 18.4 (+1.5) 17.8 (+1.6) 15.2 (+0.9) 12.2 (0.0)

北海道 後志地方 真狩 21.1 (+4.7) 20.0 (+3.9) 17.2 (+1.6) 17.0 (+2.1) 14.5 (+1.6) 10.7 (+0.3)

北海道 後志地方 喜茂別 21.8 (+4.2) 20.5 (+3.2) 18.1 (+1.4) 17.9 (+1.9) 15.1 (+1.3) 11.3 (+0.2)

北海道 後志地方 黒松内 22.0 (+4.4) 19.6 (+2.3) 17.6 (+0.9) 17.0 (+1.0) 14.5 (+0.5) 11.4 (-0.3)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

北海道 網走・北見・紋別地方 雄武* 21.3 (+6.6) 19.8 (+5.5) 16.0 (+2.4) 15.4 (+2.3) 12.3 (+0.9) 9.5 (-0.1)

北海道 網走・北見・紋別地方 興部 21.9 (+6.8) 20.9 (+6.2) 16.6 (+2.6) 16.0 (+2.6) 12.8 (+1.1) 9.8 (0.0)

北海道 網走・北見・紋別地方 西興部 22.9 (+6.3) 22.3 (+6.0) 17.9 (+2.3) 17.8 (+2.8) 14.7 (+1.6) 10.8 (-0.1)

北海道 網走・北見・紋別地方 紋別* 20.9 (+5.5) 20.6 (+5.5) 16.6 (+2.2) 16.1 (+2.3) 13.0 (+0.8) 10.0 (-0.3)

北海道 網走・北見・紋別地方 紋別小向 20.4 (+4.7) 20.3 (+4.9) 16.3 (+1.2) 15.7 (+1.0) 12.7 (+0.1) 9.8 (-0.6)

北海道 網走・北見・紋別地方 湧別 21.5 (+5.6) 21.4 (+5.8) 17.1 (+2.2) 16.6 (+2.3) 13.4 (+0.9) 10.2 (-0.3)

北海道 網走・北見・紋別地方 滝上 22.7 (+5.8) 21.6 (+5.0) 17.5 (+1.5) 17.5 (+2.1) 14.5 (+1.0) 10.7 (-0.5)

北海道 網走・北見・紋別地方 常呂 21.3) (+5.3) 21.0) (+5.3) 16.8) (+1.9) 16.6) (+2.2) 13.6) (+0.9) 10.3) (-0.3)

北海道 網走・北見・紋別地方 遠軽 23.0 (+5.9) 22.3 (+5.5) 18.0 (+1.9) 17.8 (+2.3) 14.9 (+1.2) 11.3 (-0.1)

北海道 網走・北見・紋別地方 佐呂間 21.9 (+5.1) 21.3 (+4.8) 18.0) (+2.2) 17.6) (+2.4) 14.5) (+1.2) 10.8) (-0.3)

北海道 網走・北見・紋別地方 網走* 21.1 (+5.3) 20.6 (+5.1) 16.7 (+1.9) 16.7 (+2.4) 13.5 (+1.0) 10.3 (-0.2)

北海道 網走・北見・紋別地方 宇登呂 21.5 (+5.7) 20.7 (+5.2) 16.5 (+1.6) 16.5 (+2.2) 13.4 (+0.8) 9.8 (-0.7)

北海道 網走・北見・紋別地方 白滝 21.9 (+5.1) 21.1 (+4.5) 17.2 (+1.1) 17.3 (+1.7) 14.5 (+1.0) 10.4 (-0.5)

北海道 網走・北見・紋別地方 生田原 22.7 (+5.8) 21.7 (+5.1) 17.6 (+1.6) 17.7 (+2.4) 14.9 (+1.5) 11.1 (+0.1)

北海道 網走・北見・紋別地方 北見 23.9 (+6.3) 22.8 (+5.4) 18.7 (+2.0) 18.8 (+2.6) 15.8 (+1.5) 12.1 (+0.1)

北海道 網走・北見・紋別地方 女満別 22.8 (+6.0) 21.8 (+5.0) 17.8 (+1.0) 17.8 (+1.3) 14.7 (+0.5) 11.1 (-0.5)

北海道 網走・北見・紋別地方 小清水 22.7 (+6.2) 21.4 (+5.2) 17.4 (+1.8) 17.3 (+2.3) 14.2 (+1.0) 10.7 (-0.2)

北海道 網走・北見・紋別地方 斜里 21.0 (+4.9) 20.6 (+4.8) 16.6 (+1.4) 16.6 (+1.9) 13.4 (+0.5) 10.0 (-0.7)

北海道 網走・北見・紋別地方 留辺蘂 22.1 (+5.2) 21.0 (+4.3) 17.1 (+1.0) 17.2 (+1.7) 14.6 (+1.1) 10.8 (-0.3)

北海道 網走・北見・紋別地方 境野 22.9 (+5.9) 21.7 (+5.0) 17.8 (+1.7) 17.7 (+2.1) 15.0 (+1.3) 11.3 (0.0)

北海道 網走・北見・紋別地方 美幌 22.8 (+6.2) 21.4 (+5.1) 17.6 (+1.9) 17.5 (+2.3) 14.6 (+1.3) 11.0 (0.0)

北海道 網走・北見・紋別地方 津別 23.1 (+5.7) 22.1 (+4.9) 18.1 (+1.4) 18.2 (+2.0) 15.3 (+1.1) 11.5 (-0.2)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a17
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a17
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 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

北海道 根室地方 羅臼 17.4 (///) 16.2 (///) 13.6 (///) 13.2 (///) 10.5 (///) 8.0 (///)

北海道 根室地方 標津 17.3 (+3.6) 17.1 (+3.7) 14.6 (+1.8) 13.9 (+1.6) 11.2 (+0.5) 8.7 (-0.1)

北海道 根室地方 上標津 22.3 (///) 19.6 (///) 16.1 (///) 15.6 (///) 12.7 (///) 9.6 (///)

北海道 根室地方 中標津 21.3 (+6.7) 19.3 (+5.0) 16.1 (+2.3) 15.6 (+2.4) 12.7 (+1.2) 9.8 (+0.3)

北海道 根室地方 根室中標津 20.7 (+6.1) 18.9 (+4.4) 15.7 (+1.3) 15.3 (+1.3) 12.5 (+0.6) 9.6 (-0.1)

北海道 根室地方 別海 21.2 (+6.7) 19.1 (+4.9) 15.9 (+2.2) 15.3 (+2.2) 12.4 (+1.0) 9.6 (+0.2)

北海道 根室地方 根室* 19.4 (+6.4) 17.4 (+4.6) 14.5 (+2.3) 13.8 (+2.1) 10.9 (+0.8) 8.5 (+0.2)

北海道 根室地方 納沙布 18.1 (+5.9) 16.4 (+4.5) 13.7 (+2.4) 12.9 (+2.1) 9.9 (+0.7) 7.8 (+0.3)

北海道 根室地方 厚床 19.9 (+6.3) 18.0 (+4.6) 14.9 (+2.1) 14.3 (+2.1) 11.3 (+0.8) 8.7 (+0.1)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

北海道 釧路地方 川湯 21.3 (+5.9) 19.3 (+4.2) 15.8 (+1.2) 15.6 (+1.6) 12.7 (+0.7) 9.3 (-0.4)

北海道 釧路地方 弟子屈 21.9 (+7.2) 19.3 (+4.9) 15.8 (+1.9) 15.4 (+2.1) 12.6 (+1.2) 9.3 (+0.1)

北海道 釧路地方 阿寒湖畔 21.5 (+6.2) 19.4 (+4.4) 16.1 (+1.6) 15.9 (+2.0) 13.0 (+1.1) 9.3 (-0.1)

北海道 釧路地方 標茶 21.6 (+6.3) 19.3 (+4.3) 16.1 (+1.6) 15.7 (+1.8) 13.0 (+1.0) 10.0 (+0.1)

北海道 釧路地方 鶴居 21.9 (+6.4) 19.5 (+4.3) 16.4 (+1.7) 16.0 (+1.9) 13.4 (+1.2) 10.5 (+0.4)

北海道 釧路地方 中徹別 22.7 (+7.1) 20.2 (+4.9) 17.1 (+2.3) 16.7 (+2.4) 14.1 (+1.7) 11.0 (+0.8)

北海道 釧路地方 榊町 17.6 (+4.5) 16.5 (+3.7) 14.4) (+2.1) 14.0) (+2.3) 11.0) (+1.0) 8.6) (+0.4)

北海道 釧路地方 鶴丘 20.6 (+6.1) 18.1 (+3.7) 15.5 (+1.2) 15.0 (+1.3) 12.2 (+0.6) 9.7 (+0.2)

北海道 釧路地方 太田 20.7 (+6.7) 18.4 (+4.6) 15.4 (+2.2) 14.9 (+2.3) 11.9 (+1.0) 9.2 (+0.2)

北海道 釧路地方 白糠 18.8 (+4.5) 17.3 (+3.3) 14.9 (+1.4) 14.5 (+1.6) 11.8 (+0.8) 9.3 (+0.2)

北海道 釧路地方 釧路* 19.6 (+5.4) 17.9 (+3.9) 15.6 (+2.2) 15.1 (+2.2) 12.3 (+1.2) 9.8 (+0.6)

北海道 釧路地方 知方学 20.2 (+7.2) 17.6 (+4.9) 14.5 (+2.4) 14.0 (+2.4) 11.0 (+1.2) 8.4 (+0.5)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

北海道 十勝地方 陸別 22.6 (+5.9) 20.8 (+4.4) 17.4 (+1.5) 17.2 (+1.9) 14.6 (+1.3) 11.1 (+0.2)

北海道 十勝地方 ぬかびら源泉郷 20.3 (+4.8) 18.8 (+3.5) 16.1 (+1.3) 15.9 (+1.7) 13.5 (+1.4) 10.0 (+0.3)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a18
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a18
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a19
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a19
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a20
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a20
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北海道 十勝地方 上士幌 23.0 (+6.9) 20.4 (+4.5) 17.1 (+1.6) 16.6 (+1.6) 14.1 (+1.0) 10.9 (0.0)

北海道 十勝地方 足寄 24.0 (+6.7) 21.7 (+4.6) 18.5 (+1.9) 18.0 (+1.9) 15.5 (+1.4) 12.2 (+0.4)

北海道 十勝地方 本別 23.7 (+6.5) 21.4 (+4.4) 18.1 (+1.6) 17.6 (+1.6) 15.1 (+1.0) 11.9 (0.0)

北海道 十勝地方 新得 24.3 (+7.2) 21.3 (+4.4) 18.3 (+1.8) 17.7 (+1.7) 15.3 (+1.2) 11.9 (0.0)

北海道 十勝地方 鹿追 24.5 (+7.9) 21.4 (+5.0) 18.2 (+2.3) 17.6 (+2.2) 15.1 (+1.5) 11.7 (+0.3)

北海道 十勝地方 駒場 23.9 (+7.4) 21.1 (+4.8) 17.9 (+2.1) 17.3 (+2.0) 14.8 (+1.3) 11.6 (+0.2)

北海道 十勝地方 芽室 23.7 (+6.8) 21.0 (+4.3) 17.9 (+1.6) 17.4 (+1.7) 15.0 (+1.1) 11.8 (0.0)

北海道 十勝地方 帯広* 24.7 (+7.6) 21.7 (+4.8) 18.6 (+2.2) 18.0 (+2.1) 15.4 (+1.3) 12.4 (+0.3)

北海道 十勝地方 池田 23.4 (+7.3) 20.5 (+4.6) 17.5 (+2.1) 16.9 (+2.1) 14.3 (+1.3) 11.3 (+0.3)

北海道 十勝地方 浦幌 22.8 (+6.9) 20.1 (+4.5) 17.1 (+2.0) 16.5 (+1.9) 13.8 (+1.0) 11.0 (+0.2)

北海道 十勝地方 帯広泉 24.2) (+8.1) 20.7) (+4.7) 17.3) (+1.2) 16.7) (+1.0) 14.3) (+0.8) 11.2) (0.0)

北海道 十勝地方 糠内 22.9 (+6.8) 20.3 (+4.4) 17.5 (+2.1) 16.9 (+2.0) 14.4 (+1.4) 11.3 (+0.4)

北海道 十勝地方 上札内 22.6 (+6.8) 20.1 (+4.5) 16.8 (+1.7) 16.2 (+1.6) 13.6 (+0.8) 10.5 (-0.2)

北海道 十勝地方 更別 23.6 (+7.7) 20.6 (+4.9) 17.2 (+2.0) 16.5 (+1.8) 14.0 (+1.0) 10.9 (-0.1)

北海道 十勝地方 大津 19.6 (+5.4) 17.4 (+3.4) 15.3 (+1.9) 14.8 (+2.0) 12.0 (+1.0) 9.7 (+0.5)

北海道 十勝地方 大樹 22.7 (+7.2) 19.8 (+4.6) 16.8 (+2.1) 16.0 (+1.8) 13.3 (+0.9) 10.5 (0.0)

北海道 十勝地方 広尾* 21.9 (+7.3) 18.9 (+4.6) 16.2 (+2.4) 15.4 (+2.1) 12.7 (+1.0) 10.4 (+0.3)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

北海道 胆振地方 厚真 22.2 (+4.8) 20.6 (+3.5) 17.9 (+1.4) 17.5 (+1.6) 14.9 (+0.9) 11.8 (+0.1)

北海道 胆振地方 穂別 22.5 (+4.6) 21.3 (+3.6) 18.4 (+1.3) 18.2 (+1.7) 15.8 (+1.4) 12.4 (+0.4)

北海道 胆振地方 大滝 21.1 (+4.3) 19.5 (+3.0) 17.2 (+1.3) 17.0 (+1.7) 14.4 (+1.3) 10.6 (0.0)

北海道 胆振地方 森野 21.8 (+5.4) 19.3 (+3.2) 16.8 (+1.2) 16.4 (+1.5) 14.1 (+1.1) 11.0 (+0.3)

北海道 胆振地方 苫小牧* 20.4 (+3.9) 18.5 (+2.2) 16.6 (+0.9) 16.1 (+1.1) 13.5 (+0.6) 10.9 (0.0)

北海道 胆振地方 大岸 21.9 (+4.5) 19.7 (+2.6) 17.8 (+1.3) 17.2 (+1.4) 14.5 (+0.8) 11.6 (+0.2)

北海道 胆振地方 白老 19.9 (+3.5) 18.3 (+2.2) 16.5 (+1.0) 16.0 (+1.2) 13.1 (+0.3) 10.7 (0.0)

北海道 胆振地方 鵡川 21.3 (+4.2) 19.7 (+2.9) 17.2 (+1.0) 16.7 (+1.1) 14.1 (+0.6) 11.2 (-0.1)

北海道 胆振地方 伊達 22.9 (///) 20.5 (///) 18.4 (///) 17.9 (///) 15.3 (///) 12.4 (///)

北海道 胆振地方 登別 22.1 (+5.8) 19.4 (+3.4) 16.8 (+1.4) 16.2 (+1.4) 13.9 (+0.9) 10.9 (-0.1)

北海道 胆振地方 室蘭* 22.2 (+5.5) 19.5 (+3.1) 17.5 (+1.6) 16.9 (+1.6) 14.2 (+0.8) 11.5 (+0.1)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a21
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a21
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a22
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a22
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北海道 日高地方 日高 /// (///) 20.0] (///) 17.1] (///) 17.6) (+1.0) 15.5) (+1.1) 11.5) (-0.3)

北海道 日高地方 日高門別 21.5 (+4.6) 19.8 (+3.2) 17.3 (+1.3) 16.8 (+1.4) 14.1 (+0.7) 11.3 (0.0)

北海道 日高地方 新和 22.6 (+4.7) 21.4 (+3.8) 18.4 (+1.4) 18.2 (+1.8) 15.6 (+1.2) 12.3 (+0.3)

北海道 日高地方 静内 20.8 (+3.7) 19.6 (+2.8) 17.0 (+0.8) 16.6 (+1.0) 13.9 (+0.2) 11.2 (-0.4)

北海道 日高地方 三石 20.7 (+4.1) 19.8 (+3.5) 16.9 (+1.2) 16.6 (+1.5) 13.9 (+0.9) 10.9 (0.0)

北海道 日高地方 中杵臼 21.6 (+4.6) 20.1 (+3.4) 17.3 (+1.2) 17.0 (+1.5) 14.6) (+1.1) 11.3) (0.0)

北海道 日高地方 浦河* 19.3 (+3.4) 18.4 (+2.8) 16.2 (+1.2) 15.7 (+1.3) 13.0 (+0.5) 10.3 (-0.2)

北海道 日高地方 えりも岬 16.5 (+3.1) 15.8 (+2.7) 14.1 (+1.6) 13.5 (+1.6) 10.7 (+0.7) 8.3 (+0.1)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

北海道 渡島地方 長万部 21.2 (+4.1) 18.7 (+1.9) 17.2 (+1.0) 16.6 (+1.1) 13.9 (+0.5) 11.2 (-0.1)

北海道 渡島地方 八雲 22.4 (+5.1) 19.2 (+2.2) 17.5 (+1.1) 16.8 (+1.1) 14.1 (+0.4) 11.4 (-0.3)

北海道 渡島地方 森 22.6 (+5.2) 19.7 (+2.5) 17.8 (+0.8) 17.2 (+0.8) 14.5 (+0.3) 11.7 (-0.4)

北海道 渡島地方 川汲 22.2 (+5.4) 19.0 (+2.5) 17.1 (+1.2) 16.4 (+1.1) 13.8 (+0.4) 11.4 (-0.1)

北海道 渡島地方 北斗 22.3 (+4.2) 20.7 (+2.9) 18.7 (+1.4) 18.4 (+1.8) 15.8 (+1.1) 12.8 (+0.2)

北海道 渡島地方 函館* 22.8 (+4.3) 21.5 (+3.3) 19.2 (+1.6) 18.8 (+1.8) 16.2 (+1.1) 13.3 (+0.2)

北海道 渡島地方 高松 21.3 (+3.5) 20.2 (+2.6) 17.9 (+0.7) 17.6 (+1.0) 14.8 (+0.4) 12.2 (-0.1)

北海道 渡島地方 木古内 21.8 (+4.3) 20.1 (+2.9) 18.0 (+1.4) 17.4 (+1.5) 14.8 (+0.7) 12.2 (+0.1)

北海道 渡島地方 松前 21.5 (+2.5) 21.7 (+3.0) 19.6 (+1.5) 19.4 (+1.9) 16.8 (+1.3) 13.7 (+0.2)

北海道 渡島地方 熊石 20.8 (+2.0) 21.4 (+2.9) 19.4 (+1.6) 19.0 (+1.8) 16.0 (+0.9) 13.0 (0.0)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

北海道 檜山地方 せたな 21.8 (+3.9) 20.4 (+2.8) 18.7 (+1.8) 18.1 (+1.9) 15.1 (+0.9) 12.3 (+0.2)

北海道 檜山地方 今金 21.8 (+3.8) 20.3 (+2.5) 18.6 (+1.4) 18.1 (+1.6) 15.4 (+1.0) 12.2 (0.0)

北海道 檜山地方 奥尻 21.1 (+2.3) 21.3 (+2.7) 19.4 (+1.4) 19.0 (+1.7) 15.9 (+0.8) 13.0 (0.0)

北海道 檜山地方 米岡 20.3 (+1.9) 20.7 (+2.4) 19.0 (+1.2) 18.8 (+1.5) 15.7 (+0.8) 12.8 (+0.1)

北海道 檜山地方 鶉 21.3 (+2.9) 20.9 (+2.8) 18.9 (+1.4) 18.8 (+1.9) 16.0 (+1.2) 12.7 (+0.2)

北海道 檜山地方 江差* 21.7 (+2.7) 21.8 (+3.1) 19.9 (+1.8) 19.6 (+2.2) 16.5 (+1.2) 13.6 (+0.3)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温 (平年差) 平均気温 (平年差) 平均気温 (平年差) 平均気温 (平年差) 平均気温 (平年差) 平均気温 (平年差)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a23
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a23
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a24
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a24
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a31
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a31
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(℃) (℃) (℃) (℃) (℃) (℃) (℃) (℃) (℃) (℃) (℃) (℃)

