
被害種別 被害の概況
4月26日 ひょう害 榛名において被害

4月29～30日 凍霜害 県下全域において、農作物被害664ha
5月9日 ひょう害 高崎・榛名において被害

7月16～17日 ひょう害 嬬恋において小豆大の降ひょうにより、農作物123haに被害
8月26～27 風水害 台風17号により農作物425haに被害
4月25日 凍霜害 南部平野部において農作物442haに被害
5月8日 ひょう害 県中・西部において農作物442haに被害
7月16日 ひょう害 藤岡・月夜野において農作物491haに被害

7月22～24日 ひょう害 県内各地において降ひょうにより園芸施設37棟に被害
7月16～9月12日 干害 県下全域において農作物3,217haに被害
9月19～20日 風水害 県下全域において台風19号により農作物1,475haに被害
11月29～30日 風水害 南部平野部において農作物629haに被害
5月4日 凍霜害 県内各地において農作物2,324haに被害

8月19～21日 風水害 台風12号により県内各地において農作物303haに被害
9月18～19日 風水害 台風18号により県内各地において農作物134haに被害
8月1～10月20日 風水害 台風21号により県南東部において農作物に4,384haに被害
5月20～27日 ひょう害 県西・北部において降ひょうにより農作物669haに被害
9月1～20日 干害 県中央・南東部において無降水継続により農作物2,362haに被害

5年 7～9月 冷害 県内全域において農作物41,150haに被害
5月30～31日 ひょう害 北部山沿いおよび南部において農作物899haに被害
7月16～18日 ひょう害 南部平野部において農作物171haに被害
8月2日 ひょう害 南部平野部において農作物691haに被害
9月8日 ひょう害 南部平野部において農作物1,127haに被害

7月～9月10日 干害 県内全域において農作物5,340haに被害
9月29～30日 風水害 台風26号により県内全域において農作物5,246haに被害
7月10日 ひょう害 前橋市において降ひょうにより農作物150haに被害
8月9日 ひょう害 沼田・桐生市において降ひょうにより農作物97haに被害

8月20～22日 ひょう害 県南部において降ひょうにより農作物398haに被害
12月25～27日 雪害 県内北部においてパイプハウス384棟の被害
4月11～14日 凍霜害 県南部で農作物914haに被害
7月3日 ひょう害 県内ほぼ全域で農作物・果樹3,930haに被害　ハウス191棟に被害
7月19日 ひょう害 長野原町・嬬恋村で農作物97.5haに被害

1月5日～6日 雪害 県北部で果樹に被害
5月25日 ひょう害 県南部で農作物・果樹373.9haに被害
6月20日 台風7号 農作物に被害　ハウス83棟に被害
6月27日 ひょう害 県北部で農作物215.5haに被害　ハウス55棟に被害
8月3・4・7日 ひょう害 県中・北部で農作物527.3haに被害
1月8・15日 雪害 県南東部を中心にハウス1,650棟に被害

年次

平成元年

2年

3年

10年

8年

7年

9年

6年

4年

平成元年～３０年



9月21日 竜巻 県東部でハウス34棟に被害
10月17日～18日 台風10号 県北部で果樹331haに被害

4月30日 凍霜害 県北部を中心に農作物に被害
9月14日～15日 台風16号 県中・西部を中心に農作物885.8haに被害
10月28日 竜巻 水上町で果樹5haに被害
5月上旬 ひょう害 県西部・北部で果樹を中心に被害
5月下旬 ひょう害 県中部・東部で農作物に被害
6月3日 ひょう害 吾妻郡で農作物19haに被害
7月4日 ひょう害 吾妻郡を中心に農作物770haに被害
8月4日 ひょう害 県中部を中心に農作物59haに被害　ハウス6棟に被害
9月8～9日 水害 県北部を中心に農作物に被害
1月7日～8日 雪害 平野部を中心に広範囲の大雪となりハウスに多数の被害
1月26日～27日 雪害 平野部では記録的な大雪となり農業被害が発生
4月23日 凍霜害 吾妻町・中之条・赤堀町等で農作物に被害
5月16日 ひょう害 県中部および西部の果樹・農業施設に被害
5月29日 ひょう害 県西部・東部で農作物に被害
6月10日 ひょう害 農作物に被害
7月19日 ひょう害 県北部で野菜・果樹・農業用施設に被害

8月21日～22日 風水害 県内各地で農作物169ha・ハウス0.14haに被害
8月22日 風害 太田市でガラスハウスに被害

9月8日～11日 風水害 農業被害102ha、農地農業用施設25箇所に被害
1月26日～27日 雪害 吾妻町・渋川市・東（吾）村・中之条町等でパイプハウスに被害

4月3日 ひょう害 高崎市のウメ・伊勢崎市の野菜ならびに前橋市・高崎市のビニールハウスに被害
4月13日 ひょう害 榛名町・箕郷町のウメに被害
5月20日 ひょう害 高崎市で麦に被害
5月27日 ひょう害 新治村・下仁田町で果樹・野菜に被害

7月9日～11日 風水害 県内各地で建物浸水（40棟）、耕地流出、冠水等農地被害（511ha）、境町で竜巻による建物全・半壊20棟
8月3日 風水害 県内各地で建物浸水（69棟）
8月13日 ひょう害 前橋市でアジサイ5,000鉢に被害を受けるなど農業被害1ha
9月4日 風水害 前橋市・高崎市を中心に建物浸水（125棟）