青森県 大間 21.4 (+4.0) 19.5 (+2.4) 17.6 (+1.1) 17.0 (+1.1) 14.6 (+0.5) 12.3 (-0.1)

青森県 むつ* 23.0 (+4.8) 21.3 (+3.4) 18.9 (+1.5) 18.4 (+1.6) 15.8 (+0.7) 13.1 (0.0)

青森県 小田野沢 22.6 (+5.8) 19.7 (+3.2) 17.6 (+1.7) 17.0 (+1.7) 14.3 (+0.6) 12.1 (+0.1)

青森県 今別 22.6 (+4.1) 20.8 (+2.6) 18.8 (+1.2) 18.3 (+1.4) 15.8 (+0.7) 13.1 (-0.1)

青森県 脇野沢 22.7 (+4.5) 21.1 (+3.2) 18.8 (+1.4) 18.3 (+1.5) 15.6 (+0.7) 12.8 (-0.1)

青森県 市浦 22.4 (+3.3) 22.1 (+3.3) 20.0 (+1.8) 19.8 (+2.2) 17.0 (+1.3) 13.8 (+0.2)

青森県 蟹田 22.9 (+4.5) 21.3 (+3.2) 19.2 (+1.7) 18.7 (+1.8) 15.9 (+0.9) 13.0 (0.0)

青森県 五所川原 23.8 (+3.7) 23.3 (+3.4) 21.1 (+1.8) 20.8 (+2.1) 18.2 (+1.3) 14.9 (+0.2)

青森県 青森* 24.1 (+4.3) 22.3 (+2.8) 20.4 (+1.4) 20.0 (+1.6) 17.4 (+0.9) 14.5 (+0.1)

青森県 野辺地 22.1 (///) 20.9 (///) 18.6 (///) 18.0 (///) 15.4 (///) 12.7 (///)

青森県 六ケ所 22.6 (+5.3) 20.6 (+3.5) 18.1 (+1.4) 17.5 (+1.4) 15.1 (+0.5) 12.4 (-0.3)

青森県 鰺ケ沢 23.5 (+4.0) 22.6 (+3.4) 20.3 (+1.7) 19.9 (+2.0) 17.2 (+1.2) 14.2 (+0.2)

青森県 青森大谷 23.1 (+4.4) 21.5 (+3.0) 19.2 (+0.8) 18.7 (+0.9) 16.1) (+0.6) 12.8) (-0.4)

青森県 深浦* 22.3 (+2.3) 22.4 (+2.7) 20.5 (+1.3) 20.2 (+1.6) 17.5 (+0.9) 14.3 (-0.2)

青森県 弘前 24.3 (+3.9) 23.4 (+3.3) 21.2 (+1.6) 20.8 (+1.8) 18.3 (+1.2) 14.9 (-0.1)

青森県 黒石 24.1 (+4.1) 23.1 (+3.4) 20.8 (+1.6) 20.4 (+1.8) 17.9 (+1.1) 14.6 (-0.1)

青森県 酸ケ湯 19.3) (+3.2) 18.7) (+2.9) 16.2) (+1.0) 16.2) (+1.6) 13.6) (+1.1) 9.7) (-0.4)

青森県 三沢 24.1 (+5.8) 21.8 (+3.8) 18.9 (+1.4) 18.2 (+1.2) 15.8 (+0.4) 13.2 (-0.4)

青森県 十和田 24.5 (+5.7) 22.6 (+4.1) 19.5 (+1.5) 18.9 (+1.5) 16.5 (+0.7) 13.5 (-0.3)

青森県 八戸* 24.6 (+5.9) 22.3 (+3.9) 19.4 (+1.5) 18.8 (+1.5) 16.3 (+0.6) 13.6 (-0.3)

青森県 碇ケ関 23.1 (+2.9) 22.3 (+2.4) 20.3 (+0.9) 20.0 (+1.2) 17.6 (+0.8) 14.0 (-0.5)

青森県 休屋 21.8 (+3.9) 20.6 (+3.0) 18.6) (+1.6) 18.5) (+2.1) 15.8) (+1.4) 12.2) (+0.1)

青森県 三戸 24.7 (+4.6) 23.4 (+3.6) 20.4 (+1.1) 20.1 (+1.3) 17.7 (+0.7) 14.4 (-0.5)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

秋田県 八森 22.5 (+1.8) 22.7 (+2.3) 21.3 (+1.4) 21.0 (+1.7) 18.3 (+1.0) 15.1 (0.0)

秋田県 能代 23.3 (+2.2) 23.2 (+2.4) 21.8 (+1.5) 21.8 (+2.1) 19.1 (+1.5) 15.7 (+0.3)

秋田県 鷹巣 23.4 (+2.5) 22.8 (+2.1) 21.6 (+1.4) 21.8 (+2.2) 19.3 (+1.8) 15.5 (+0.4)

秋田県 大館 23.8 (+3.0) 23.0 (+2.5) 21.6 (+1.6) 21.8 (+2.3) 19.3 (+1.9) 15.6 (+0.5)

秋田県 鹿角 23.2 (+2.8) 22.3 (+2.1) 20.6 (+0.9) 20.8 (+1.7) 18.5 (+1.4) 14.7 (0.0)

秋田県 脇神 22.8 (+2.0) 22.1 (+1.5) 20.7 (+0.4) 20.9 (+1.2) 18.2 (+0.8) 14.6 (-0.3)

秋田県 湯瀬 23.2 (+3.4) 22.0 (+2.4) 20.3 (+1.3) 20.5 (+2.0) 18.2 (+1.8) 14.5 (+0.4)

秋田県 八幡平 21.3 (+3.6) 20.2 (+2.8) 18.1 (+1.3) 18.1 (+1.8) 15.8 (+1.5) 12.1 (+0.1)

秋田県 男鹿 22.9 (+2.1) 22.8 (+2.3) 21.2 (+1.3) 21.1 (+1.8) 18.4 (+1.2) 15.1 (+0.1)

秋田県 大潟 23.8 (+3.0) 23.7 (+3.2) 22.1 (+2.1) 22.0 (+2.6) 19.2 (+1.9) 15.8 (+0.7)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a32
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a32
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秋田県 五城目 23.3 (+2.2) 23.5 (+2.7) 22.1 (+1.8) 22.2 (+2.4) 19.5 (+1.8) 15.9 (+0.5)

秋田県 阿仁合 23.3 (+2.6) 22.5 (+2.0) 20.9 (+1.0) 21.0 (+1.7) 18.4 (+1.2) 14.7 (-0.1)

秋田県 秋田* 23.7 (+2.1) 23.7 (+2.3) 22.7 (+1.8) 22.8 (+2.5) 20.1 (+1.9) 16.5 (+0.5)

秋田県 岩見三内 23.0 (+2.0) 22.8 (+2.0) 21.6 (+1.3) 21.7 (+2.0) 19.0 (+1.4) 15.3 (+0.1)

秋田県 雄和 23.0) (///) 22.6) (///) 21.4) (///) 21.5) (///) 19.0) (///) 15.3) (///)

秋田県 角館 23.2 (+1.7) 23.0 (+1.7) 22.1 (+1.3) 22.1 (+1.8) 19.7 (+1.5) 15.9 (+0.1)

秋田県 田沢湖 22.3 (+2.0) 22.1 (+2.1) 20.8 (+1.3) 20.9 (+1.9) 18.6 (+1.7) 14.7 (+0.2)

秋田県 大正寺 23.4 (+2.5) 22.8 (+2.2) 21.5 (+1.4) 21.6 (+2.0) 19.0 (+1.6) 15.3 (+0.2)

秋田県 大曲 23.8 (+2.3) 23.7 (+2.4) 22.5 (+1.7) 22.6 (+2.3) 20.1 (+1.9) 16.2 (+0.4)

秋田県 本荘 24.2 (+2.8) 23.8 (+2.7) 22.4 (+1.8) 22.5 (+2.5) 19.8 (+1.8) 16.3 (+0.5)

秋田県 東由利 24.3 (+3.1) 23.6 (+2.7) 22.1 (+1.7) 22.1 (+2.2) 19.5 (+1.8) 15.7 (+0.3)

秋田県 横手 23.7 (+1.9) 23.5 (+2.0) 22.4 (+1.4) 22.5 (+2.1) 20.1 (+1.8) 16.3 (+0.3)

秋田県 象潟 25.6 (+4.1) 25.3 (+4.1) 23.6 (+2.9) 23.3 (+3.2) 20.4 (+2.2) 17.3 (+1.2)

秋田県 矢島 24.3 (+2.5) 23.5 (+2.0) 21.9 (+1.0) 22.0 (+1.6) 19.5 (+1.1) 15.9 (-0.2)

秋田県 湯沢 23.8 (+2.4) 23.2 (+2.1) 21.9 (+1.3) 22.0 (+1.9) 19.7 (+1.6) 15.9 (+0.2)

秋田県 湯の岱 22.0 (+2.1) 21.2 (+1.6) 19.9 (+0.9) 20.0 (+1.5) 17.8 (+1.3) 14.0 (-0.2)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

岩手県 種市 23.0 (+5.5) 21.1 (+3.9) 18.2 (+1.6) 17.6 (+1.6) 14.9 (+0.5) 12.4 (-0.3)

岩手県 軽米 24.5 (+5.5) 23.3 (+4.6) 20.3 (+2.2) 20.0 (+2.4) 17.5 (+1.7) 14.2 (+0.4)

岩手県 二戸 24.0 (+4.0) 23.2 (+3.5) 20.5 (+1.4) 20.4 (+1.8) 17.9 (+1.1) 14.5 (-0.2)

岩手県 山形 24.9 (+6.5) 22.9 (+4.9) 19.7 (+2.3) 19.4 (+2.5) 17.0 (+1.9) 13.9 (+0.7)

岩手県 久慈 23.4 (+5.3) 21.7 (+3.9) 19.1 (+1.9) 18.5 (+1.9) 15.9 (+0.9) 13.4) (+0.2)

岩手県 荒屋 23.5 (+4.2) 22.2 (+3.2) 19.9 (+1.5) 20.0 (+2.1) 17.6 (+1.6) 14.1 (+0.3)

岩手県 奥中山 21.9 (+3.7) 20.6 (+2.6) 18.5 (+1.1) 18.7 (+1.8) 16.4 (+1.4) 12.9 (+0.1)

岩手県 葛巻 23.2 (+4.0) 22.0 (+3.1) 19.4 (+1.1) 19.5 (+1.8) 17.3 (+1.5) 13.8 (+0.2)

岩手県 普代 22.9 (+4.6) 21.6 (+3.7) 18.9 (+1.6) 18.5 (+1.7) 15.7 (+0.7) 13.2 (-0.1)

岩手県 岩手松尾 23.6 (+3.6) 22.2 (+2.5) 20.3 (+1.1) 20.5 (+1.8) 18.3 (+1.6) 14.8 (+0.3)

岩手県 好摩 24.0 (+3.9) 22.7 (+2.9) 21.0 (+1.7) 21.1 (+2.3) 18.9 (+2.0) 15.3 (+0.6)

岩手県 岩泉 24.2 (+4.7) 23.0 (+3.8) 20.2 (+1.6) 20.0 (+1.9) 17.6 (+1.2) 14.7 (+0.1)

岩手県 小本 22.7 (+4.4) 21.1 (+3.1) 18.8 (+1.4) 18.3 (+1.5) 15.7 (+0.6) 13.3 (-0.1)

岩手県 薮川 20.3 (+3.0) 19.4 (+2.4) 17.4 (+1.1) 17.6 (+1.9) 15.2 (+1.6) 11.6 (+0.3)

岩手県 雫石 23.2 (+3.0) 21.9 (+2.0) 20.4 (+1.0) 20.5 (+1.6) 18.3 (+1.4) 14.8 (+0.2)

岩手県 盛岡* 24.1 (+3.5) 22.9 (+2.5) 21.4 (+1.6) 21.5 (+2.1) 19.4 (+2.0) 15.7 (+0.5)

岩手県 区界 20.1 (+2.3) 19.2 (+1.6) 17.2 (+0.3) 17.3 (+1.1) 15.1 (+1.1) 11.6 (-0.1)

岩手県 宮古* 23.3 (+4.7) 22.3 (+4.1) 19.5 (+1.8) 18.9 (+1.8) 16.0 (+0.4) 13.6 (-0.3)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a33
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a33
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岩手県 紫波 24.0 (+3.8) 22.7 (+2.7) 21.3 (+1.8) 21.3 (+2.3) 19.3 (+2.2) 15.6 (+0.7)

岩手県 川井 24.8 (+4.9) 23.4 (+3.8) 20.6 (+1.6) 20.7 (+2.2) 18.3 (+1.6) 15.1 (+0.4)

岩手県 沢内 22.3 (+2.9) 21.3 (+2.1) 19.7 (+1.1) 19.7 (+1.6) 17.3 (+1.4) 13.4 (-0.1)

岩手県 花巻 24.1 (///) 22.9 (///) 21.5 (///) 21.5 (///) 19.4 (///) 15.8 (///)

岩手県 大迫 23.8 (+3.2) 22.7 (+2.4) 21.3 (+1.6) 21.3 (+2.1) 19.2 (+1.9) 15.5 (+0.5)

岩手県 山田 24.3 (+5.4) 22.3 (+3.7) 19.8 (+1.8) 19.3 (+1.8) 16.6 (+0.9) 14.1 (+0.3)

岩手県 湯田 22.4 (+2.7) 21.4 (+2.0) 19.9 (+1.1) 19.7) (+1.4) 17.0) (+0.8) 13.0) (-0.8)

岩手県 遠野 23.6 (+3.4) 22.1 (+2.2) 20.1 (+0.8) 20.2 (+1.5) 18.1 (+1.4) 14.6 (+0.1)

岩手県 小鎚 25.3 (///) 23.0 (///) 20.3 (///) 19.9 (///) 17.2 (///) 14.6 (///)

岩手県 北上 24.8 (+3.8) 23.2 (+2.5) 21.8 (+1.6) 21.8 (+2.1) 19.6 (+1.7) 16.2 (+0.5)

岩手県 釜石 25.2 (+5.6) 23.5 (+4.3) 21.0 (+2.3) 20.5 (+2.4) 17.7 (+1.1) 15.0 (+0.2)

岩手県 若柳 24.2 (+3.6) 22.6 (+2.3) 21.1 (+1.3) 21.0 (+1.7) 18.8 (+1.3) 15.5 (+0.2)

岩手県 江刺 24.9 (+3.9) 23.4 (+2.7) 22.0 (+1.8) 21.9 (+2.2) 19.7 (+1.8) 16.3 (+0.6)

岩手県 住田 24.7 (+4.7) 22.5 (+2.8) 20.4 (+1.3) 20.2 (+1.6) 17.7 (+1.0) 14.7 (0.0)

岩手県 陸前高田 25.5 (///) 22.7 (///) 20.3 (///) 19.8 (///) 16.9) (///) 14.3) (///)

岩手県 大船渡* 25.7 (+5.8) 22.7 (+3.1) 20.3 (+1.3) 19.8 (+1.3) 17.1 (+0.4) 14.6 (-0.2)

岩手県 一関 25.2 (+4.1) 23.2 (+2.4) 21.6 (+1.3) 21.3 (+1.5) 19.2 (+1.2) 16.1 (+0.2)

岩手県 千厩 24.3 (+3.9) 22.5 (+2.4) 20.6 (+1.1) 20.5 (+1.5) 18.1 (+1.0) 15.0 (0.0)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

宮城県 駒ノ湯 22.8 (+4.8) 20.4 (+2.7) 18.3 (+1.2) 18.1 (+1.5) 16.0 (+1.2) 12.8 (0.0)

宮城県 気仙沼 25.3 (+5.7) 22.4 (+3.1) 20.0 (+1.3) 19.5 (+1.3) 16.6 (+0.2) 14.1 (-0.4)

宮城県 川渡 24.3 (+4.4) 22.1 (+2.5) 20.3 (+1.3) 20.0 (+1.5) 17.8 (+1.0) 14.7 (0.0)

宮城県 築館 25.2 (+4.5) 22.9 (+2.5) 21.1 (+1.3) 20.9 (+1.6) 18.6 (+1.0) 15.5 (0.0)

宮城県 米山 25.1 (+4.4) 23.2 (+2.8) 21.4 (+1.6) 21.1 (+1.8) 18.7 (+1.1) 15.8 (+0.3)

宮城県 志津川 26.2 (+6.8) 23.2 (+4.2) 20.5 (+2.0) 19.9 (+2.0) 17.1 (+0.9) 14.6 (+0.2)

宮城県 古川 24.4 (+3.6) 22.4 (+1.9) 20.8 (+0.8) 20.6 (+1.1) 18.4 (+0.6) 15.4 (-0.3)

宮城県 桃生 25.3 (///) 23.2 (///) 21.3 (///) 21.0 (///) 18.5 (///) 15.6 (///)

宮城県 大衡 24.8 (+4.3) 22.6 (+2.4) 21.0 (+1.4) 20.6 (+1.5) 18.4 (+1.0) 15.4 (0.0)

宮城県 鹿島台 25.0 (+4.5) 22.7 (+2.5) 21.0 (+1.4) 20.6 (+1.5) 18.1) (+0.7) 15.2) (-0.1)

宮城県 東松島 25.3 (///) 23.0 (///) 21.3 (///) 20.7 (///) 18.2 (///) 15.4 (///)

宮城県 石巻* 24.8 (+4.6) 22.4 (+2.5) 20.7 (+1.4) 20.2 (+1.4) 17.7 (+0.6) 15.0 (-0.1)

宮城県 女川 24.8 (///) 22.5 (///) 20.1 (///) 19.5 (///) 16.8 (///) 14.2 (///)

宮城県 新川 23.3 (+3.8) 21.4 (+2.2) 19.5 (+0.9) 19.3 (+1.2) 17.3 (+1.0) 14.4 (+0.1)

宮城県 塩釜 25.8 (+5.7) 23.0 (+3.3) 20.9 (+1.8) 20.4 (+1.8) 17.8 (+0.9) 15.1 (+0.1)

宮城県 江ノ島 24.4 (+5.7) 21.7 (+3.3) 19.6 (+1.8) 18.7 (+1.5) 16.6) (+1.0) 14.0) (+0.1)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a34
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a34
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宮城県 仙台* 26.7 (+5.7) 23.9 (+3.3) 21.8 (+1.8) 21.2 (+1.7) 18.7 (+0.8) 16.2 (+0.2)

宮城県 名取 25.9 (+4.7) 23.1 (+2.1) 21.2 (+0.5) 20.6 (+0.5) 17.9 (0.0) 15.5 (-0.3)

宮城県 白石 25.7 (+4.8) 23.4 (+2.8) 21.1 (+1.1) 20.7 (+1.2) 18.7 (+0.8) 15.9 (-0.1)

宮城県 蔵王 25.1 (///) 23.0 (///) 20.9 (///) 20.6 (///) 18.3 (///) 15.5 (///)

宮城県 亘理 26.3 (+5.5) 23.3 (+2.8) 21.0 (+1.2) 20.4 (+1.1) 17.8 (+0.2) 15.4 (-0.4)

宮城県 丸森 26.5 (+5.5) 24.1 (+3.4) 21.8 (+1.7) 21.3 (+1.7) 19.1 (+1.1) 16.4 (+0.4)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

山形県 飛島 23.0 (+2.3) 23.0 (+2.6) 21.9 (+2.0) 21.8 (+2.5) 19.0 (+1.7) 15.7 (+0.5)

山形県 酒田* 24.7 (+2.7) 24.4 (+2.7) 23.1 (+1.9) 23.2 (+2.5) 20.6 (+1.8) 17.1 (+0.5)

山形県 差首鍋 23.2 (+2.6) 22.2 (+1.9) 21.2 (+1.4) 21.1 (+1.9) 18.7 (+1.6) 14.7 (+0.1)

山形県 浜中 24.8 (+3.0) 24.1 (+2.5) 22.6 (+1.2) 22.5 (///) 19.7 (///) 16.3 (///)

山形県 金山 23.1 (+2.5) 22.3 (+2.0) 21.2 (+1.4) 21.2 (+1.9) 18.9 (+1.6) 14.9 (0.0)

山形県 鶴岡 25.7 (+3.7) 24.9 (+3.2) 23.3 (+2.1) 23.3 (+2.6) 20.8 (+2.0) 17.3 (+0.6)

山形県 狩川 23.8 (+2.3) 23.5 (+2.3) 22.3 (+1.6) 22.3 (+2.1) 19.8 (+1.5) 16.3 (+0.2)

山形県 新庄* 24.0 (+2.7) 23.2 (+2.2) 22.0 (+1.5) 22.0 (+2.0) 19.7 (+1.7) 16.0 (+0.4)

山形県 向町 23.7 (+3.3) 22.3 (+2.2) 20.7 (+1.2) 20.6 (+1.6) 18.3 (+1.3) 14.7 (0.0)

山形県 肘折 22.4 (+3.0) 21.0 (+1.9) 19.6 (+1.1) 19.5 (+1.6) 16.7 (+1.0) 13.1 (0.0)

山形県 尾花沢 23.6 (+2.7) 22.6 (+2.0) 21.3 (+1.2) 21.3 (+1.7) 19.0 (+1.3) 15.4 (0.0)

山形県 鼠ケ関 25.6 (+4.2) 24.9 (+3.8) 23.1 (+2.6) 22.9 (+3.0) 20.2 (+2.3) 17.0 (+1.2)

山形県 村山 24.3 (+2.3) 23.3 (+1.4) 22.0 (+0.5) 22.1 (+1.1) 19.8 (+1.1) 16.2 (-0.1)

山形県 東根 24.8 (+2.7) 23.6 (+1.6) 22.3 (+0.5) 22.3 (+1.0) 20.0 (+1.2) 16.4 (0.0)

山形県 大井沢 22.2 (+2.7) 20.8 (+1.7) 19.3 (+0.8) 19.3 (+1.4) 16.6 (+0.8) 12.8 (-0.3)

山形県 左沢 23.4 (+2.2) 22.3 (+1.4) 21.2 (+0.8) 21.2 (+1.3) 19.0 (+1.1) 15.4 (-0.2)

山形県 山形* 25.9 (+3.7) 24.3 (+2.4) 22.9 (+1.6) 22.8 (+2.0) 20.8 (+1.8) 17.3 (+0.5)

山形県 長井 24.9 (+3.6) 23.3 (+2.3) 22.0 (+1.6) 22.1 (+2.2) 20.0 (+2.0) 16.3 (+0.6)

山形県 小国 24.2 (+2.7) 23.0 (+1.8) 21.5 (+0.9) 21.6 (+1.6) 19.0 (+1.1) 15.3 (-0.1)

山形県 高畠 24.3 (+2.8) 23.4 (+2.2) 22.2 (+1.6) 22.3 (+2.2) 20.2 (+2.0) 16.5 (+0.6)

山形県 高峰 23.9 (+3.2) 22.5 (+2.1) 21.2 (+1.4) 21.3 (+2.1) 19.1 (+1.9) 15.3 (+0.4)

山形県 米沢 24.4 (+2.4) 23.2 (+1.6) 22.0 (+1.0) 22.1 (+1.5) 20.1 (+1.4) 16.4 (0.0)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a35
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a35
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a36
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a36
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福島県 茂庭 23.8 (+2.6) 22.5 (+1.5) 20.8 (+0.4) 20.8 (+1.0) 18.9 (+1.1) 15.8 (+0.2)

福島県 梁川 26.1 (+4.2) 24.6 (+3.0) 22.7 (+1.7) 22.4 (+1.9) 20.4 (+1.5) 17.3 (+0.4)

福島県 新地 26.6 (///) 23.7 (///) 21.4 (///) 20.7 (///) 18.0 (///) 15.7 (///)

福島県 桧原 21.0 (+2.8) 19.8 (+1.9) 18.1 (+0.9) 18.4 (+1.7) 16.2 (+1.6) 12.5 (+0.2)

福島県 福島* 26.8 (+4.3) 25.2 (+3.0) 23.3 (+1.8) 23.0 (+1.9) 21.2 (+1.7) 18.2 (+0.7)

福島県 相馬 26.6 (+5.7) 24.0 (+3.5) 21.6 (+1.7) 20.9 (+1.5) 18.4 (+0.7) 15.9 (0.0)

福島県 喜多方 24.7 (+2.6) 23.6 (+1.8) 22.6 (+1.4) 22.8 (+2.0) 20.7 (+1.9) 16.9 (+0.4)

福島県 鷲倉 18.9 (+2.9) 17.7 (+2.1) 15.9 (+1.0) 16.0 (+1.6) 14.3 (+1.8) 10.7 (+0.4)

福島県 飯舘 23.9 (+4.1) 22.2 (+2.7) 19.9 (+1.1) 19.7 (+1.5) 17.8 (+1.3) 14.7 (+0.2)

福島県 西会津 24.3 (+2.6) 23.3 (+1.9) 22.2 (+1.4) 22.3 (+2.0) 20.1 (+1.8) 16.3 (+0.3)

福島県 猪苗代 23.4 (+3.2) 22.1 (+2.2) 20.6 (+1.3) 20.7 (+1.9) 18.6 (+1.8) 15.1 (+0.5)

福島県 二本松 26.4 (+4.8) 24.4 (+3.1) 22.3 (+1.7) 22.1 (+2.0) 20.3 (+1.8) 17.2 (+0.7)

福島県 金山 23.3 (///) 22.1 (///) 20.9 (///) 21.0 (///) 18.8 (///) 15.0 (///)

福島県 若松* 25.4 (+2.9) 24.3 (+2.1) 23.2 (+1.6) 23.4 (+2.3) 21.3 (+2.1) 17.5 (+0.6)

福島県 船引 24.8 (+4.4) 22.8 (+2.7) 20.9 (+1.5) 20.8 (+1.9) 18.9 (+1.8) 15.8 (+0.6)

福島県 浪江 26.5 (+5.7) 23.9 (+3.4) 21.4 (+1.6) 20.9 (+1.6) 18.4 (+0.8) 15.9) (0.0)

福島県 只見 23.6 (+2.6) 22.4 (+1.7) 21.1 (+1.1) 21.1 (+1.7) 18.7) (+1.5) 14.7) (+0.1)

福島県 郡山 25.6 (+3.7) 23.9 (+2.4) 22.2 (+1.3) 22.2 (+1.8) 20.3 (+1.6) 17.1 (+0.4)

福島県 川内 24.8 (+4.7) 22.5 (+2.8) 20.0 (+1.0) 20.0 (+1.6) 18.1 (+1.5) 15.2 (+0.6)

福島県 南郷 23.0 (+2.4) 21.9 (+1.6) 20.5 (+0.8) 20.7 (+1.6) 18.6) (+1.5) 14.7) (+0.1)

福島県 湯本 22.2 (+2.8) 20.6 (+1.4) 19.0 (+0.5) 19.0 (+1.1) 16.9 (+1.1) 13.8 (+0.1)

福島県 玉川 24.9 (+3.3) 22.9 (+1.4) 21.2 (-0.1) 21.0) (+0.3) 19.2) (+0.8) 16.2) (0.0)

福島県 小野新町 24.7 (+4.1) 22.6 (+2.4) 20.8 (+1.3) 20.7 (+1.7) 18.7 (+1.6) 15.6 (+0.6)

福島県 広野 25.6 (+5.0) 23.4 (+3.1) 21.2 (+1.6) 20.5 (+1.5) 18.1 (+0.8) 15.8 (+0.2)

福島県 田島 23.0 (+2.7) 21.5 (+1.5) 20.1 (+0.8) 20.2 (+1.5) 18.1 (+1.4) 14.6 (+0.1)

福島県 白河* 25.6 (+4.4) 23.5 (+2.6) 21.7 (+1.5) 21.5 (+1.8) 19.7 (+1.7) 16.7 (+0.7)

福島県 石川 25.7 (+4.2) 23.8 (+2.7) 21.9 (+1.5) 21.8 (+1.9) 20.0 (+1.9) 16.8 (+0.7)

福島県 桧枝岐 21.2 (+2.7) 19.5 (+1.3) 17.7 (+0.2) 17.8 (+0.9) 16.0 (+1.1) 12.8) (+0.2)

福島県 古殿 24.4 (///) 22.1 (///) 20.2 (///) 20.0 (///) 18.2 (///) 15.1 (///)

福島県 東白川 25.9 (+4.3) 23.8 (+2.6) 22.0 (+1.4) 22.0 (+2.0) 20.1 (+1.9) 16.9 (+0.7)

福島県 山田 25.8 (///) 23.4 (///) 21.4 (///) 21.2 (///) 19.0 (///) 16.5 (///)

福島県 小名浜* 22.6 (+1.6) 21.5 (+0.8) 20.7 (+0.6) 20.5 (+1.0) 18.2 (+0.3) 16.1 (-0.1)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

茨城県 北茨城 23.0 (+2.4) 21.7 (+1.4) 20.3 (+0.7) 20.1 (+1.1) 17.8 (+0.4) 15.6 (-0.2)

茨城県 大子 26.7 (+4.3) 24.4 (+2.4) 22.6 (+1.3) 22.5 (+1.8) 20.5 (+1.6) 17.3 (+0.4)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a40
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a40
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茨城県 高萩 24.0 (///) 22.6 (///) 21.1) (///) 20.6) (///) 18.3) (///) 16.2) (///)

茨城県 常陸大宮 26.3 (+4.3) 24.0 (+2.3) 21.9 (+0.9) 21.7 (+1.3) 19.6 (+0.9) 16.7 (-0.1)

茨城県 日立 25.9 (+4.2) 23.9 (+2.5) 21.9 (+1.2) 21.5 (+1.4) 19.2 (+0.7) 17.0 (+0.1)

茨城県 笠間 28.2 (+5.6) 25.9 (+3.7) 23.5 (+2.0) 23.1 (+2.1) 21.1 (+1.8) 18.3 (+0.8)

茨城県 水戸* 27.2 (+4.8) 25.3 (+3.3) 22.9 (+1.6) 22.4 (+1.6) 20.3 (+1.1) 17.7 (+0.3)

茨城県 古河 28.6 (+4.7) 26.3 (+2.8) 24.2 (+1.3) 23.9 (+1.6) 22.1 (+1.4) 19.5 (+0.6)

茨城県 下館 28.1 (+4.2) 25.8 (+2.3) 23.5 (+0.4) 23.2 (+0.7) 21.4 (+1.0) 18.6 (+0.1)

茨城県 下妻 28.2 (+5.1) 25.7 (+2.9) 23.5 (+1.4) 23.2 (+1.6) 21.4 (+1.4) 18.8 (+0.6)

茨城県 鉾田 26.7 (+4.7) 24.8 (+3.2) 22.2 (+1.3) 21.6 (+1.3) 19.6 (+0.9) 17.2 (+0.2)

茨城県 つくば(館野)* 27.8 (+4.9) 25.6 (+3.1) 23.3 (+1.5) 22.9 (+1.7) 21.0 (+1.4) 18.5 (+0.6)

茨城県 土浦 28.2 (+5.1) 25.9 (+3.2) 23.4 (+1.4) 23.0 (+1.5) 21.1 (+1.2) 18.7 (+0.5)

茨城県 鹿嶋 27.1 (+4.8) 25.1 (+3.2) 22.6 (+1.4) 22.0 (+1.3) 20.1 (+0.9) 18.0 (+0.4)

茨城県 龍ケ崎 27.6 (+4.5) 25.4 (+2.7) 23.2 (+1.2) 22.7 (+1.2) 21.0 (+1.0) 18.6 (+0.4)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

栃木県 那須 22.8 (+4.0) 20.5 (+2.0) 18.7 (+0.9) 18.7 (+1.5) 16.9) (+1.4) 13.8) (+0.2)

栃木県 五十里 23.5 (+3.8) 21.3 (+2.0) 19.7 (+1.0) 19.7 (+1.6) 17.9 (+1.7) 14.8 (+0.5)

栃木県 黒磯 25.7 (+4.4) 23.3 (+2.3) 21.4 (+1.1) 21.3 (+1.5) 19.4 (+1.4) 16.4 (+0.3)

栃木県 土呂部 21.6 (+3.6) 19.3 (+1.6) 17.7 (+0.7) 17.8 (+1.4) 15.8 (+1.4) 12.8 (+0.4)

栃木県 大田原 26.3 (+4.4) 24.2 (+2.6) 22.3 (+1.4) 22.3 (+1.9) 20.5 (+1.7) 17.6 (+0.6)

栃木県 奥日光(日光)* 21.1 (+4.2) 18.7 (+2.1) 16.3 (+0.5) 16.2 (+1.1) 14.3 (+1.2) 11.5 (+0.4)

栃木県 今市 25.3 (+4.4) 23.0 (+2.4) 21.0 (+1.1) 21.0 (+1.6) 19.2 (+1.5) 16.4 (+0.5)

栃木県 塩谷 26.1 (+4.2) 24.0 (+2.4) 22.0 (+1.0) 22.0 (+1.6) 20.1 (+1.3) 17.2 (+0.4)

栃木県 那須烏山 27.1 (///) 24.9 (///) 22.8 (///) 22.7 (///) 20.6 (///) 17.7 (///)

栃木県 鹿沼 26.6 (+4.3) 24.7 (+2.7) 22.7 (+1.4) 22.6 (+1.8) 20.8 (+1.7) 17.8 (+0.6)

栃木県 宇都宮* 27.8 (+4.6) 25.6 (+2.8) 23.5 (+1.3) 23.3 (+1.6) 21.5 (+1.5) 18.8 (+0.6)

栃木県 真岡 27.7 (+5.0) 25.5 (+3.1) 23.4 (+1.7) 23.2 (+2.1) 21.3 (+1.8) 18.4 (+0.8)

栃木県 佐野 28.9 (+5.3) 26.4 (+3.2) 24.3 (+1.7) 24.0 (+2.0) 22.3 (+2.1) 19.4 (+1.1)

栃木県 小山 28.6 (+5.2) 26.3 (+3.3) 24.1 (+1.7) 23.8 (+1.9) 22.0 (+1.8) 19.3 (+0.9)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

群馬県 藤原 22.2 (+2.7) 20.6 (+1.5) 19.1 (+0.6) 19.0 (+1.1) 17.0 (+1.1) 13.6 (+0.1)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a41
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a41
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a42
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a42
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群馬県 みなかみ 23.3 (+2.7) 21.5 (+1.2) 20.0 (+0.4) 20.0 (+1.0) 18.2 (+1.1) 15.0 (+0.1)

群馬県 草津 21.9 (+4.2) 19.1 (+1.8) 17.1 (+0.5) 17.0 (+1.0) 15.5 (+1.4) 12.4 (+0.2)

群馬県 沼田 26.4 (+4.3) 24.1 (+2.4) 22.4 (+1.4) 22.3 (+1.8) 20.6 (+2.0) 17.4 (+0.9)

群馬県 中之条 26.2 (+3.9) 23.7 (+1.8) 22.0 (+0.8) 21.9 (+1.2) 20.2 (+1.4) 17.0 (+0.3)

群馬県 田代 22.0 (+4.1) 19.2 (+1.7) 17.0 (+0.3) 16.9 (+0.8) 15.1 (+1.0) 12.1 (0.0)

群馬県 前橋* 28.9 (+4.8) 26.4 (+2.6) 24.4 (+1.3) 24.1 (+1.5) 22.7 (+1.8) 19.8 (+0.8)

群馬県 桐生 28.1 (+4.5) 25.8 (+2.5) 23.8 (+1.2) 23.6 (+1.5) 22.0 (+1.5) 19.3 (+0.7)

群馬県 上里見 27.4 (+4.1) 24.8 (+1.8) 23.1 (+0.8) 23.0 (+1.3) 21.6 (+1.6) 18.7 (+0.5)

群馬県 伊勢崎 29.1 (+3.7) 26.6 (+1.5) 24.7 (+0.2) 24.3 (+0.5) 22.9 (+1.0) 20.0 (+0.2)

群馬県 西野牧 26.0 (+4.2) 23.2 (+1.7) 21.5 (+0.7) 21.4 (+1.2) 20.0 (+1.5) 17.1 (+0.5)

群馬県 館林 29.4 (+5.0) 27.1 (+3.1) 25.0 (+1.7) 24.6 (+1.8) 23.0 (+1.8) 20.2 (+0.9)

群馬県 神流 24.9 (+3.0) 22.6 (+1.0) 20.9 (0.0) 20.8 (+0.5) 19.5 (+0.9) 16.7 (0.0)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

埼玉県 寄居 27.7 (+4.2) 25.4 (+2.3) 23.5 (+1.1) 23.2 (+1.3) 21.6 (+1.3) 18.8 (+0.4)

埼玉県 熊谷* 29.1 (+4.8) 26.8 (+2.8) 24.7 (+1.4) 24.3 (+1.6) 22.7 (+1.6) 20.0 (+0.7)

埼玉県 久喜 28.7 (+4.9) 26.4 (+2.9) 24.2 (+1.4) 23.9 (+1.6) 22.2 (+1.5) 19.5 (+0.7)

埼玉県 秩父* 26.8 (+3.7) 24.6 (+1.9) 23.1) (+1.0) 22.7) (+1.2) 21.4) (+1.6) 18.5) (+0.6)

埼玉県 鳩山 28.4 (+5.0) 26.1 (+3.1) 24.1 (+1.7) 23.8 (+2.0) 22.1 (+2.0) 19.2 (+1.0)

埼玉県 さいたま 29.3 (+5.2) 27.0 (+3.2) 24.8 (+1.7) 24.3 (+1.8) 22.6 (+1.7) 19.9 (+0.9)

埼玉県 越谷 29.3 (+5.2) 27.0 (+3.3) 24.6 (+1.6) 24.1 (+1.6) 22.4 (+1.5) 19.8 (+0.7)

埼玉県 所沢 28.0 (+4.6) 25.7 (+2.7) 23.6 (+1.3) 23.2 (+1.4) 21.5 (+1.4) 18.9 (+0.5)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

東京都 小河内 25.0 (+3.8) 23.0 (+2.1) 20.9 (+0.7) 20.8 (+1.2) 19.3 (+1.4) 16.7 (+0.6)

東京都 青梅 28.1 (+5.0) 25.7 (+2.9) 23.5 (+1.4) 23.2 (+1.7) 21.5 (+1.6) 19.0 (+0.9)

東京都 練馬 29.4 (///) 26.9 (///) 24.6 (///) 24.0 (///) 22.4 (///) 20.0 (///)

東京都 八王子 28.8 (+5.0) 26.3 (+2.9) 24.0 (+1.3) 23.6 (+1.5) 21.9 (+1.5) 19.3 (+0.7)

東京都 府中 29.3 (+5.2) 26.6 (+2.9) 24.4 (+1.4) 23.9 (+1.5) 22.1 (+1.3) 19.7 (+0.7)

東京都 東京* 29.7 (+4.9) 27.3 (+2.9) 25.2 (+1.5) 24.7 (+1.6) 23.0 (+1.4) 20.7 (+0.8)

東京都 江戸川臨海 27.0 (+3.6) 25.3 (+2.2) 23.9 (+1.5) 23.5 (+1.6) 21.9 (+1.5) 19.7 (+1.0)

東京都 羽田 28.0 (+3.0) 25.9 (+1.2) 24.2 (+0.3) 23.7 (+0.5) 22.1 (+0.7) 19.9 (+0.2)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a43
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a43
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a44
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a44
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東京都 大島* 25.2 (+2.0) 23.7 (+0.8) 22.4 (+0.1) 22.1 (+0.3) 20.9 (+0.6) 19.1 (+0.3)

東京都 大島北ノ山 25.4 (+1.5) 23.9 (+0.2) 22.6 (-0.7) 22.3 (-0.4) 21.1 (+0.3) 19.3 (0.0)

東京都 新島 25.6 (+1.2) 24.4 (+0.2) 22.9 (-0.8) 22.7 (-0.4) 21.2 (-0.1) 19.5 (-0.4)

東京都 神津島 24.1 (+0.4) 23.2 (-0.2) 22.0 (-0.9) 21.9 (-0.5) 20.6 (-0.1) 19.1 (-0.2)

東京都 三宅島* 26.2 (+1.9) 24.6 (+0.7) 22.9 (-0.4) 22.7 (0.0) 21.2 (0.0) 19.6 (-0.2)

東京都 三宅坪田 26.7 (+1.4) 25.0 (0.0) 23.4 (-1.0) 23.2 (-0.5) 21.7 (-0.3) 20.2 (-0.4)