9月30日～10月1日 風水害 県内各地で農業被害（208ha）
4月5日 雪害 榛名町で多目的ネット等が破損し、枝折れ等が発生（23a）
5月10日 凍霜害 利根郡で野菜や果樹5.2haに被害
5月23日 ひょう害 長野原町、嬬恋村で果樹や野菜20haに被害
6月7日 ひょう害 沼田市と県西部で果樹や野菜129haに被害
8月24日 ひょう害 県下全域で野菜や果樹29haに被害。その他パイプハウスにも被害が発生
12月20日 雪害 パイプハウスが利根郡で582棟、吾妻郡で269棟、県下全体で895棟倒壊．農作物にも1haの被害
4月20日 風害 強風により県下全域でパイプハウスに被害
4月25日 凍霜害 県西部・東部で桑・りんご・馬鈴薯など農作物に被害
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6月21日 風害 台風６号によりビニールハウスの倒壊や果樹の落果が発生
7月9日 ひょう害 県中部・西部・吾妻地域で農作物に被害が発生
7月25日 ひょう害 県北部・中部で農作物に被害が発生

8月30～31日 風害 県北部を中心にコンニャク・ナス・りんごなど農作物103ha、パイプハウス24棟に被害が発生
9月1・23・29日 噴火 浅間山の噴火に伴う火山灰により吾妻地区を中心に農作物に被害が発生
10月8～9日 水害 100㎜を超える大雨により県下全域で農作物に被害が発生
10月19～21日 水害 100㎜を超える大雨により県下全域で農作物に被害が発生
2月１～６日 雪害 県北部で雪が降り続き住宅の屋根が損壊した
7月30日 水害 赤城榛名を中心に大雨となり一部地域に土砂崩れが発生
１月 雪害 県北部で雪が降り続き住宅の一部が損壊する被害が5棟発生
4月3日 風害 吾妻地域でレタス･はくさいなどの農作物及びパイプハウスに被害が発生

6月15･16日 水害 県東部を中心に大雨による土砂災害が発生
6月27日 ひょう害 県北部を中心に降ひょうがあり沼田市で枝豆に被害が発生
6月28日 風害 館林市でダウンバーストによりハウス等に被害が発生

7月17～19日 水害 県内全域で土砂災害が発生
8月22日 水害 桐生・伊勢崎両市を中心に大雨により住宅等の浸水被害が発生

8月23～24日 水害 赤城山から桐生市にかけて大雨となり土砂崩れが発生
12月26～27日 水害 120㎜を超える日降水量を記録し住宅の床上浸水や道路冠水が発生
2月15日 風害 安中市でつむじ風によりハウスに被害が発生
3月20日 風害 板倉町でビニールハウスに被害が発生
5月10日 ひょう害 県内全域で農作物に被害が発生
5月15日 ひょう害 利根沼田地域で農作物に被害が発生
5月19日 ひょう害 西毛地区で農作物に被害が発生

7月29～30日 水害 県下全域で大雨により住宅への浸水、土砂崩れ等の被害が発生
8月5・6日 水害 南部を中心に激しい雷雨となり住宅への浸水、土砂崩れ等の被害が発生
8月20日 ひょう害 県下全域で雷雨となり、吾妻地域に降ひょうによる農作物被害が発生

9月5日～7日 水害 台風9号により県下全域で農作物被害が発生したほか、がけ崩れ・浸水による建物被害が発生
2月23～24日 風害 強風により桐生・みどり両市でキュウリ、ナスなどの農作物およびパイプハウスに被害が発生
7月25日 ひょう害 県東部で野菜や果樹に被害、そのほかパイプハウスにも被害が発生
8月9日 ひょう害 嬬恋村・みなかみ町で野菜や果樹に被害が発生

21年 7月27日 竜巻 館林市で野菜やエコノミーハウスに被害
2月6日 雪害 県北部でパイプハウスに被害
3月9日 雪害 県中部、東部で野菜や果樹、パイプハウスに被害
4月17日 雪害 県北部で果樹および農業施設に被害
3月～4月 凍霜害 県西部で果樹に被害
7月24・26日 ひょう害 県西部から北部で野菜や果樹、パイプハウスに被害
夏季 高温障害 県下全域で高温障害により水稲に被害

23年 7月26日 ひょう害 沼田市、みなかみ町で野菜や果樹に被害
5月17日 ひょう害 前橋市で果樹に被害
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6月1日 ひょう害 県北部で果樹に被害
6月19日 風水害 台風4号により渋川市で果樹に被害、県下全域で園芸施設に被害
9月30日 風水害 台風17号により県中・北部で果樹に被害、県下全域で園芸施設に被害
4月中・下旬 凍霜害 県中部・西部・北部で果樹・桑に被害
7月9・26日 ひょう害 沼田市、渋川市で果樹に被害
9月16日 風水害 台風18号により県北部、吾妻地域で果樹に被害
10月16日 風水害 台風26号により県中部で果樹に被害

2月8・9・14・15日 雪害 県下全域で農業用施設及び家屋に甚大な被害
6月上・中旬 雨害 県中部・東部で大麦に穂発芽の被害
4月10・15日 ひょう害 高崎市で果樹（なし）に被害
6月13・15日 ひょう害 県北部で果樹（りんご）に被害
6月15日 風害 県中部で突風により園芸施設に被害
4月中下旬 凍霜害 県北部で果樹（りんご）に被害
7月14・15日 風害 県中部でダウンバーストにより園芸施設に被害
11月24日 雪害 前橋市、渋川市で園芸施設に被害
6月上旬 ひょう害 県北部でりんごが損傷する被害
9月 台風18号 沼田支所管内を中心に園芸施設に被害
10月 台風21号 県北部・東部を中心に水稲と園芸施設に風害及び水害

7月下旬～8月下旬 日照不足 水稲において平坦部でいもち病の被害
9月 台風21号 沼田支所管内で風害により園芸施設に被害

10月上旬 台風24号 沼田支所管内で園芸施設に損害及び水稲の倒伏、収穫遅れに伴う獣害
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