東京都 八重見ヶ原 25.6 (+0.5) 24.5 (-0.4) 23.0 (-1.4) 22.7 (-1.0) 21.3 (-0.6) 19.8 (-0.7)

東京都 八丈島* 24.9 (+0.9) 23.8 (+0.1) 22.4 (-0.5) 22.1 (-0.1) 20.7 (0.0) 19.2 (-0.2)

東京都 父島* 26.9 (-0.4) 26.3 (-0.9) 26.5 (-0.5) 26.4 (-0.2) 24.9 (-0.4) 23.4 (-0.7)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

千葉県 我孫子 27.7 (///) 25.4 (///) 23.1 (///) 22.7 (///) 21.0 (///) 18.6 (///)

千葉県 香取 27.4 (+4.0) 25.1 (+2.0) 22.7 (+0.3) 22.2 (+0.5) 20.3 (+0.6) 18.0 (+0.1)

千葉県 船橋 27.8 (+3.3) 25.5 (+1.3) 23.6 (+0.1) 23.2 (+0.4) 21.6 (+0.7) 19.4 (+0.3)

千葉県 佐倉 28.2 (+4.8) 26.0 (+2.9) 23.7 (+1.4) 23.3 (+1.5) 21.5 (+1.3) 19.2 (+0.7)

千葉県 成田 27.6 (+4.2) 25.3 (+2.1) 23.0 (+0.2) 22.7 (+0.5) 20.7 (+0.7) 18.4 (+0.2)

千葉県 銚子* 24.3 (+2.4) 23.5 (+2.0) 21.8 (+0.9) 21.5 (+1.1) 19.9 (+0.8) 18.1 (+0.4)

千葉県 横芝光 27.6 (+4.4) 25.4 (+2.6) 23.4 (+1.3) 23.0 (+1.4) 21.2 (+1.1) 19.0 (+0.6)

千葉県 千葉* 28.2 (+4.2) 26.2 (+2.6) 24.2 (+1.3) 23.7 (+1.3) 22.0 (+1.1) 19.9 (+0.7)

千葉県 茂原 28.4 (+4.7) 26.1 (+2.8) 23.9 (+1.4) 23.5 (+1.5) 21.7 (+1.3) 19.4 (+0.6)

千葉県 木更津 27.1 (///) 25.0 (///) 23.2 (///) 22.8 (///) 21.2 (///) 19.1 (///)

千葉県 牛久 28.0 (+4.1) 25.5 (+2.0) 23.2 (+0.5) 22.9 (+0.8) 21.1 (+0.6) 18.9 (+0.2)

千葉県 坂畑 26.5) (+3.7) 23.9) (+1.5) 21.9) (+0.2) 21.8) (+0.8) 20.0) (+0.7) 17.7) (+0.1)

千葉県 鴨川 26.6 (+3.0) 24.8 (+1.6) 23.1 (+0.6) 23.0 (+1.0) 21.3 (+0.8) 19.2 (+0.3)

千葉県 勝浦* 24.7 (+2.1) 23.8 (+1.5) 22.6 (+0.9) 22.4 (+1.1) 20.9 (+0.9) 18.8 (+0.3)

千葉県 館山* 26.3 (+2.5) 24.7 (+1.2) 23.2 (+0.4) 23.1 (+0.9) 21.5 (+0.8) 19.4 (+0.3)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

神奈川県 海老名 28.7 (+4.5) 26.2 (+2.3) 24.2 (+1.0) 23.8 (+1.2) 22.1 (+1.2) 19.7 (+0.5)

神奈川県 横浜* 28.2 (+4.1) 26.0 (+2.3) 24.1 (+1.1) 23.7 (+1.3) 22.1 (+1.2) 20.0 (+0.8)

神奈川県 辻堂 26.5 (+2.5) 24.9 (+1.1) 23.5 (+0.4) 23.3 (+0.7) 21.9 (+0.9) 19.8 (+0.5)

神奈川県 小田原 28.0 (+4.2) 25.7 (+2.3) 23.7 (+1.0) 23.6 (+1.5) 21.7 (+1.3) 19.4 (+0.6)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a45
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a45
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a46
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a46
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神奈川県 三浦 25.7 (+2.3) 24.3 (+1.3) 22.9 (+0.5) 22.6 (+0.7) 21.3 (+0.9) 19.3 (+0.4)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

長野県 野沢温泉 23.2 (+2.0) 21.9 (+1.0) 20.3 (+0.1) 20.4 (+0.7) 18.5 (+0.8) 14.8 (-0.7)

長野県 信濃町 22.7 (+2.9) 22.1 (+2.6) 20.1 (+1.2) 20.1 (+1.8) 18.0 (+1.8) 14.5 (+0.4)

長野県 飯山 24.4 (+2.1) 23.4 (+1.4) 22.0 (+0.6) 22.2 (+1.4) 20.2 (+1.4) 16.6 (+0.1)

長野県 白馬 22.3 (+2.0) 21.1 (+1.1) 19.8 (+0.5) 19.9 (+1.2) 18.1 (+1.3) 14.7 (+0.1)

長野県 長野* 25.9 (+3.1) 24.7 (+2.2) 22.8 (+1.0) 22.8 (+1.6) 21.0 (+1.7) 17.4 (+0.2)

長野県 大町 22.9 (+2.6) 21.5 (+1.5) 20.0 (+0.6) 20.0 (+1.2) 18.3 (+1.5) 14.9 (+0.2)

長野県 信州新町 24.6 (+2.8) 23.0 (+1.5) 21.5 (+0.6) 21.6 (+1.3) 19.6 (+1.4) 16.1 (0.0)

長野県 菅平 20.7 (+3.0) 19.2 (+1.9) 17.1 (+0.5) 17.0 (+1.1) 15.0 (+1.2) 11.5 (-0.2)

長野県 上田 26.5 (+3.8) 24.5 (+2.1) 22.5 (+0.8) 22.3 (+1.2) 20.6 (+1.4) 17.3 (+0.2)

長野県 穂高 25.2 (+2.7) 23.8 (+1.6) 22.1 (+0.6) 22.1 (+1.2) 20.4 (+1.4) 17.1 (+0.2)

長野県 東御 23.7 (+3.8) 21.8 (+2.2) 19.5 (+0.6) 19.3 (+1.1) 17.6 (+1.3) 14.3 (0.0)

長野県 軽井沢* 23.2 (+4.5) 20.6 (+2.2) 18.4 (+0.8) 18.3 (+1.3) 16.4 (+1.4) 13.4 (+0.4)

長野県 松本* 26.7 (+3.9) 24.9 (+2.4) 22.7 (+0.9) 22.6 (+1.5) 20.9 (+1.7) 17.6 (+0.5)

長野県 松本今井 25.4 (+3.0) 23.6 (+1.4) 21.6 (-0.3) 21.6 (+0.4) 19.9 (+1.2) 16.6 (0.0)

長野県 立科 24.7 (+3.7) 22.6 (+1.9) 20.8 (+0.8) 20.7 (+1.3) 19.0 (+1.6) 15.7 (+0.4)

長野県 佐久 26.0 (+4.5) 23.5 (+2.3) 21.5 (+1.0) 21.2 (+1.4) 19.5 (+1.6) 16.2 (+0.4)

長野県 奈川 21.3 (+2.3) 19.8 (+1.1) 18.0 (-0.1) 18.1 (+0.7) 16.4 (+1.0) 13.2 (-0.2)

長野県 諏訪* 25.4 (+3.5) 23.0 (+1.4) 21.1 (+0.2) 21.2 (+0.9) 19.6 (+1.3) 16.5 (+0.3)

長野県 開田高原 20.2 (+1.8) 18.8 (+0.7) 17.1 (-0.4) 17.3 (+0.5) 15.5 (+0.8) 12.2 (-0.5)

長野県 木曽平沢 23.8 (+3.0) 21.8 (+1.3) 20.0 (+0.2) 20.1 (+1.0) 18.5 (+1.4) 15.3 (+0.2)

長野県 辰野 25.1 (+3.6) 23.1 (+1.9) 21.2 (+0.6) 21.3 (+1.4) 19.7 (+1.7) 16.5 (+0.6)

長野県 原村 23.9 (+3.9) 21.4 (+1.7) 19.3 (+0.3) 19.3 (+1.0) 17.6 (+1.3) 14.5 (+0.2)

長野県 野辺山 21.9 (+4.2) 19.1 (+1.7) 16.8 (+0.1) 16.8 (+0.9) 15.0 (+1.2) 12.0 (+0.2)

長野県 木曽福島 23.6 (+2.6) 21.8 (+1.1) 20.3 (+0.2) 20.6 (+1.1) 19.0 (+1.4) 15.8 (+0.3)

長野県 伊那 25.2 (+3.3) 23.2 (+1.5) 21.5 (+0.3) 21.8 (+1.3) 20.5 (+2.0) 17.4 (+0.9)

長野県 南木曽 24.0 (+2.6) 22.0 (+0.9) 20.4 (-0.2) 20.6 (+0.6) 19.1 (+1.0) 16.1 (0.0)

長野県 飯島 24.1 (+2.9) 22.0 (+1.1) 20.1 (-0.2) 20.4 (+0.8) 18.9 (+1.2) 16.0 (+0.2)

長野県 飯田* 26.6 (+3.5) 24.3 (+1.5) 22.2 (0.0) 22.4 (+0.9) 20.9 (+1.3) 18.0 (+0.3)

長野県 浪合 22.2 (+2.7) 20.3 (+1.1) 18.4 (-0.2) 18.6 (+0.7) 16.9 (+1.0) 14.0 (0.0)

長野県 南信濃 26.5 (+3.8) 24.0 (+1.6) 22.3 (+0.5) 22.4 (+1.2) 20.9 (+1.5) 18.1 (+0.6)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a48
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a48
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a49
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a49
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都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

山梨県 大泉 25.2 (+4.3) 22.5 (+1.9) 20.3 (+0.4) 20.3 (+1.1) 18.8 (+1.4) 15.9 (+0.4)

山梨県 韮崎 26.7 (+3.0) 24.2 (+0.8) 22.4 (-0.3) 22.4 (+0.3) 21.0 (+0.6) 18.4 (-0.1)

山梨県 甲府* 28.9 (+4.2) 26.3 (+1.9) 24.2 (+0.5) 24.2 (+1.1) 22.7 (+1.4) 20.0 (+0.6)

山梨県 勝沼 28.3 (+4.4) 25.6 (+2.0) 23.3 (+0.4) 23.3 (+1.0) 21.9 (+1.4) 19.1 (+0.4)

山梨県 大月 27.4 (+4.5) 25.0 (+2.5) 22.7 (+0.9) 22.5 (+1.3) 20.8 (+1.4) 18.2 (+0.6)

山梨県 古関 27.0 (+4.8) 24.3 (+2.4) 21.8 (+0.6) 21.7 (+1.2) 19.9 (+1.2) 17.2 (+0.4)

山梨県 切石 27.6 (+3.8) 25.3 (+1.8) 23.2 (+0.4) 23.1 (+0.9) 21.4 (+1.1) 18.7 (+0.2)

山梨県 河口湖* 25.0 (+4.4) 22.6 (+2.3) 20.0 (+0.5) 19.9 (+1.1) 18.1 (+1.2) 15.4 (+0.4)

山梨県 山中 24.1 (+4.8) 21.5 (+2.6) 19.0 (+0.8) 18.9 (+1.5) 17.0 (+1.6) 14.2 (+0.7)

山梨県 南部 27.8 (+3.7) 25.6 (+1.8) 23.6 (+0.5) 23.6 (+1.1) 21.9 (+1.1) 19.4 (+0.4)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

静岡県 井川 24.7 (+4.0) 21.9 (+1.5) 19.6 (-0.1) 19.7 (+0.7) 18.0 (+1.0) 15.5 (+0.2)

静岡県 御殿場 24.6 (+3.0) 22.5 (+1.2) 21.0 (+0.4) 20.9 (+0.9) 19.4 (+1.1) 16.9 (+0.3)

静岡県 富士 26.5 (+2.3) 24.9 (+1.1) 23.5 (+0.3) 23.5 (+0.9) 21.9 (+0.9) 19.7 (+0.4)

静岡県 三島* 27.9 (+3.1) 25.8 (+1.4) 24.1 (+0.4) 24.1 (+1.0) 22.4 (+1.0) 20.0 (+0.4)

静岡県 佐久間 27.2 (+2.9) 24.6 (+0.6) 22.7 (-0.6) 22.8 (+0.1) 21.3 (+0.4) 18.5 (-0.5)

静岡県 川根本町 27.5 (+4.1) 24.5 (+1.4) 22.3 (-0.2) 22.4 (+0.6) 20.7 (+0.8) 18.1 (+0.1)

静岡県 清水 27.0 (+2.5) 25.4 (+1.3) 23.8 (+0.3) 23.9 (+1.0) 22.2 (+1.0) 20.1 (+0.5)

静岡県 網代* 27.7 (+3.8) 25.4 (+1.9) 23.5 (+0.7) 23.2 (+1.0) 21.5 (+0.8) 19.5 (+0.4)

静岡県 静岡* 27.7 (+2.7) 25.8 (+1.2) 24.0 (+0.1) 24.1 (+0.8) 22.4 (+0.8) 20.3 (+0.4)

静岡県 天竜 27.4 (+2.5) 25.0 (+0.5) 23.2 (-0.6) 23.2 (0.0) 21.6 (+0.2) 19.3 (-0.3)

静岡県 浜松* 27.5 (+2.6) 25.5 (+1.0) 24.0 (+0.2) 24.0 (+0.8) 22.4 (+0.9) 20.2 (+0.4)

静岡県 菊川牧之原 26.2 (+2.7) 24.1 (+1.0) 22.4 (0.0) 22.4 (+0.6) 20.7 (+0.6) 18.6 (+0.2)

静岡県 静岡空港 26.6 (///) 24.6 (///) 22.9 (///) 22.9 (///) 21.3 (///) 19.2 (///)

静岡県 松崎 26.3 (+2.0) 24.7 (+0.7) 23.1 (-0.2) 23.2 (+0.5) 21.6) (+0.7) 19.6) (+0.4)

静岡県 稲取 26.8 (+3.4) 24.7 (+1.6) 22.9 (+0.6) 22.7 (+1.0) 21.0 (+0.9) 19.1 (+0.5)

静岡県 磐田 26.3 (+2.1) 24.8 (+0.9) 23.3 (+0.1) 23.5 (+0.9) 21.8 (+0.9) 19.7 (+0.4)

静岡県 御前崎* 25.3 (+1.4) 24.3 (+0.7) 23.0 (+0.1) 23.0 (+0.6) 21.6 (+0.7) 19.7 (+0.4)

静岡県 石廊崎* 24.8 (+1.4) 23.5 (+0.5) 22.3 (-0.1) 22.4 (+0.5) 21.1 (+0.6) 19.4 (+0.4)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a50
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a50
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a51
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a51
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都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

愛知県 愛西 29.8 (+4.7) 26.8 (+2.0) 24.8 (+0.7) 24.9 (+1.4) 23.1 (+1.5) 20.1 (+0.4)

愛知県 稲武 25.2 (+3.5) 23.1 (+1.7) 21.2 (+0.5) 21.4 (+1.3) 19.4 (+1.4) 16.4 (+0.4)

愛知県 名古屋* 30.7 (+5.2) 27.5 (+2.4) 25.2 (+0.8) 25.3 (+1.5) 23.5 (+1.5) 20.6 (+0.5)

愛知県 豊田 29.5 (+4.7) 26.7 (+2.2) 24.6 (+0.9) 24.7 (+1.6) 22.8 (+1.6) 20.1) (+0.9)

愛知県 大府 30.3 (///) 27.4 (///) 25.1 (///) 25.1 (///) 23.2 (///) 20.4 (///)

愛知県 岡崎 29.1 (+4.1) 26.3 (+1.6) 24.1 (+0.1) 24.2 (+0.9) 22.2 (+0.8) 19.5 (0.0)

愛知県 新城 28.1 (+3.3) 25.3 (+0.7) 23.3 (-0.9) 23.4 (-0.1) 21.5 (+0.2) 19.0 (-0.4)

愛知県 セントレア 29.0 (///) 26.7 (///) 24.7 (///) 24.5 (///) 22.6 (///) 19.8 (///)

愛知県 蒲郡 28.6 (+3.6) 26.0 (+1.4) 23.9 (0.0) 24.0 (+0.7) 22.2 (+0.7) 19.7 (-0.1)

愛知県 南知多 29.5 (+5.0) 26.9 (+2.8) 24.6 (+1.2) 24.5 (+1.7) 22.6 (+1.7) 19.9 (+0.9)

愛知県 豊橋 27.6 (///) 25.7 (///) 23.9 (///) 24.0 (///) 22.2 (///) 19.7 (///)

愛知県 伊良湖* 28.2 (+3.4) 26.2 (+1.7) 24.3 (+0.5) 24.3 (+1.2) 22.4 (+1.0) 19.9 (+0.4)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

岐阜県 河合 24.0 (+2.6) 22.5 (+1.4) 21.0 (+0.5) 21.1 (+1.3) 19.1 (+1.4) 15.6 (+0.1)

岐阜県 神岡 24.2 (+2.4) 22.9 (+1.4) 21.4 (+0.5) 21.5 (+1.2) 19.6 (+1.3) 16.1 (-0.1)

岐阜県 白川 23.8 (+2.3) 22.5 (+1.3) 21.0 (+0.4) 21.2 (+1.2) 19.3 (+1.4) 15.8 (0.0)

岐阜県 栃尾 22.4 (+2.4) 21.0 (+1.3) 19.7 (+0.6) 19.8 (+1.3) 18.1 (+1.6) 14.7 (+0.2)

岐阜県 高山* 25.1 (+2.9) 23.6 (+1.7) 21.9 (+0.6) 22.0 (+1.3) 20.1 (+1.5) 16.6 (+0.2)

岐阜県 六厩 21.3 (+2.7) 19.7 (+1.4) 18.0 (+0.3) 18.3 (+1.4) 16.0 (+1.4) 12.5 (+0.2)

岐阜県 宮之前 21.7 (+2.3) 20.5 (+1.4) 18.9 (+0.4) 19.1 (+1.2) 17.2 (+1.4) 13.7 (+0.1)

岐阜県 長滝 24.1 (+2.4) 22.0 (+0.6) 20.9 (+0.1) 21.1 (+0.9) 19.5 (+1.2) 16.3 (+0.1)

岐阜県 萩原 25.1 (+2.7) 23.3 (+1.2) 21.8 (+0.3) 22.1 (+1.1) 20.6) (+1.5) 17.3) (+0.2)

岐阜県 八幡 25.9 (+3.0) 23.8 (+1.2) 22.3 (+0.3) 22.5 (+1.1) 20.8 (+1.3) 17.6 (+0.2)

岐阜県 宮地 25.2 (+2.9) 23.1 (+1.1) 21.6 (+0.2) 21.7 (+0.9) 20.0 (+1.1) 16.9 (+0.1)

岐阜県 樽見 25.1 (+2.4) 22.9 (+0.5) 21.6 (-0.2) 21.9 (+0.7) 20.3 (+1.0) 17.2 (-0.1)

岐阜県 金山 25.1 (+2.2) 23.4 (+0.8) 22.2 (+0.1) 22.5 (+1.0) 21.0 (+1.3) 17.9 (+0.3)

岐阜県 美濃 27.7 (+3.3) 25.3 (+1.2) 23.7 (+0.3) 24.0 (+1.1) 22.3 (+1.3) 19.3 (+0.2)

岐阜県 黒川 24.8 (+2.5) 22.8 (+0.7) 21.0 (-0.5) 21.2 (+0.4) 19.4 (+0.7) 16.3 (-0.3)

岐阜県 揖斐川 29.2 (+4.2) 26.3 (+1.6) 24.6 (+0.5) 24.8 (+1.3) 23.1 (+1.4) 20.0 (+0.3)

岐阜県 美濃加茂 28.8 (+3.9) 26.4 (+1.8) 24.6 (+0.7) 24.6) (+1.3) 22.9) (+1.5) 19.8) (+0.4)

岐阜県 恵那 27.0 (+3.6) 24.6 (+1.5) 22.8 (+0.4) 22.9 (+1.1) 21.2 (+1.3) 18.2 (+0.3)

岐阜県 中津川 26.9 (///) 24.5 (///) 22.6 (///) 22.7 (///) 21.1 (///) 18.1 (///)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a52
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a52
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岐阜県 関ケ原 30.1 (+6.1) 27.0 (+3.3) 25.0 (+2.0) 25.1 (+2.7) 23.1 (+2.6) 19.8 (+1.3)

岐阜県 大垣 30.1 (+4.6) 27.0 (+1.8) 25.0 (+0.5) 25.2 (+1.3) 23.3 (+1.2) 20.2 (+0.1)

岐阜県 岐阜* 30.3 (+4.8) 27.3 (+2.1) 25.3 (+0.8) 25.4 (+1.5) 23.6 (+1.5) 20.7 (+0.5)

岐阜県 多治見 29.3 (+4.2) 26.8 (+2.0) 24.7 (+0.6) 24.8 (+1.3) 23.0 (+1.5) 19.9 (+0.4)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

三重県 桑名 30.0 (+4.7) 27.0 (+2.0) 24.9 (+0.6) 24.9 (+1.2) 23.1 (+1.2) 20.2 (+0.3)

三重県 四日市* 28.6 (+4.3) 26.0 (+2.0) 24.0 (+0.7) 24.0 (+1.3) 22.1 (+1.3) 19.2 (+0.3)

三重県 亀山 29.1 (+4.8) 26.3 (+2.3) 24.1 (+0.9) 24.1 (+1.5) 22.2 (+1.5) 19.3 (+0.5)

三重県 上野* 28.7 (+4.2) 26.6 (+2.5) 24.3 (+0.9) 24.3 (+1.6) 22.4 (+1.7) 19.2 (+0.5)

三重県 津* 30.3 (+4.8) 27.4 (+2.3) 25.1 (+0.7) 25.0 (+1.3) 23.1 (+1.3) 20.2 (+0.4)

三重県 小俣 29.0 (+4.0) 26.6 (+1.9) 24.3 (+0.4) 24.4 (+1.1) 22.5 (+1.1) 19.8 (+0.3)

三重県 粥見 27.9 (+3.6) 25.5 (+1.5) 23.3 (0.0) 23.3 (+0.8) 21.5 (+0.9) 18.7 (0.0)

三重県 鳥羽 28.3 (+3.5) 26.3 (+1.9) 24.0 (+0.3) 23.9 (+0.9) 22.0 (+0.9) 19.3 (0.0)

三重県 南伊勢 26.9 (+2.5) 25.4 (+1.3) 23.4 (0.0) 23.5 (+0.8) 21.7 (+0.8) 19.3 (+0.2)

三重県 紀伊長島 27.5 (+3.1) 25.5 (+1.4) 23.4 (0.0) 23.4 (+0.7) 21.7 (+0.8) 19.4 (+0.2)

三重県 尾鷲* 28.9 (+4.2) 26.5 (+2.1) 23.9 (+0.2) 23.8 (+0.8) 22.0 (+0.8) 19.8 (+0.3)

三重県 熊野新鹿 28.3 (+3.3) 25.9 (+1.1) 23.7 (-0.4) 23.7 (+0.3) 22.0 (+0.6) 19.9 (+0.1)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

新潟県 粟島 24.8 (+2.9) 24.5 (+2.9) 23.0 (+2.0) 23.0 (+2.5) 20.3 (+1.8) 16.9 (+0.5)

新潟県 弾崎 24.8 (+3.5) 24.2 (+3.2) 22.5 (+2.1) 22.3 (+2.5) 19.6 (+1.7) 16.5 (+0.5)

新潟県 村上 24.8 (+2.5) 24.5 (+2.5) 23.1 (+1.7) 23.3 (+2.4) 20.7 (+1.8) 17.2 (+0.5)

新潟県 相川* 24.9 (+2.7) 24.8 (+2.9) 23.1 (+1.9) 23.0 (+2.4) 20.3 (+1.6) 17.2 (+0.4)

新潟県 両津 25.4 (+3.1) 25.0 (+3.0) 23.5 (+2.1) 23.3 (+2.5) 20.6 (+1.8) 17.3 (+0.5)

新潟県 秋津 24.7 (+2.5) 24.3 (+2.4) 22.6 (+1.0) 22.5 (+1.4) 19.9 (+1.2) 16.6 (0.0)

新潟県 中条 26.3 (+3.3) 25.8 (+3.1) 24.3 (+2.2) 24.3 (+2.8) 21.7 (+2.0) 18.2 (+0.6)

新潟県 下関 24.3 (+2.1) 23.9 (+2.0) 22.6 (+1.3) 22.8 (+2.0) 20.3 (+1.5) 16.6 (0.0)

新潟県 新潟* 26.0 (+2.8) 25.5 (+2.6) 24.0 (+1.7) 23.9 (+2.2) 21.4 (+1.6) 17.9 (+0.2)

新潟県 松浜 26.0 (+2.9) 25.3 (+2.4) 23.7 (+1.1) 23.5 (+1.5) 20.9 (+1.2) 17.5 (0.0)

新潟県 羽茂 24.7 (+2.6) 24.5 (+2.8) 23.0 (+1.9) 23.1 (+2.5) 20.5 (+1.9) 17.1 (+0.5)

新潟県 新津 25.2 (+2.3) 24.8 (+2.2) 23.5 (+1.5) 23.6 (+2.1) 21.4 (+1.6) 17.7 (+0.1)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a53
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a53
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a54
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a54
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新潟県 巻 25.7 (+3.1) 25.1 (+2.8) 23.5 (+1.8) 23.5 (+2.4) 21.1 (+1.8) 17.6 (+0.4)

新潟県 寺泊 25.5 (+2.8) 24.7 (+2.3) 23.2 (+1.2) 23.1 (+1.7) 20.6 (+1.4) 17.3 (+0.2)

新潟県 三条 26.2 (+3.2) 25.7 (+3.0) 24.0 (+1.9) 24.1 (+2.5) 21.8 (+2.0) 18.1 (+0.5)

新潟県 津川 23.8 (+1.7) 23.1 (+1.3) 21.9 (+0.8) 22.1 (+1.5) 19.9 (+1.4) 16.2 (-0.1)

新潟県 長岡 26.3 (+3.3) 25.8 (+3.1) 24.1 (+2.0) 24.1 (+2.6) 21.9 (+2.2) 18.2 (+0.7)

新潟県 柏崎 25.9 (+3.2) 25.2 (+2.8) 23.4 (+1.7) 23.3 (+2.2) 20.6 (+1.5) 17.2 (+0.2)

新潟県 入広瀬 23.8 (+2.0) 23.2 (+1.7) 21.8 (+0.9) 22.0 (+1.7) 19.6 (+1.3) 15.3 (-0.4)

新潟県 大潟 26.3 (+3.7) 25.7 (+3.4) 23.8 (+2.2) 23.6 (+2.6) 20.9 (+1.9) 17.6 (+0.7)

新潟県 小出 25.2 (+2.2) 24.5 (+1.8) 23.1 (+1.0) 23.2 (+1.7) 21.1 (+1.5) 16.9 (-0.1)

新潟県 高田* 27.0 (+3.7) 26.3 (+3.3) 24.3 (+2.0) 24.1 (+2.3) 21.6 (+1.8) 18.2 (+0.4)

新潟県 安塚 24.8 (+2.5) 24.1 (+2.1) 22.3 (+1.0) 22.3 (+1.6) 20.0 (+1.2) 16.4 (-0.1)

新潟県 十日町 24.8 (+2.4) 24.1 (+2.0) 22.5 (+1.0) 22.5 (+1.5) 20.6 (+1.5) 16.6 (0.0)

新潟県 糸魚川 27.4 (+4.1) 26.6 (+3.6) 24.5) (+2.2) 24.0) (+2.3) 21.3) (+1.5) 18.1) (+0.3)

新潟県 能生 25.6 (+3.2) 24.8 (+2.7) 22.9 (+1.5) 22.6 (+1.8) 20.2 (+1.4) 16.9 (+0.2)

新潟県 関山 24.7 (+3.0) 24.3 (+2.9) 22.2 (+1.4) 22.1 (+1.8) 20.1 (+1.6) 16.5 (+0.1)

新潟県 津南 24.3 (+3.1) 23.5 (+2.6) 21.6 (+1.3) 21.5 (+1.8) 19.7 (+1.9) 15.7 (+0.3)

新潟県 湯沢 24.7 (+2.5) 23.9 (+2.0) 22.1 (+0.8) 22.2 (+1.5) 20.4 (+1.6) 16.6 (+0.1)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

富山県 泊 27.8 (+4.4) 26.9 (+3.8) 24.7 (+2.3) 24.2 (+2.4) 21.6 (+1.7) 18.4 (+0.5)

富山県 氷見 26.9 (+4.1) 25.7 (+3.2) 23.7 (+1.9) 23.4 (+2.3) 20.7 (+1.6) 17.4 (+0.4)

富山県 魚津 27.1 (+3.9) 26.2 (+3.4) 23.8 (+1.6) 23.5 (+1.9) 21.1 (+1.4) 17.8 (+0.1)

富山県 伏木* 28.0 (+4.6) 26.8 (+3.8) 24.6 (+2.3) 24.2 (+2.5) 21.5 (+1.7) 18.2 (+0.5)

富山県 富山* 28.3 (+4.6) 27.3 (+3.9) 24.9 (+2.2) 24.6 (+2.5) 22.2 (+2.0) 18.9 (+0.7)

富山県 砺波 27.2 (+4.1) 26.3 (+3.6) 24.0 (+1.9) 23.8 (+2.3) 21.5 (+1.8) 18.1 (+0.4)

富山県 秋ヶ島 27.9 (+3.6) 27.1 (+3.1) 24.7 (+1.1) 24.5 (+1.5) 22.2 (+1.4) 18.9 (+0.2)

富山県 上市 25.4 (+3.7) 25.0 (+3.6) 22.6 (+1.9) 22.4 (+2.3) 20.1 (+1.9) 16.6 (+0.4)

富山県 南砺高宮 27.5 (+4.5) 26.4 (+3.7) 24.1 (+2.1) 23.9 (+2.5) 21.6 (+2.0) 18.2 (+0.6)

富山県 八尾 27.2 (+3.9) 26.3 (+3.3) 24.1 (+1.8) 24.0 (+2.3) 21.7 (+1.8) 18.4 (+0.6)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

石川県 珠洲 26.1 (+3.8) 25.2 (+3.3) 23.2 (+2.0) 23.0 (+2.4) 20.3 (+1.7) 16.8 (+0.3)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a55
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a55
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a56
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a56
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石川県 輪島* 26.4 (+3.8) 25.8 (+3.5) 23.6 (+2.0) 23.2 (+2.3) 20.5 (+1.5) 17.3 (+0.3)

石川県 三井 24.6 (///) 23.9 (///) 22.0 (///) 21.9 (///) 19.5 (///) 16.1 (///)

石川県 志賀 25.4 (+2.6) 25.0 (+2.5) 23.6 (+1.8) 23.4 (+2.2) 21.1 (+1.9) 17.6 (+0.4)

石川県 七尾 26.9 (+4.0) 26.2 (+3.6) 23.9 (+1.9) 23.5 (+2.1) 20.9 (+1.5) 17.5 (+0.1)

石川県 羽咋 26.6 (+3.5) 26.1 (+3.3) 24.3 (+2.2) 23.9 (+2.3) 21.5 (+1.9) 18.1) (+0.5)

石川県 かほく 26.7 (+3.7) 25.9 (+3.2) 24.0 (+2.0) 23.6 (+2.2) 21.2 (+1.8) 17.8 (+0.4)

石川県 金沢* 28.6 (+4.5) 27.8 (+4.1) 25.4 (+2.4) 25.0 (+2.6) 22.5 (+2.0) 19.1 (+0.6)

石川県 小松 27.9 (+4.1) 27.1 (+3.6) 24.7 (+1.9) 24.3 (+2.2) 21.9 (+1.7) 18.6 (+0.4)

石川県 白山吉野 26.2 (+3.5) 25.3 (+2.9) 23.2 (+1.5) 22.9 (+1.8) 21.0 (+1.8) 17.7 (+0.4)

石川県 加賀菅谷 25.9 (+2.9) 25.2 (+2.5) 23.0 (+1.0) 22.7 (+1.4) 20.6 (+1.2) 17.3 (-0.1)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

福井県 三国 27.1 (+4.0) 26.2 (+3.5) 24.1 (+2.1) 23.6 (+2.2) 21.3 (+1.8) 18.1 (+0.6)

福井県 春江 27.5 (+2.8) 26.7 (+2.3) 24.6 (+0.6) 24.3 (+0.9) 22.2 (+1.1) 18.9 (-0.1)

福井県 越廼 28.2 (+4.1) 27.5 (+3.8) 24.9 (+1.9) 24.3 (+2.0) 22.0 (+1.6) 18.9 (+0.3)

福井県 福井* 28.3 (+3.8) 27.1 (+3.0) 25.1 (+1.7) 24.8 (+2.0) 22.7 (+1.8) 19.3 (+0.4)

福井県 勝山 26.4 (+2.8) 25.2 (+1.8) 23.4 (+0.7) 23.2 (+1.1) 21.4 (+1.4) 17.9 (-0.1)

福井県 大野 26.6 (+2.9) 25.4 (+2.0) 23.7 (+0.9) 23.5 (+1.3) 21.8 (+1.4) 18.3 (0.0)

福井県 今庄 26.3 (+3.2) 25.1 (+2.3) 22.9 (+0.8) 22.8 (+1.3) 20.6 (+1.2) 17.3 (-0.1)

福井県 敦賀* 29.2 (+4.6) 27.5 (+3.2) 25.2 (+1.6) 24.9 (+1.9) 22.7 (+1.7) 19.5 (+0.4)

福井県 美浜 28.4 (+4.4) 27.1 (+3.4) 24.8 (+1.8) 24.5 (+2.2) 22.1 (+1.8) 18.9 (+0.5)

福井県 小浜 28.7 (+4.4) 27.2 (+3.2) 25.0 (+1.7) 24.7 (+2.1) 22.4 (+1.8) 19.1 (+0.4)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

滋賀県 今津 27.7 (+4.1) 25.5 (+2.3) 23.7 (+1.1) 23.7 (+1.8) 21.6 (+1.7) 18.3 (+0.5)

滋賀県 長浜 28.2 (+4.4) 26.1 (+2.6) 24.1 (+1.3) 24.1 (+1.9) 22.0 (+1.8) 18.6 (+0.4)

滋賀県 米原 26.8 (+2.7) 24.7 (+0.9) 22.8 (-0.3) 22.8 (+0.3) 20.9 (+0.6) 17.7) (-0.4)

滋賀県 南小松 27.9 (+3.8) 25.9 (+2.2) 24.0 (+1.0) 24.0 (+1.7) 21.9 (+1.6) 18.6 (+0.3)

滋賀県 彦根* 29.2 (+4.7) 26.9 (+2.7) 24.8 (+1.4) 24.6 (+1.8) 22.3 (+1.6) 19.0 (+0.4)

滋賀県 東近江 29.0 (+4.8) 26.6 (+2.8) 24.3 (+1.2) 24.3 (+1.8) 22.2 (+1.7) 18.9 (+0.4)

滋賀県 大津 29.8 (+4.9) 27.4 (+2.9) 25.0 (+1.2) 25.1 (+2.0) 23.1 (+1.9) 19.8 (+0.7)

滋賀県 信楽 26.3 (+3.6) 24.4 (+2.0) 22.4 (+0.7) 22.4 (+1.4) 20.3 (+1.5) 17.0 (+0.3)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a57
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a57
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a60
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a60
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滋賀県 土山 27.8 (+4.7) 25.6 (+2.9) 23.3 (+1.3) 23.3 (+2.0) 21.2 (+1.9) 17.9 (+0.6)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

京都府 間人 27.4 (+3.7) 26.8 (+3.4) 24.4 (+1.7) 24.0 (+2.0) 21.7 (+1.5) 18.8 (+0.4)

京都府 宮津 27.5 (+3.4) 26.8 (+3.0) 24.5 (+1.5) 24.2 (+1.9) 21.8 (+1.5) 18.7 (+0.4)

京都府 舞鶴* 28.5 (+4.0) 27.1 (+3.0) 24.8 (+1.4) 24.5 (+1.8) 22.2 (+1.6) 19.0 (+0.3)

京都府 福知山 28.5 (+3.9) 27.0 (+2.8) 24.8 (+1.3) 24.8 (+2.0) 22.6 (+1.8) 19.3 (+0.5)

京都府 美山 26.6 (+3.3) 24.9 (+2.0) 22.7 (+0.5) 22.7 (+1.2) 20.4 (+1.0) 17.2 (-0.2)

京都府 園部 27.9 (+3.2) 26.2 (+1.8) 24.0 (+0.3) 24.1 (+1.0) 22.0 (+1.3) 18.6 (0.0)

京都府 京都* 30.2 (+4.3) 27.8 (+2.3) 25.6 (+0.8) 25.7 (+1.5) 23.9 (+1.7) 20.7 (+0.4)

京都府 京田辺 29.5 (+4.4) 27.5 (+2.8) 25.3 (+1.3) 25.4 (+2.0) 23.4 (+2.0) 20.1 (+0.7)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

大阪府 能勢 26.6 (+3.0) 25.1 (+1.8) 23.2 (+0.6) 23.4 (+1.4) 21.4 (+1.4) 18.3 (+0.3)

大阪府 枚方 29.5 (+4.0) 27.6 (+2.4) 25.4 (+1.0) 25.6 (+1.8) 23.9 (+2.0) 20.7 (+0.7)

大阪府 豊中 29.1 (+3.1) 27.4 (+1.8) 25.4 (+0.5) 25.6 (+1.4) 23.9 (+1.6) 20.8 (+0.5)

大阪府 大阪* 29.4 (+3.0) 27.7 (+1.7) 25.5 (+0.2) 25.7 (+1.0) 24.1 (+1.3) 21.1 (+0.2)

大阪府 生駒山 24.9 (+3.5) 23.2 (+2.1) 20.9 (+0.5) 21.0 (+1.3) 19.3 (+1.4) 16.4 (+0.3)

大阪府 堺 29.2 (+3.4) 27.7 (+2.3) 25.4 (+0.7) 25.6 (+1.6) 23.7 (+1.7) 20.7 (+0.6)

大阪府 八尾 29.8 (+2.9) 28.2 (+1.5) 25.9 (-0.2) 26.1 (+0.6) 24.2 (+1.0) 21.1 (0.0)

大阪府 関空島 27.6 (+1.8) 26.3 (+0.7) 24.5 (-0.5) 24.7 (+0.4) 22.8 (+0.6) 20.1 (-0.1)

大阪府 熊取 28.4 (+3.0) 26.9 (+1.9) 24.5 (+0.3) 24.8 (+1.3) 22.8 (+1.3) 19.9 (+0.3)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

兵庫県 香住 27.0 (+3.3) 26.7 (+3.3) 24.2 (+1.5) 23.9 (+1.9) 21.5 (+1.5) 18.5 (+0.4)

兵庫県 豊岡* 28.5 (+3.9) 27.5 (+3.3) 25.1 (+1.6) 25.0 (+2.2) 22.7 (+1.9) 19.4 (+0.7)

兵庫県 兎和野高原 25.6 (///) 23.9 (///) 21.4 (///) 21.4 (///) 19.6 (///) 16.4 (///)

兵庫県 和田山 27.8 (+3.5) 26.3 (+2.4) 24.2 (+1.0) 24.1 (+1.5) 22.1 (+1.6) 18.7 (+0.2)

兵庫県 生野 27.0 (+3.6) 25.1 (+2.0) 23.2 (+0.8) 23.2 (+1.5) 21.1 (+1.4) 17.9 (+0.2)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a61
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a61
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a62
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a62
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a63
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a63
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兵庫県 柏原 28.1 (+3.5) 27.0) (+2.8) 24.6) (+1.1) 24.6) (+1.8) 22.6) (+1.8) 19.2) (+0.4)

兵庫県 一宮 26.8 (+3.0) 25.1 (+1.7) 23.3 (+0.6) 23.4 (+1.4) 21.5 (+1.5) 18.3 (+0.3)

兵庫県 福崎 27.9 (+2.9) 26.3 (+1.7) 24.4 (+0.5) 24.6 (+1.3) 22.7 (+1.4) 19.5 (+0.3)

兵庫県 西脇 27.9 (+3.3) 26.2 (+1.9) 24.4 (+0.8) 24.5 (+1.6) 22.4) (+1.5) 19.1) (+0.3)

兵庫県 上郡 27.3 (+2.5) 25.9 (+1.5) 24.1 (+0.4) 24.3 (+1.2) 22.2 (+1.3) 19.0 (+0.1)

兵庫県 姫路* 27.9 (+2.8) 26.3 (+1.5) 24.5 (+0.5) 24.7 (+1.3) 22.8 (+1.4) 19.7 (+0.3)

兵庫県 三田 27.3 (+2.9) 25.7 (+1.7) 23.8 (+0.5) 23.9 (+1.2) 21.9 (+1.3) 18.6 (+0.1)

兵庫県 三木 27.3 (+2.8) 25.7 (+1.6) 23.8 (+0.4) 24.1 (+1.3) 22.4 (+1.5) 19.3 (+0.3)

兵庫県 家島 26.5 (+2.3) 25.0 (+1.1) 23.4 (+0.2) 23.7 (+1.1) 21.8 (+1.1) 19.0 (+0.2)

兵庫県 明石 27.1 (+2.2) 25.9 (+1.3) 24.3 (+0.4) 24.3 (+1.1) 22.3 (+1.0) 19.3 (0.0)

兵庫県 神戸空港 26.3 (///) 25.3 (///) 23.9 (///) 24.0 (///) 22.2 (///) 19.4 (///)

兵庫県 神戸* 27.9 (+2.0) 26.5 (+1.0) 25.0 (+0.2) 25.1 (+0.8) 23.6 (+1.1) 20.7 (+0.1)

兵庫県 郡家 28.1 (+2.8) 26.6 (+1.6) 24.8) (+0.6) 25.1) (+1.6) 22.6) (+1.1) 19.6) (+0.1)

兵庫県 洲本* 27.0 (+2.5) 25.5 (+1.4) 23.5 (+0.1) 23.6 (+0.9) 21.9 (+1.0) 19.2 (+0.2)

兵庫県 南淡 27.6 (///) 26.0 (///) 24.2 (///) 24.5 (///) 22.7 (///) 19.9 (///)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

奈良県 奈良* 28.9 (+4.0) 27.0 (+2.4) 24.6 (+0.8) 24.7 (+1.5) 22.9 (+1.7) 19.7 (+0.4)

奈良県 針 25.8 (+3.4) 24.3 (+2.3) 22.0 (+0.7) 22.1 (+1.5) 20.1 (+1.6) 17.0 (+0.5)

奈良県 大宇陀 26.1 (+2.8) 24.7 (+1.8) 22.4 (+0.2) 22.7 (+1.2) 20.8 (+1.3) 17.6 (+0.2)

奈良県 五條 27.4 (///) 25.9 (///) 23.5 (///) 23.9 (///) 21.9 (///) 18.8 (///)

奈良県 上北山 26.1 (+3.2) 23.7 (+1.1) 21.5 (-0.4) 21.8 (+0.6) 20.0 (+0.8) 17.4 (0.0)

奈良県 風屋 26.3 (+3.0) 24.0 (+1.0) 22.1 (-0.2) 22.5 (+0.9) 20.7 (+1.0) 18.0 (+0.1)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

和歌山県 かつらぎ 27.9] (///) 25.4] (///) 23.0) (-0.6) 23.7) (+0.8) 21.7) (+0.8) 18.8) (-0.2)

和歌山県 友ケ島 25.9 (+1.3) 24.9 (+0.5) 23.5 (-0.2) 23.5 (+0.5) 21.8 (+0.6) 19.3 (0.0)

和歌山県 和歌山* 28.8 (+2.7) 27.3 (+1.5) 25.1 (+0.1) 25.4 (+1.1) 23.6 (+1.2) 20.8 (+0.2)

和歌山県 高野山 24.1 (+2.9) 22.5 (+1.7) 20.2 (+0.1) 20.5 (+1.1) 18.5 (+1.2) 15.4 (+0.1)

和歌山県 清水 26.4 (+2.5) 24.9 (+1.4) 22.8 (-0.1) 23.2 (+1.1) 21.1 (+1.0) 18.1 (0.0)

和歌山県 龍神 25.5 (+2.1) 23.5 (+0.3) 21.7 (-0.8) 22.2 (+0.4) 20.2 (+0.5) 17.3 (-0.5)

和歌山県 川辺 27.3 (+2.4) 25.4 (+0.7) 23.5 (-0.6) 23.8 (+0.4) 21.8 (+0.3) 19.3 (-0.4)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a64
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a64
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a65
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a65


気象庁 | 期間平均気温一覧表

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/tem00.html[2013/07/11 12:39:13]

和歌山県 栗栖川 26.4 (+2.3) 24.5 (+0.7) 22.7 (-0.4) 23.1 (+0.7) 21.2 (+0.8) 18.5 (-0.1)

和歌山県 新宮 28.7 (+3.4) 26.2 (+1.2) 23.9 (-0.4) 24.1 (+0.6) 22.4 (+0.7) 20.3 (+0.2)

和歌山県 南紀白浜 26.6 (///) 25.4 (///) 23.8 (///) 24.1 (///) 22.5 (///) 20.1 (///)

和歌山県 西川 26.8 (+2.6) 24.6 (+0.7) 22.7 (-0.5) 23.0 (+0.6) 21.0 (+0.6) 18.5 (-0.1)

和歌山県 潮岬* 26.1 (+1.2) 25.0 (+0.5) 23.3 (-0.5) 23.4 (+0.2) 22.0 (+0.4) 20.0 (-0.1)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

岡山県 上長田 25.1 (+3.3) 23.8 (+2.3) 21.7 (+0.9) 21.6 (+1.6) 19.1 (+1.2) 15.9) (+0.1)

岡山県 千屋 24.3 (+2.9) 22.9 (+1.9) 21.1 (+0.8) 21.3 (+1.7) 19.1 (+1.7) 15.9 (+0.5)

岡山県 奈義 26.6 (+2.9) 24.9 (+1.6) 23.3 (+0.6) 23.4 (+1.4) 21.5 (+1.5) 18.2 (+0.2)

岡山県 今岡 26.4 (+2.8) 24.8 (+1.5) 23.0 (+0.4) 23.1 (+1.2) 21.2 (+1.4) 18.0 (+0.2)

岡山県 久世 26.9 (+2.7) 25.1 (+1.2) 23.5 (+0.3) 23.7 (+1.2) 21.8 (+1.3) 18.5 (+0.1)

岡山県 津山* 27.2 (+3.1) 25.4 (+1.6) 23.8 (+0.7) 23.9 (+1.4) 22.1 (+1.7) 18.9 (+0.5)

岡山県 新見 26.0 (+3.4) 24.2 (+2.0) 22.3 (+0.8) 22.5 (+1.7) 20.5 (+1.7) 17.3 (+0.5)

岡山県 福渡 27.5 (+3.0) 25.9 (+1.8) 24.1 (+0.7) 24.3 (+1.5) 22.2 (+1.6) 19.0 (+0.5)

岡山県 和気 27.5 (+3.1) 26.0 (+1.9) 24.2 (+0.8) 24.4 (+1.7) 22.2 (+1.7) 18.9 (+0.4)

岡山県 高梁 27.9 (+3.0) 26.1 (+1.6) 24.2 (+0.4) 24.6 (+1.5) 22.8 (+1.7) 19.5 (+0.5)

岡山県 日応寺 27.3 (+3.2) 25.3 (+1.4) 23.5 (0.0) 23.7 (+0.9) 22.0 (+1.4) 18.9 (+0.2)

岡山県 岡山* 29.8 (+3.6) 27.8 (+2.0) 25.7 (+0.6) 25.9 (+1.4) 24.1 (+1.5) 21.0 (+0.4)

岡山県 虫明 27.5 (+2.9) 26.1 (+1.9) 24.3 (+0.7) 24.4 (+1.5) 22.3 (+1.5) 19.2 (+0.4)

岡山県 倉敷 28.8 (+3.2) 27.0 (+1.7) 25.0 (+0.5) 25.3 (+1.4) 23.5 (+1.6) 20.4 (+0.5)

岡山県 笠岡 28.2 (+2.7) 26.7 (+1.6) 24.7 (+0.3) 25.1 (+1.3) 23.1 (+1.4) 19.9 (+0.2)

岡山県 玉野 28.0 (+3.0) 26.2 (+1.5) 24.4 (+0.5) 24.5 (+1.2) 22.5 (+1.2) 19.6 (+0.2)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

広島県 高野 24.0 (+2.6) 22.8 (+1.8) 21.0 (+0.6) 21.2 (+1.5) 19.1 (+1.6) 15.8 (+0.3)

広島県 三次 26.4 (+2.5) 25.2 (+1.6) 23.6 (+0.7) 23.8 (+1.5) 21.6 (+1.4) 18.4 (+0.3)

広島県 庄原 25.5 (+2.6) 24.2 (+1.6) 22.7 (+0.8) 23.0 (+1.7) 21.0 (+1.8) 17.8 (+0.5)

広島県 大朝 25.1 (+2.7) 23.8 (+1.8) 22.0 (+0.7) 22.2 (+1.5) 20.0 (+1.5) 16.8 (+0.3)

広島県 油木 24.3 (+2.5) 22.9 (+1.4) 21.0 (+0.2) 21.2 (+1.1) 19.0 (+1.1) 15.8 (-0.1)

広島県 加計 26.0 (+2.4) 24.6 (+1.3) 23.0 (+0.4) 23.3 (+1.3) 21.3 (+1.4) 18.3 (+0.4)

広島県 三入 26.5 (+1.4) 25.1 (+0.4) 23.7 (-0.3) 24.1 (+0.7) 22.1 (+0.7) 19.1 (-0.3)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a66
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a66
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a67
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a67
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広島県 世羅 25.5 (+2.0) 24.2 (+1.1) 22.3 (-0.1) 22.6 (+0.9) 20.6 (+0.9) 17.5 (-0.1)

広島県 府中 28.0 (+3.3) 26.3 (+1.9) 24.4 (+0.7) 24.9 (+1.9) 23.0 (+2.0) 19.8 (+0.8)

広島県 東広島 26.5 (+2.5) 25.0 (+1.4) 23.2 (+0.3) 23.6 (+1.3) 21.6 (+1.4) 18.5 (+0.3)

広島県 本郷 26.0 (+2.3) 24.4 (+1.0) 22.6 (-0.3) 22.9 (+0.5) 21.4 (+1.0) 18.6 (+0.1)

広島県 福山* 28.3 (+3.0) 26.8 (+1.9) 24.8 (+0.6) 25.1 (+1.5) 23.1 (+1.6) 20.0 (+0.5)

広島県 廿日市津田 25.6 (+2.5) 24.1 (+1.4) 22.4 (+0.4) 22.8 (+1.5) 20.7 (+1.4) 17.7 (+0.4)

広島県 広島* 28.2 (+2.2) 26.7 (+1.1) 25.0 (+0.2) 25.5 (+1.3) 23.7 (+1.3) 20.7 (+0.2)

広島県 竹原 25.2 (+1.8) 24.2 (+1.2) 22.7 (+0.3) 22.6 (+0.8) 20.9 (+0.9) 18.3 (+0.1)

広島県 生口島 26.9 (+2.3) 25.5 (+1.3) 23.7 (+0.2) 23.9 (+1.0) 22.0 (+1.1) 19.2 (+0.2)

広島県 大竹 27.7 (+2.3) 26.3 (+1.3) 24.6 (+0.3) 25.0 (+1.4) 23.2 (+1.4) 20.4 (+0.6)

広島県 呉* 27.7 (+2.4) 26.2 (+1.4) 24.3 (+0.3) 24.5 (+1.1) 22.7 (+1.1) 20.1 (+0.4)

広島県 呉市蒲刈 25.9 (///) 24.7 (///) 23.0 (///) 23.1 (///) 21.5 (///) 19.0 (///)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

島根県 西郷* 26.8 (+3.7) 26.1 (+3.4) 24.0 (+2.0) 23.6 (+2.2) 21.0 (+1.6) 18.1 (+0.6)

島根県 西郷岬 25.1 (+2.4) 24.6 (+2.2) 23.1 (+1.1) 22.9 (+1.5) 20.6 (+1.4) 17.8 (+0.4)

島根県 海士 26.7 (+3.5) 26.3 (+3.5) 24.3 (+2.1) 24.0 (+2.4) 21.6 (+1.9) 18.6 (+0.8)

島根県 鹿島 26.8 (+3.1) 26.4 (+3.0) 24.3 (+1.6) 24.2 (+2.1) 21.9 (+1.8) 18.8 (+0.6)

島根県 斐川 27.0 (+2.4) 26.6 (+2.4) 24.6 (+0.8) 24.4 (+1.2) 22.2 (+1.3) 19.1 (+0.3)

島根県 松江* 27.4 (+3.2) 27.0 (+3.2) 24.9 (+1.7) 24.8 (+2.2) 22.6 (+1.9) 19.5 (+0.7)

島根県 出雲 27.1 (+3.1) 26.8 (+3.2) 24.6 (+1.7) 24.3 (+2.1) 22.0 (+1.8) 19.0 (+0.7)

島根県 大田 27.3 (+2.8) 26.7 (+2.6) 24.5 (+1.2) 24.4 (+1.7) 22.2 (+1.4) 19.2 (+0.3)

島根県 掛合 26.8 (+3.4) 26.1 (+3.1) 23.7 (+1.4) 23.6 (+2.0) 21.4 (+1.8) 18.2 (+0.6)

島根県 横田 25.5 (+2.7) 24.8 (+2.4) 22.6 (+0.9) 22.7 (+1.6) 20.6 (+1.6) 17.3 (+0.3)

島根県 赤名 24.3 (+2.3) 23.2 (+1.6) 21.5 (+0.5) 21.6 (+1.2) 19.8 (+1.5) 16.6 (+0.2)

島根県 川本 26.5 (+2.9) 25.9 (+2.7) 23.8 (+1.3) 23.8 (+1.9) 21.7 (+1.9) 18.6 (+0.7)

島根県 浜田* 27.0 (+2.8) 27.0 (+3.2) 24.6 (+1.5) 24.3 (+1.8) 22.1 (+1.6) 19.3 (+0.6)

島根県 瑞穂 24.8 (+2.3) 23.8 (+1.6) 23.3] (///) 23.1] (///) 20.0) (+1.3) 16.4) (-0.3)

島根県 弥栄 24.8 (+2.4) 24.5 (+2.5) 22.1 (+0.8) 22.0 (+1.4) 19.8 (+1.2) 16.8 (+0.2)

島根県 高津 26.6 (+2.1) 26.1 (+1.9) 23.7 (+0.1) 23.6 (+0.8) 21.3 (+0.8) 18.6 (0.0)

島根県 益田 27.9 (+2.8) 27.5 (+2.9) 25.1 (+1.2) 24.9 (+1.7) 22.7 (+1.7) 19.9 (+0.8)

島根県 津和野 26.8 (+2.4) 26.1 (+2.1) 23.8 (+0.5) 24.0 (+1.4) 22.1 (+1.5) 19.1 (+0.4)

島根県 吉賀 25.3 (///) 24.5 (///) 22.6 (///) 22.9 (///) 20.9 (///) 17.9 (///)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a68
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a68
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a69
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a69
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都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

鳥取県 境* 27.9 (+3.5) 27.3 (+3.2) 25.0 (+1.7) 24.7 (+2.0) 22.5 (+1.7) 19.5 (+0.6)

鳥取県 塩津 27.0 (+3.4) 27.1 (+3.9) 24.6 (+2.1) 24.2 (+2.4) 21.5 (+1.7) 18.7 (+0.8)

鳥取県 青谷 27.1 (+3.4) 27.0 (+3.6) 24.5 (+1.9) 24.1 (+2.1) 21.4 (+1.6) 18.4 (+0.5)

鳥取県 湖山 27.2 (+2.9) 27.1 (+3.1) 24.7 (+1.2) 24.4 (+1.6) 21.9 (+1.4) 18.9 (+0.4)

鳥取県 岩井 27.4 (+3.8) 27.1 (+3.8) 24.4 (+1.8) 24.1 (+2.2) 21.6 (+1.8) 18.5 (+0.6)

鳥取県 米子* 28.8 (+4.2) 28.2 (+4.0) 25.4 (+1.9) 25.1 (+2.3) 22.7 (+1.9) 19.6 (+0.7)

鳥取県 倉吉 27.7 (+3.6) 27.3 (+3.6) 24.7 (+1.7) 24.4 (+2.1) 21.9 (+1.6) 18.8 (+0.5)

鳥取県 鳥取* 29.1 (+4.4) 28.0 (+3.6) 25.4 (+1.8) 25.2 (+2.2) 22.9 (+1.9) 19.7 (+0.7)

鳥取県 智頭 26.7 (+3.4) 25.2 (+2.2) 23.2 (+0.9) 23.2 (+1.6) 21.0 (+1.4) 17.7 (+0.2)

鳥取県 茶屋 24.9 (+3.1) 24.0 (+2.6) 21.8 (+1.1) 21.8 (+1.8) 19.5 (+1.6) 16.3 (+0.4)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

徳島県 池田 26.8 (+2.6) 25.6 (+1.8) 23.3 (+0.2) 23.7 (+1.3) 21.7 (+1.3) 18.9 (+0.4)

徳島県 穴吹 27.2 (+2.1) 25.7 (+0.9) 23.6 (-0.6) 24.0 (+0.5) 22.3 (+0.9) 19.5 (0.0)

徳島県 徳島* 28.0 (+2.3) 26.7 (+1.4) 24.8 (+0.2) 25.1 (+1.2) 23.3 (+1.1) 20.6 (+0.3)

徳島県 京上 24.4 (+2.4) 23.1 (+1.4) 21.1 (0.0) 21.5 (+1.1) 19.5 (+1.2) 16.7 (+0.2)

徳島県 蒲生田 26.5 (+1.9) 25.2 (+1.0) 23.6 (0.0) 23.8 (+0.8) 22.1 (+0.9) 19.6 (+0.1)

徳島県 木頭 25.5 (+2.2) 23.6 (+0.6) 21.6 (-0.6) 22.1 (+0.6) 20.2 (+0.6) 17.7 (-0.1)

徳島県 日和佐 27.4 (+2.3) 25.9 (+1.2) 23.9 (-0.1) 24.4 (+1.0) 22.6 (+0.9) 20.2 (+0.2)

徳島県 海陽 27.6 (///) 26.1 (///) 23.9 (///) 24.2 (///) 22.3 (///) 19.8 (///)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

香川県 内海 27.2 (+2.4) 25.9 (+1.5) 24.1 (+0.4) 24.2 (+1.2) 22.4 (+1.3) 19.5 (+0.3)

香川県 高松* 29.5 (+3.3) 27.9 (+2.1) 25.6 (+0.6) 25.9 (+1.6) 24.1 (+1.7) 21.0 (+0.6)

香川県 多度津* 28.6 (+3.1) 27.1 (+2.0) 24.8 (+0.4) 25.0 (+1.3) 23.1 (+1.3) 20.2 (+0.4)

香川県 滝宮 28.5 (+3.2) 27.0 (+2.1) 24.6 (+0.4) 24.9 (+1.5) 22.8 (+1.4) 19.8 (+0.4)

香川県 香南 27.5 (+2.6) 26.3 (+1.7) 23.9 (-0.2) 24.3 (+0.9) 22.5 (+1.3) 19.5 (+0.3)

香川県 引田 27.3 (+2.2) 26.4 (+1.7) 24.5 (+0.5) 24.6 (+1.3) 22.7 (+1.3) 19.7 (+0.3)

香川県 財田 28.0 (+2.7) 27.2 (+2.3) 24.7 (+0.6) 24.9 (+1.5) 22.8 (+1.4) 19.7 (+0.3)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a71
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a71
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a72
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a72
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 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

愛媛県 大三島 26.2 (+1.9) 25.1 (+1.1) 23.1 (-0.1) 23.5 (+0.9) 21.4 (+0.8) 18.6) (-0.1)

愛媛県 今治 27.3 (+2.3) 25.8 (+1.2) 23.7 (-0.1) 24.0 (+0.9) 22.0 (+0.8) 19.3 (0.0)

愛媛県 西条 28.0 (+2.3) 26.3 (+1.0) 24.1 (-0.4) 24.5 (+0.7) 22.5 (+0.7) 19.7 (-0.1)

愛媛県 新居浜 28.8 (+2.8) 27.2 (+1.6) 24.9 (+0.1) 25.4 (+1.3) 23.6 (+1.4) 20.8 (+0.5)

愛媛県 四国中央 28.3 (+2.6) 27.3 (+2.0) 24.8 (+0.3) 25.0 (+1.2) 23.1) (+1.1) 20.2) (+0.1)

愛媛県 松山* 28.9 (+2.9) 27.7 (+2.1) 24.8 (+0.1) 25.1 (+1.1) 23.2 (+1.1) 20.6 (+0.4)

愛媛県 松山南吉田 27.0 (+1.7) 26.3 (+1.3) 23.7 (-0.6) 23.7 (+0.1) 21.9 (+0.3) 19.5 (-0.2)

愛媛県 長浜 27.1 (+2.6) 26.3 (+2.2) 23.3 (0.0) 23.3 (+0.8) 21.1 (+0.6) 18.8 (+0.1)

愛媛県 久万 25.4 (+2.2) 23.9 (+1.1) 21.8 (-0.3) 22.2 (+0.9) 20.2 (+1.0) 17.3 (+0.1)

愛媛県 大洲 28.3 (+2.7) 27.0 (+1.8) 24.6 (+0.1) 25.0 (+1.3) 22.8 (+1.1) 20.0 (+0.2)

愛媛県 瀬戸 25.6 (+1.5) 24.2 (+0.3) 22.2 (-1.0) 22.5 (0.0) 20.8 (+0.1) 18.6 (-0.3)

愛媛県 宇和 27.3 (+2.4) 26.3 (+1.8) 23.8 (+0.1) 24.1 (+1.1) 22.0 (+1.0) 19.2 (+0.1)

愛媛県 宇和島* 28.4 (+2.6) 27.3 (+1.8) 24.7 (0.0) 25.0 (+1.0) 23.1 (+1.0) 20.6 (+0.2)

愛媛県 近永 27.1 (+2.0) 25.7 (+1.0) 23.4 (-0.5) 23.8 (+0.6) 21.8 (+0.5) 19.3 (-0.1)

愛媛県 御荘 27.3 (+1.7) 26.2 (+1.0) 24.1 (-0.3) 24.6 (+0.9) 22.7 (+0.8) 20.4 (+0.2)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

高知県 本川 24.1 (+2.1) 22.2 (+0.6) 20.3 (-0.6) 20.7 (+0.6) 18.6 (+0.5) 16.0 (-0.3)

高知県 本山 26.5 (+2.5) 24.4 (+0.8) 22.6 (-0.3) 22.9 (+0.7) 21.1 (+0.9) 18.3 (0.0)

高知県 大栃 26.6 (+2.2) 24.5 (+0.5) 22.8 (-0.5) 23.3 (+0.6) 21.4 (+0.6) 18.9 (-0.1)

高知県 高知* 28.0 (+2.1) 26.1 (+0.5) 24.3 (-0.5) 24.8 (+0.6) 23.1 (+0.7) 20.7 (0.0)

高知県 後免 27.3 (+2.1) 25.6 (+0.8) 23.9 (-0.3) 24.3 (+0.8) 22.5 (+0.8) 20.1 (0.0)

高知県 南国日章 26.8 (+1.5) 25.3 (+0.2) 23.7 (-0.9) 24.0 (+0.1) 22.3 (+0.2) 20.0 (-0.4)

高知県 安芸 27.1 (+1.7) 25.7 (+0.6) 24.0 (-0.4) 24.3 (+0.6) 22.6 (+0.5) 20.4 (0.0)

高知県 梼原 25.1 (+1.9) 23.4 (+0.5) 21.3 (-0.8) 21.6 (+0.2) 19.8 (+0.4) 17.3 (-0.3)

高知県 須崎 27.0 (+1.7) 25.4 (+0.4) 23.5 (-0.7) 23.8 (+0.2) 22.1 (+0.2) 19.8 (-0.4)

高知県 窪川 27.1 (+2.4) 25.4 (+1.1) 23.1 (-0.5) 23.5 (+0.7) 21.3 (+0.4) 18.7 (-0.3)

高知県 室戸岬* 25.4 (+1.3) 24.4 (+0.7) 22.6 (-0.5) 22.9 (+0.4) 21.6 (+0.7) 19.5 (0.0)

高知県 江川崎 28.2 (+3.0) 26.5 (+1.7) 24.0 (-0.1) 24.4 (+1.1) 22.4 (+1.0) 19.8 (+0.3)

高知県 佐賀 27.2 (+2.0) 25.9 (+1.1) 23.9 (-0.1) 24.3 (+1.0) 22.4 (+0.9) 20.1 (+0.3)

高知県 宿毛* 27.3 (+1.7) 26.1 (+0.9) 24.0 (-0.4) 24.3 (+0.6) 22.6 (+0.6) 20.4 (+0.1)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a73
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a73
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a74
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a74
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高知県 中村 28.1 (+2.4) 26.4 (+1.1) 24.0 (-0.5) 24.5 (+0.7) 22.6 (+0.6) 20.2 (0.0)

高知県 清水* 26.8 (+1.0) 25.8 (+0.4) 24.2) (-0.5) 24.5) (+0.4) 22.9) (+0.3) 21.0) (-0.1)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

山口県 須佐 26.7 (+2.6) 26.3 (+2.6) 23.8 (+0.8) 23.6 (+1.4) 21.3 (+1.1) 18.5 (+0.2)

山口県 萩* 27.8 (+3.1) 26.9 (+2.6) 24.6 (+1.0) 24.5 (+1.6) 22.4 (+1.5) 19.6 (+0.5)

山口県 油谷 28.0 (+3.2) 27.0 (+2.6) 24.6 (+0.9) 24.5 (+1.5) 22.3 (+1.2) 19.6 (+0.4)

山口県 徳佐 26.0 (+2.8) 25.0 (+2.1) 22.9 (+0.7) 23.0 (+1.4) 21.1 (+1.5) 18.1 (+0.5)

山口県 秋吉台 25.1 (+2.0) 24.0 (+1.3) 22.3 (+0.3) 22.5 (+1.1) 20.7 (+1.1) 18.1 (+0.3)

山口県 広瀬 26.6 (+2.5) 24.8 (+1.1) 23.3 (+0.3) 23.7 (+1.4) 21.7 (+1.4) 18.8 (+0.5)

山口県 豊田 26.2 (+2.2) 25.3 (+1.7) 23.4 (+0.4) 23.7 (+1.4) 21.5 (+1.3) 18.6 (+0.4)

山口県 山口* 27.0 (+1.7) 25.7 (+0.8) 24.2 (0.0) 24.7 (+1.1) 22.9 (+1.2) 20.0 (+0.3)

山口県 岩国 27.7 (+3.0) 25.9 (+1.6) 23.9 (+0.4) 24.3 (+1.5) 22.3 (+1.4) 19.4 (+0.5)

山口県 防府 27.0 (+1.9) 25.7 (+1.0) 24.1 (+0.1) 24.5 (+1.1) 22.6 (+1.1) 19.9 (+0.3)

山口県 下松 26.6 (+2.1) 25.2 (+1.1) 23.4 (0.0) 23.8 (+1.1) 21.9 (+1.0) 19.3 (+0.3)

山口県 玖珂 27.0 (+2.3) 25.3 (+1.0) 23.6 (0.0) 24.0 (+1.0) 22.0 (+1.0) 19.1 (+0.1)

山口県 下関* 27.1 (+1.9) 26.4 (+1.6) 24.6 (+0.5) 24.5 (+1.0) 22.7 (+1.0) 20.3 (+0.5)

山口県 宇部 25.7 (+0.9) 24.9 (+0.4) 23.5 (-0.4) 23.8 (+0.5) 21.9 (+0.6) 19.4 (0.0)

山口県 柳井 26.2 (+1.4) 25.0 (+0.6) 23.1 (-0.6) 23.5 (+0.4) 21.6 (+0.4) 19.1 (-0.2)

山口県 安下庄 26.2 (+2.0) 25.0 (+1.2) 23.0 (-0.1) 23.2 (+0.7) 21.4 (+0.7) 18.9 (0.0)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

福岡県 宗像 27.7 (+2.7) 27.2 (+2.6) 24.8 (+0.9) 24.7 (+1.4) 22.6 (+1.4) 19.8 (+0.5)

福岡県 八幡 28.5 (+3.1) 27.5 (+2.5) 25.1 (+0.8) 25.0 (+1.3) 23.2 (+1.4) 20.6 (+0.7)

福岡県 空港北町 26.5 (///) 26.2 (///) 24.4 (///) 24.6 (///) 22.5 (///) 20.0 (///)

福岡県 行橋 27.5 (+2.3) 26.8 (+2.0) 24.6 (+0.5) 24.8 (+1.4) 22.8 (+1.3) 20.1 (+0.6)

福岡県 飯塚* 28.3 (+2.8) 27.3 (+2.2) 24.7 (+0.3) 24.8 (+1.1) 22.9 (+1.1) 20.2 (+0.3)

福岡県 前原 29.3 (+3.8) 28.7 (+3.5) 25.8 (+1.4) 25.6 (+2.0) 23.3 (+1.7) 20.7 (+1.0)

福岡県 福岡* 29.6 (+3.4) 28.8 (+3.0) 26.1 (+1.0) 25.9 (+1.5) 24.0 (+1.5) 21.4 (+0.8)

福岡県 博多 28.7 (+2.2) 28.0 (+1.8) 25.7 (+0.1) 25.7 (+0.8) 23.8 (+1.0) 21.1 (+0.3)

福岡県 太宰府 28.5 (+2.9) 27.5 (+2.3) 25.4 (+0.9) 25.5 (+1.7) 23.7 (+1.8) 20.9 (+0.9)

福岡県 添田 27.9 (+2.9) 26.9 (+2.3) 24.4 (+0.5) 24.5 (+1.3) 22.5 (+1.3) 19.9 (+0.6)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a81
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a81
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a82
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a82
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福岡県 朝倉 28.1 (+2.4) 27.1 (+1.8) 24.9 (+0.3) 25.2 (+1.3) 23.4 (+1.4) 20.5 (+0.5)

福岡県 久留米 28.7 (+2.7) 27.5 (+1.9) 25.5 (+0.6) 25.8 (+1.5) 24.2 (+1.7) 21.4 (+0.8)

福岡県 黒木 27.1 (+2.0) 26.2 (+1.5) 24.3 (+0.3) 24.6 (+1.2) 22.8 (+1.3) 20.0 (+0.4)

福岡県 大牟田 27.9 (+2.2) 26.8 (+1.5) 25.0 (+0.5) 25.2 (+1.3) 23.5 (+1.3) 20.8 (+0.5)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

大分県 国見 27.3 (+2.2) 26.5 (+1.8) 24.3 (+0.4) 24.5 (+1.2) 22.5 (+1.2) 19.9 (+0.5)

大分県 中津 27.9 (///) 27.3 (///) 24.8 (///) 24.9 (///) 22.8 (///) 20.0 (///)

大分県 豊後高田 27.2 (+1.9) 26.5 (+1.5) 24.1 (-0.1) 24.2 (+0.7) 22.2 (+0.7) 19.6 (+0.1)

大分県 院内 27.3 (+2.5) 26.2 (+1.7) 23.9 (+0.2) 24.2 (+1.2) 22.2 (+1.3) 19.4 (+0.4)

大分県 杵築 27.1 (+2.6) 26.3 (+2.2) 24.0 (+0.6) 24.4 (+1.7) 22.3 (+1.5) 19.6 (+0.7)

大分県 武蔵 25.4 (+1.2) 24.8 (+0.8) 23.1 (-0.4) 23.3 (+0.5) 21.3 (+0.4) 19.0 (-0.1)

大分県 日田* 27.7 (+1.9) 27.0 (+1.6) 24.8 (+0.1) 25.1 (+1.0) 23.4 (+1.3) 20.6 (+0.4)

大分県 玖珠 26.1 (+1.5) 25.4 (+1.2) 23.1 (-0.4) 23.4 (+0.6) 21.4 (+0.6) 18.5 (-0.3)

大分県 湯布院 25.8 (+2.4) 24.8 (+1.7) 22.4 (0.0) 22.6 (+1.0) 20.6 (+1.0) 17.9 (+0.2)

大分県 大分* 27.9 (+2.3) 27.1 (+1.8) 24.4 (-0.1) 24.7 (+0.9) 22.9 (+1.0) 20.4 (+0.4)

大分県 犬飼 27.9 (+2.8) 26.3 (+1.6) 23.6 (-0.3) 24.0 (+0.8) 22.1 (+0.9) 19.6 (+0.3)

大分県 竹田 27.9 (+3.4) 26.3 (+2.1) 23.4 (0.0) 23.7 (+1.0) 21.6 (+0.9) 19.1 (+0.2)

大分県 佐伯 27.4 (+2.2) 26.2 (+1.4) 24.0 (-0.1) 24.3 (+0.8) 22.6 (+0.9) 20.1 (+0.1)

大分県 宇目 26.4 (+2.1) 24.9 (+0.9) 22.8 (-0.5) 23.2 (+0.7) 21.3 (+0.9) 18.7 (+0.1)

大分県 蒲江 26.3 (+1.4) 25.3 (+0.7) 23.6 (-0.3) 23.9 (+0.6) 22.6 (+0.8) 20.5 (+0.2)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

長崎県 鰐浦 25.9 (+2.9) 25.4 (+2.5) 23.2 (+0.8) 22.6 (+0.7) 20.9 (+0.7) 18.7 (+0.1)

長崎県 厳原* 26.9 (+2.8) 26.2 (+2.5) 23.9 (+0.9) 23.5 (+1.2) 21.5 (+0.9) 19.3 (+0.4)

長崎県 美津島 26.1 (+2.5) 25.5 (+2.1) 23.3 (+0.4) 22.9 (+0.7) 21.0 (+0.7) 18.7 (+0.1)

長崎県 芦辺 26.0 (+2.3) 25.3 (+2.0) 23.1 (+0.6) 22.9 (+1.0) 21.1 (+0.9) 18.8 (+0.3)

長崎県 石田 26.4 (+1.9) 25.5 (+1.4) 23.5 (-0.1) 23.2 (+0.3) 21.5 (+0.6) 19.2 (0.0)

長崎県 平戸* 26.2 (+2.2) 25.4 (+1.8) 23.5 (+0.6) 23.3 (+1.1) 21.5 (+1.0) 19.3 (+0.5)

長崎県 松浦 28.0 (///) 27.2 (///) 24.7 (///) 24.4 (///) 22.3 (///) 19.9 (///)

長崎県 小値賀 26.8 (+2.0) 26.3 (+1.8) 24.3 (+0.4) 23.8 (+0.6) 22.0 (+0.8) 19.9 (+0.3)

長崎県 佐世保* 28.0 (+2.3) 27.3 (+2.0) 25.4 (+0.8) 25.4 (+1.4) 23.5 (+1.3) 21.0 (+0.6)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a83
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a83
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a84
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a84
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長崎県 頭ヶ島 25.6 (+1.2) 25.4 (+1.3) 23.6 (+0.1) 23.4 (+0.6) 21.7 (+0.8) 19.6 (+0.4)

長崎県 有川 27.8 (+2.5) 27.3 (+2.4) 24.9 (+0.8) 24.6 (+1.3) 22.5 (+1.1) 20.2 (+0.6)

長崎県 大瀬戸 26.2 (+1.8) 25.5 (+1.5) 24.0 (+0.7) 23.8 (+1.1) 22.1 (+1.1) 19.7 (+0.3)

長崎県 大村 28.2 (+2.1) 27.5 (+1.6) 25.5 (+0.2) 25.6 (+1.0) 23.6 (+0.9) 21.0 (+0.3)

長崎県 長崎* 28.4 (+2.5) 27.6 (+2.1) 25.5 (+0.8) 25.5 (+1.4) 23.6 (+1.3) 21.1 (+0.6)

長崎県 雲仙岳* 23.1 (+1.4) 22.5 (+1.1) 21.1 (+0.3) 21.3 (+1.1) 19.6 (+1.1) 17.0 (+0.3)

長崎県 島原 28.0 (///) 27.0 (///) 25.1 (///) 25.3 (///) 23.5 (///) 21.0 (///)

長崎県 福江* 27.4 (+2.2) 27.2 (+2.4) 25.0 (+0.9) 24.8 (+1.5) 22.9 (+1.4) 20.6) (+0.8)

長崎県 上大津 26.7 (+1.6) 26.3 (+1.6) 24.2 (+0.1) 24.1 (+0.8) 22.3 (+1.0) 19.9 (+0.4)

長崎県 口之津 27.9 (+2.1) 27.4 (+2.0) 25.3 (+0.6) 25.4 (+1.4) 23.4 (+1.2) 20.9 (+0.5)

長崎県 野母崎 25.4 (+1.4) 24.7 (+1.1) 23.1 (+0.2) 23.1 (+0.8) 21.5 (+0.8) 19.3 (+0.3)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

佐賀県 唐津 28.3 (///) 27.5 (///) 24.8 (///) 24.7 (///) 22.6 (///) 20.1 (///)

佐賀県 伊万里 28.1 (+2.7) 27.1 (+2.1) 24.7 (+0.5) 24.6 (+1.1) 22.5 (+1.0) 19.8 (+0.2)

佐賀県 佐賀* 28.4 (+2.5) 27.4 (+1.8) 25.5 (+0.6) 25.8 (+1.4) 24.2 (+1.6) 21.4 (+0.7)

佐賀県 嬉野 27.6 (+2.7) 26.7 (+2.2) 24.5 (+0.8) 24.6 (+1.5) 22.6 (+1.5) 19.8 (+0.6)

佐賀県 白石 28.0 (+2.1) 27.3 (+1.7) 25.2 (+0.4) 25.4 (+1.2) 23.4 (+1.2) 20.5 (+0.3)

佐賀県 川副 27.9 (+1.9) 27.0 (+1.3) 25.1 (0.0) 25.3 (+0.8) 23.4 (+1.0) 20.5 (+0.2)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

熊本県 鹿北 26.6 (+1.7) 25.7 (+1.2) 24.1 (+0.3) 24.5 (+1.3) 22.7 (+1.5) 19.7 (+0.5)

熊本県 南小国 25.1 (+1.8) 24.4 (+1.5) 22.4 (+0.2) 22.8 (+1.2) 20.9 (+1.3) 18.0 (+0.3)

熊本県 岱明 28.3 (+2.3) 27.2 (+1.6) 25.3 (+0.4) 25.6 (+1.3) 23.9 (+1.4) 21.2 (+0.7)

熊本県 菊池 27.8 (+2.2) 26.7 (+1.5) 24.8 (+0.2) 25.2 (+1.2) 23.5 (+1.4) 20.7 (+0.5)

熊本県 阿蘇乙姫 24.9 (+1.9) 23.9 (+1.3) 22.0 (+0.1) 22.3 (+1.0) 20.4 (+1.1) 17.7 (+0.3)

熊本県 熊本* 28.6 (+2.1) 27.7 (+1.6) 25.5 (+0.2) 25.9 (+1.2) 24.3 (+1.2) 21.6 (+0.4)

熊本県 益城 27.0 (+1.7) 26.2 (+1.2) 24.3 (-0.2) 24.6 (+0.7) 23.0 (+1.0) 20.3 (+0.3)

熊本県 阿蘇山* 21.0 (+1.7) 20.1 (+1.1) 18.6 (+0.2) 18.8 (+1.0) 17.2 (+1.1) 14.7 (+0.4)

熊本県 高森 24.9 (+1.7) 24.1 (+1.3) 22.1 (0.0) 22.4 (+1.0) 20.5 (+0.9) 17.9 (+0.2)

熊本県 三角 28.0 (+2.3) 27.2 (+1.9) 25.0 (+0.4) 25.2 (+1.3) 23.5 (+1.3) 20.9 (+0.5)

熊本県 甲佐 27.6 (+1.8) 27.2 (+1.7) 25.1 (+0.3) 25.5 (+1.4) 23.7 (+1.4) 20.9 (+0.5)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a85
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a85
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a86
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a86
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熊本県 松島 27.7 (+2.0) 27.4 (+2.1) 25.3 (+0.7) 25.5 (+1.6) 23.4 (+1.4) 20.8 (+0.6)

熊本県 本渡 28.0 (+2.3) 27.4 (+2.0) 25.0 (+0.4) 25.3 (+1.4) 23.2 (+1.2) 20.6 (+0.4)

熊本県 八代 28.2 (+1.9) 27.9 (+2.0) 25.6 (+0.5) 25.9 (+1.5) 24.0 (+1.4) 21.4 (+0.7)

熊本県 水俣 27.6 (+1.6) 27.6 (+2.0) 25.4 (+0.5) 25.6 (+1.4) 23.5 (+1.2) 20.9 (+0.4)

熊本県 人吉* 26.9 (+1.5) 26.3 (+1.3) 24.5 (+0.2) 24.9 (+1.3) 22.9 (+1.2) 20.3 (+0.4)

熊本県 上 26.7 (+1.4) 26.1 (+1.1) 24.4 (+0.1) 24.8 (+1.2) 22.8 (+1.2) 20.1 (+0.3)

熊本県 牛深* 28.1 (+2.1) 27.3 (+1.7) 25.4 (+0.5) 25.5 (+1.2) 23.8 (+1.2) 21.5 (+0.5)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

宮崎県 高千穂 25.6 (+1.5) 24.5 (+0.7) 22.5 (-0.5) 23.0 (+0.7) 21.0 (+0.7) 18.5 (0.0)

宮崎県 古江 26.3 (+1.2) 25.2 (+0.4) 23.5 (-0.6) 23.8 (+0.3) 22.2 (+0.3) 19.9 (-0.4)

宮崎県 鞍岡 24.1 (+1.7) 23.6 (+1.5) 21.7 (+0.2) 22.0 (+1.2) 20.2 (+1.2) 17.5 (+0.3)

宮崎県 延岡* 27.7 (+2.2) 26.1 (+1.0) 24.0 (-0.4) 24.4 (+0.7) 22.7 (+0.8) 20.4 (+0.2)

宮崎県 日向 27.6 (+2.0) 26.2 (+0.9) 23.8 (-0.8) 24.3 (+0.5) 22.4 (+0.3) 20.1 (-0.3)

宮崎県 神門 26.7 (+2.1) 25.3 (+1.1) 23.1 (-0.4) 23.6 (+0.9) 21.3 (+0.6) 18.9 (0.0)

宮崎県 西米良 26.1 (+1.7) 24.9 (+0.9) 23.3 (0.0) 23.7 (+1.1) 21.8 (+0.9) 19.6 (+0.4)

宮崎県 高鍋 27.7 (+1.7) 26.8 (+1.1) 24.6 (-0.3) 24.9 (+0.7) 23.1 (+0.7) 21.0 (+0.2)

宮崎県 加久藤 27.0 (+1.9) 26.1 (+1.3) 24.2 (+0.1) 24.5 (+1.1) 22.6 (+1.1) 20.1 (+0.5)

宮崎県 西都 28.1 (+1.8) 26.9 (+0.9) 24.6 (-0.6) 25.0) (+0.7) 22.9) (+0.5) 20.6) (-0.2)

宮崎県 小林 27.5 (+1.9) 26.3 (+1.0) 24.0 (-0.6) 24.4 (+0.7) 22.4 (+0.6) 20.1 (0.0)

宮崎県 宮崎* 29.0 (+2.2) 27.7 (+1.2) 25.1 (-0.5) 25.6 (+0.9) 23.5 (+0.8) 21.3 (+0.2)

宮崎県 青島 28.6 (+2.3) 27.4 (+1.4) 24.9 (-0.3) 25.4 (+1.0) 23.3 (+0.8) 21.2 (+0.3)

宮崎県 赤江 28.5 (+1.6) 27.5 (+0.7) 25.0 (-1.1) 25.5 (+0.4) 23.5 (+0.4) 21.4 (0.0)

宮崎県 都城* 28.3 (+2.2) 27.1 (+1.4) 24.8 (-0.1) 25.2 (+1.1) 23.1 (+0.9) 20.9 (+0.4)

宮崎県 油津* 28.4 (+1.6) 27.5 (+1.0) 25.3 (-0.4) 25.6 (+0.8) 23.6 (+0.6) 21.5 (+0.1)

宮崎県 串間 27.6 (+1.4) 27.0 (+1.1) 25.2 (+0.1) 25.3 (+1.0) 23.3 (+0.9) 21.1 (+0.3)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

鹿児島県 阿久根* 27.7 (+1.9) 27.4 (+2.0) 25.3 (+0.6) 25.4 (+1.5) 23.3 (+1.2) 21.0 (+0.6)

鹿児島県 大口 26.9 (+1.7) 26.2 (+1.3) 24.4 (+0.2) 24.7 (+1.2) 22.7 (+1.2) 20.0 (+0.4)

鹿児島県 さつま柏原 27.3 (+1.1) 26.7 (+0.8) 24.8 (-0.4) 25.1 (+0.7) 22.9 (+0.5) 20.3 (-0.3)

鹿児島県 中甑 27.8 (+1.7) 27.4 (+1.7) 25.5 (+0.5) 25.6 (+1.4) 23.7 (+1.3) 21.6 (+0.9)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a87
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a87
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a88
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a88


気象庁 | 期間平均気温一覧表

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/tem00.html[2013/07/11 12:39:13]

鹿児島県 川内 27.9 (+1.5) 27.5 (+1.4) 25.4 (+0.1) 25.5 (+1.0) 23.4 (+0.9) 20.8 (+0.1)

鹿児島県 溝辺 26.7 (+1.6) 26.0 (+1.2) 24.1 (0.0) 24.3 (+1.0) 22.2 (+0.8) 19.8 (+0.1)

鹿児島県 東市来 27.9 (+2.2) 27.3 (+1.9) 25.5 (+0.8) 25.5 (+1.6) 23.5 (+1.5) 21.0 (+0.7)

鹿児島県 牧之原 25.6 (+1.5) 24.7 (+1.0) 23.0 (0.0) 23.1 (+0.9) 21.1 (+0.6) 18.9 (+0.1)

鹿児島県 鹿児島* 29.2 (+1.7) 28.6 (+1.5) 26.5 (+0.2) 26.6 (+1.1) 24.6 (+1.0) 22.4 (+0.5)

鹿児島県 輝北 26.3 (+1.7) 25.4 (+1.1) 23.6 (+0.1) 23.8 (+1.1) 21.7 (+0.9) 19.5 (+0.4)

鹿児島県 加世田 28.9 (+2.4) 28.5 (+2.3) 26.5 (+1.0) 26.5 (+1.8) 24.2 (+1.5) 21.9 (+0.9)

鹿児島県 志布志 27.2 (+1.4) 26.6 (+1.1) 24.7 (-0.1) 24.9 (+1.0) 22.7 (+0.7) 20.6 (+0.2)

鹿児島県 喜入 28.4 (+1.4) 28.0 (+1.3) 26.0 (+0.1) 26.0 (+0.9) 23.8 (+0.7) 21.5 (+0.1)

鹿児島県 鹿屋 27.9 (+1.5) 27.1 (+1.1) 25.2 (0.0) 25.4 (+1.0) 23.3 (+0.8) 21.1 (+0.3)

鹿児島県 肝付前田 28.1 (+1.6) 27.2 (+1.0) 25.2 (-0.2) 25.4 (+0.8) 23.2 (+0.6) 21.0 (0.0)

鹿児島県 枕崎* 28.0 (+1.7) 27.5 (+1.5) 25.7 (+0.4) 25.6 (+1.1) 23.6 (+0.9) 21.5 (+0.4)

鹿児島県 指宿 28.4 (+1.5) 28.0 (+1.4) 26.1 (+0.3) 26.2 (+1.2) 24.1 (+1.1) 21.7 (+0.4)

鹿児島県 内之浦 27.0 (+0.5) 26.8 (+0.5) 25.1 (-0.5) 25.2 (+0.5) 23.1 (+0.3) 20.9 (-0.3)

鹿児島県 田代 26.4 (+1.2) 26.4 (+1.5) 24.8 (+0.5) 24.8 (+1.3) 22.5 (+1.0) 20.0 (+0.2)

鹿児島県 種子島* 28.4 (+1.5) 27.9 (+1.3) 26.2 (+0.2) 26.1 (+0.8) 24.0 (+0.5) 22.2 (+0.2)

鹿児島県 中種子 26.7 (///) 26.3 (///) 24.8 (///) 24.7 (///) 22.5 (///) 20.6 (///)

鹿児島県 上中 27.4 (+1.4) 26.8 (+1.1) 25.3 (+0.2) 25.2 (+0.9) 23.0 (+0.5) 21.2 (+0.1)

鹿児島県 屋久島* 27.5 (+1.1) 27.3 (+1.1) 26.0 (+0.3) 25.7 (+0.8) 23.7 (+0.5) 22.0 (+0.2)

鹿児島県 尾之間 28.1 (+1.1) 27.5 (+0.8) 26.3 (+0.2) 26.1 (+0.8) 24.1 (+0.4) 22.5 (+0.2)

鹿児島県 中之島 27.2 (+1.0) 27.0 (+1.0) 26.1 (+0.7) 25.7 (+1.1) 23.5 (+0.8) 21.5 (+0.3)

鹿児島県 笠利 28.6 (+0.2) 28.6 (+0.3) 28.1 (+0.4) 27.4 (+0.6) 25.1 (+0.1) 23.4 (-0.2)

鹿児島県 名瀬* 29.4 (+0.8) 29.5 (+0.9) 29.3 (+1.2) 28.5 (+1.1) 26.0 (+0.6) 24.0 (+0.1)

鹿児島県 喜界島 28.3 (0.0) 28.4 (+0.3) 27.9 (+0.3) 27.4 (+0.6) 25.2 (+0.2) 23.5 (-0.2)

鹿児島県 古仁屋 28.5 (+0.5) 28.6 (+0.8) 28.2 (+0.8) 27.6 (+0.9) 25.4 (+0.4) 23.7 (+0.1)

鹿児島県 天城 28.8 (+0.1) 29.0 (+0.4) 28.4 (+0.4) 27.9 (+0.7) 25.7 (+0.4) 24.0 (+0.1)

鹿児島県 伊仙 28.7 (+0.7) 28.7 (+0.9) 28.0 (+0.7) 27.4 (+0.8) 25.3 (+0.5) 23.6 (+0.1)

鹿児島県 沖永良部* 28.6 (+0.4) 28.4 (+0.3) 28.0 (+0.4) 27.4 (+0.5) 25.5 (+0.2) 23.9 (-0.1)

鹿児島県 与論島 29.2 (+0.6) 29.3 (+0.8) 28.9 (+0.8) 28.2 (+0.9) 26.1 (+0.5) 24.4 (+0.1)

 気温  降水量  日照時間 ページ先頭へ

期間平均気温  平均気温 2013年7月10日まで

都道府県 地点
前5日間平均 前10日間平均 前20日間平均 前30日間平均 前60日間平均 前90日間平均

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

平均気温
(℃)

(平年差)
(℃)

沖縄県 伊是名 29.2 (+1.1) 29.4 (+1.4) 29.1 (+1.5) 28.5 (+1.5) 26.5 (+1.2) 24.6 (+0.5)

沖縄県 奥 27.1 (+0.4) 27.3 (+0.7) 27.3 (+1.0) 26.6 (+0.8) 24.7 (+0.7) 22.8 (+0.1)

沖縄県 粟国 29.6 (+0.7) 29.7 (+0.9) 29.2 (+0.9) 28.6 (+1.0) 26.6 (+0.6) 24.8 (+0.1)

沖縄県 名護* 29.4 (+0.6) 29.4 (+0.7) 29.3 (+0.9) 28.8 (+1.0) 26.8 (+0.8) 24.8 (+0.1)

沖縄県 北原 30.1 (+1.1) 30.2 (+1.3) 29.8 (+1.3) 29.2 (+1.4) 27.2 (+1.0) 25.4 (+0.5)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a91
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a91
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沖縄県 久米島* 30.0 (+1.2) 30.0 (+1.3) 29.7 (+1.3) 29.1 (+1.3) 27.2 (+1.0) 25.4 (+0.4)

沖縄県 宮城島 28.8 (///) 28.6 (///) 28.4 (///) 28.0 (///) 26.2 (///) 24.4 (///)

沖縄県 渡嘉敷 27.5 (+0.9) 27.6 (+1.1) 27.3 (+1.1) 26.8 (+1.1) 25.0 (+0.8) 23.3 (+0.3)

沖縄県 那覇* 29.8 (+1.0) 29.8 (+1.1) 29.5 (+1.1) 29.0 (+1.1) 27.2 (+0.9) 25.3 (+0.3)

沖縄県 慶良間 29.3 (+0.7) 29.3 (+0.8) 28.8 (+0.6) 28.4 (+0.9) 26.5 (+0.5) 24.8 (0.0)

沖縄県 安次嶺 29.6 (+0.3) 29.6 (+0.4) 29.3 (+0.4) 28.9 (+0.7) 27.1 (+0.5) 25.3 (0.0)

沖縄県 糸数 27.7 (+0.8) 27.7 (+0.8) 27.5 (+1.0) 27.2 (+1.2) 25.4 (+0.9) 23.5 (+0.3)

沖縄県 北大東 29.4 (+0.3) 29.3 (+0.4) 29.1 (+0.6) 28.7 (+0.8) 27.0 (+0.6) 25.1 (-0.1)

沖縄県 南大東(南大東島)* 29.3 (+0.8) 29.2 (+0.8) 29.1 (+1.0) 28.8 (+1.2) 27.1 (+1.0) 25.1 (+0.2)

沖縄県 旧東 29.1 (+0.2) 29.1 (+0.3) 29.0 (+0.6) 28.6 (+0.8) 27.0 (+0.7) 25.0 (-0.1)

沖縄県 下地 29.2 (+0.1) 29.6 (+0.6) 29.4 (+0.7) 29.0 (+0.8) 27.9 (+1.1) 26.2 (+0.5)

沖縄県 宮古島* 29.2 (+0.5) 29.5 (+0.8) 29.4 (+0.9) 29.0 (+0.9) 27.8 (+1.0) 26.1 (+0.5)

沖縄県 鏡原 29.0 (+0.2) 29.3 (+0.5) 29.1 (+0.6) 28.6 (+0.6) 27.5 (+0.9) 25.7 (+0.3)

沖縄県 仲筋 29.7 (+0.1) 30.0 (+0.4) 29.9 (+0.7) 29.4 (+0.7) 28.2 (+0.9) 26.4 (+0.3)

沖縄県 伊原間 29.6 (+0.8) 29.8 (+1.0) 29.7 (+1.1) 29.2 (+1.0) 28.1 (+1.2) 26.3 (+0.4)

沖縄県 所野 29.4 (+0.1) 29.7 (+0.4) 29.3 (+0.2) 29.0 (+0.4) 28.1 (+0.7) 26.4 (+0.1)

沖縄県 与那国島* 29.3 (+0.4) 29.5 (+0.7) 29.2 (+0.6) 28.9 (+0.7) 27.9 (+0.8) 26.2 (+0.2)

沖縄県 西表島* 28.7 (-0.2) 29.2 (+0.3) 29.2 (+0.6) 28.8 (+0.6) 27.8 (+0.8) 26.1 (+0.2)

沖縄県 石垣島* 30.4 (+0.9) 30.5 (+1.1) 30.2 (+1.0) 29.8 (+1.0) 28.8 (+1.3) 26.9 (+0.4)

沖縄県 盛山 29.5 (///) 29.6 (///) 29.5 (///) 29.0 (///) 28.0 (///) 26.3 (///)

沖縄県 大原 29.3 (+0.3) 29.7 (+0.8) 29.6 (+0.9) 29.1 (+0.7) 28.1 (+1.0) 26.3 (+0.3)

沖縄県 波照間 29.7 (+0.7) 29.9 (+0.9) 29.7 (+0.9) 29.3 (+0.9) 28.4 (+1.2) 26.7 (+0.5)

沖縄県 志多阿原 29.7 (+0.3) 29.9 (+0.5) 29.7 (+0.5) 29.3 (+0.5) 28.4 (+0.8) 26.7 (+0.2)
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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 > 天候の状況

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・平年比で見ることができます。

気 温 昨日までの  5日平均  10日平均  20日平均  30日平均  60日平均  90日平均

降 水 量 昨日までの    10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

日照時間 昨日までの  5日合計  10日合計  20日合計  30日合計  60日合計  90日合計

・1～4週平均(合計)値

(気象台、測候所、特別地域気象観測所のみのデータによる)
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 地点別データ一覧表 平年差

 解説 

上図は、昨日までの5日間平均気温をプロットしています。
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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 > 天候の状況 > 解説

解説

天候の状況について

昨日までの天候の状況として、気温・降水量・日照時間の平年との比較をご覧にな
れます。
1日1回更新します(毎日5時頃)。
なお、降水量は5日間程度の短い期間で少雨などの状況を判断するのは適当でないた
め、5日間合計を表示していません。

データの集計方法

「天候の状況」ページでは、以下の方法で集計を行っています。
※富士山・南鳥島・昭和(南極)は除外しています。

集計の方法

データ 集計の方法

期間平
均気温

地点における日平均気温を、ある期間において平均したもの
です。

期間合
計降水
量
期間合
計日照
時間

地点における日降水量・日照時間日合計を、ある期間におい
て合計したものです。

平均気
温平年
差

ある期間において求めた期間平均気温の、同じ期間における
平年値の期間平均気温に対する差が平年差になります。
平年値が存在しない場合や、期間平均に用いる日平均気温の
資料数が足りない場合は平年差を求めません。この場合は
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(///)で表示されます。

降水量
合計平
年比
日照時
間合計
平年比

ある期間において求めた期間合計量の、同じ期間における平
年値の期間合計に対する比（％）が平年比になります。
平年値が存在しない場合や、期間合計に用いる日合計の資料
数が足りない場合は平年比を求めません。この場合は(///)で
表示されます。

凡例

プロット図

各地図の右下にあるスケールに従い、平均気温・平均気温の平年差・降水量合計・
降水量合計の平年比・日照時間合計の平年比を階級別に色分けしています。

データ（一覧表）

全国の地点の、平年差(比)・平均気温・降水量合計・日照時間合計データの値を表示
します。

データに付加する記号

表示例 意味 解説

100 正常値
統計値を求める対象となる資料が全てある値
です。（一部不足していても、日の最大値な
どを求める際に影響がない場合も含みます）

100 ) 準正常値

統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けてい
ますが、上位の統計に用いる際は一部の例外
を除いて原則として正常値と同等に扱いま
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

統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠け
ています。値そのものを信用することはでき
ず、通常は上位の統計に用いませんが、極
値、合計、度数等の統計では、その値以上
（以下）であることが確実である、といった
性質を利用して統計に利用できる場合があり
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ます。

/// 資料なし(欠測)

統計値を求める対象となる資料が全て求めら
れなかった場合です。
平年比(差)の場合は、統計値や平年値が存在し
なかったり、資料不足値であったりして比(差)
を求めることができない場合です。

地

点

の

種

別

地点には「アメダス」と地上気象観測を行う「気象台、測候所、特別地域気象観
測所」の2種類があります。
気象台等には「東京*」のように地点名に「*」をつけて区別しています。

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）

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html#exclusion

	www.data.jma.go.jp
	気象庁 | 天候の状況
	気象庁 | 気象統計情報 | 最新の気象データ
	気象庁 | 天候の状況
	気象庁 | 天候の状況
	気象庁 | 天候の状況
	気象庁 | 天候の状況
	気象庁 | 天候の状況
	気象庁 | 天候の状況
	気象庁 | 天候の状況
	気象庁 | 天候の状況
	気象庁 | 天候の状況
	気象庁 | 天候の状況
	気象庁 | 天候の状況
	気象庁 | 天候の状況
	気象庁 | 天候の状況
	気象庁 | 天候の状況
	気象庁 | 天候の状況
	気象庁 | 天候の状況
	気象庁 | 前１週間の気温、降水量、日照時間の平年差・比
	気象庁 | 期間平均気温一覧表
	気象庁 | 天候の状況
	気象庁 | 天候の状況




