
被害種別 被害の概況
7月11日 ひょう害 勢多郡横野村において鶏卵大～茶呑茶碗大の降ひょう（災害史）
7月17日 風害 甘楽郡において農作物11町に被害（同上）
7月 ひょう害 榛名山南において最大5cmの降ひょう。農作物2,955町被害（同上）

7月29～8月1日 水害 台風により県下全域に田畑流失、冠水など被害（同上）
4月23日 凍霜害 平坦部において農作物7,029町、789万円の被害（蚕糸業史）
5月2日 凍霜害 県内各地において被害（同上）
5月22日 ひょう害 邑楽郡において降ひょう。麦・大豆・桑546町に被害（災害史）
6月8日 ひょう害 県南西部・吾妻郡において梅の実大の降ひょう。麦・桑・苗代など農作物2,615町に被害（同上）
8月3日 ひょう害 群馬・多野郡において降ひょう（同上）

9月14～15日 風水害 カスリン台風により県下全域に水田流失5,063町、畑流失5,255町、田畑冠水24,403町、稲作被害22,300町、減収量23万石の大きな被害（同上）
5月27～28日 ひょう害 県内各地において親指大の降ひょう。麦・陸稲17,001町被害（同上）
7月3～4日 水害 雷雨により県中部において田畑流失埋没95町、田畑冠水67町（同上）
7月15～17日 水害 前線により県南西部・中部山沿において田畑流失埋没66町、田畑冠水1,600町など被害（同上）
7月28日 ひょう害 吾妻郡岩島村において梅の実大の降ひょう。大麦・小豆・桑・麻など農作物に被害（災害史）
8月5日 水害 県中部において田畑冠水など45町に被害（同上）
8月23日 ひょう害 前橋市東部において陸稲などに被害（同上）
8月24日 風水害 佐波・勢多郡において田畑冠水20町（同上）
9月5日 ひょう害 多野郡において鶏卵大の降ひょう。水稲657町、陸稲127町、桑595町に被害（同上）

9月15～16日 水害 アイオン台風により県下全域に田畑流失10,706町の被害（同上）
5月4日 凍霜害 県下全域において農作物4,223町に被害（同上）

6月19～21日 水害 デラ台風により県下全域に麦など399町に被害（同上）
7～8月 干害 平坦部において水稲700町700石の減収、陸稲5,790町17,500石の減収（同上）

8月30～9月1日 風水害 キティ台風により県下全域において水田流失494町、水田冠水1,216町稲作被害19,210町減収量66万石（同上）
6月9～14日 水害 前線により県下全域において水田冠水735町など被害（同上）
7月8日 ひょう害 県南東部・中部・南西部において鶏卵大の降ひょう。水稲4,575町、陸稲379町などに被害（同上）
7月9日 風害 高崎・藤岡市において農作物に被害（同上）

7月27～30日 水害 ヘリーン台風により県下全域において水田冠水など被害（同上）
4月26日 凍霜害 平坦部において桑6,238町に被害（気象要覧620号）
5月21日 凍霜害 利根・吾妻郡において桑1,033町・麦1,112に被害（災害報告）
5月28日 ひょう害 県南東部・南西部において農作物に被害（災害史）
6月12日 ひょう害 吾妻郡嬬恋村において農作物に被害（同上）
7～8月 干害 県内各地において水陸稲14,400町、減収量84,650石の被害（同上）
8月28日 水害 北群馬郡において水田流失16町、畑流失19町など被害（同上）
5月9日 凍霜害 利根・吾妻・北群馬郡において桑1,580町に被害（災害報告）
5月26日 凍霜害 利根・吾妻・群馬郡において桑1,897町に被害（蚕糸業史）
6月11日 ひょう害 吾妻郡坂上村において麦・桑・麻など108町に被害（災害史）
8月5～6日 水害 甘楽郡において水田流失、冠水などの被害（同上）
8月20日 ひょう害 県南東部において水陸稲697町、桑117町などに被害（同上）
10月12日 ひょう害 県中部において水稲381町、陸稲276町に被害（同上）

4月13～5月4日 凍霜害 県下全域において桑18,576町、麦44,380町に被害（蚕糸業史）
7月21日 水害 邑楽郡において田畑流失23町、冠水142町などの被害（災害史）
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7～9月 冷害 県内全域において水陸稲37,446町に被害（朝日新聞）
9月24～25日 風水害 台風13号により県下全域において水田流失、冠水、倒伏など水陸稲稔実不良になったほか、いもち病の競合発生で被害大（災害史）
4月21日 凍霜害 平坦部において桑6,133町、麦1,135町に被害（気象年報）
4月28日 凍霜害 平坦部において桑14,541町、麦3,530町に被害（同上）
6月7日 ひょう害 北群馬郡において麦163町、陸稲32町に被害（災害史）
6～7月 冷害 県下全域において稲の冷害23,550町、病害15,410町の被害（同上）
7月30日 水害 中部山沿において水田流失297町、田畑冠水214町の被害（同上）

9月18～19日 水害 台風14号により県下全域において田畑流失121町、水田冠水722町、水陸稲倒伏2,888町など被害大（災害史）
4月5日 凍霜害 県内各地において農作物10,784町の被害（気象年報）
5月15日 ひょう害 北群馬・勢多・佐波・碓氷郡において麦・桑などに被害（災害史）
5月25日 ひょう害 吾妻郡嬬恋村において農作物に被害（同上）
6月22日 ひょう害 前橋・伊勢崎・新田郡において直径2.5㎝大の降ひょう、農作物4,855町に被害大（同上）
7月11日 ひょう害 吾妻・水上町において農作物に被害（同上）
7月23日 水害 榛名山南東において田畑土砂侵入、流失などの被害（同上）
8月6日 水害 県中部において田畑流失・埋没・冠水などの被害（同上）
10月11日 水害 台風により県南東部・中部・南西部において被害（同上）
4月29日 凍霜害 県下全域において農作物49,812町に被害（気象年報）
7月22日 水害 甘楽郡において田畑冠水52町などの被害（災害史）
7～8月 干害 県内各地において水稲472町、陸稲11,038町に被害（気象年報）
9月27日 水害 台風により県南東部・中部・南西部・中部山沿に被害（災害史）
5月3～4日 凍霜害 県内各地において農作物19,456町に被害（気象年報）
5月14日 ひょう害 新田郡において梅の実大の降ひょう。農作物1,887町に被害（災害史）
6月1日 ひょう害 渋川から赤堀の線上において広範囲にわたり農作物に被害（同上）
6月4日 凍霜害 草津付近において苗代などに被害（同上）
7月5日 水害 赤城山周辺において水田流失77町、冠水136町などの被害（同上）
7月20日 水害 沼田市において水田冠水などの被害（同上）
8月5日 水害 群馬郡北西部において水田に被害（災害史）

5月9～11日 水害 県内各地において農作物に被害（同上）
3月28～29日 雪害 平坦部において15cmの積雪により麦43,534町などに被害（同上）
5～7月 干害 県内各地において水陸稲に被害（気象年報）

6月14～15日 ひょう害 県内各地において親指大の降ひょう。麦1,989町に被害（同上）
7月22～23日 水害 台風により県下全域に田畑冠水などの被害（同上）
8月25～26日 水害 台風17号により県内各地において被害（同上）
8月27日 水害 前橋・高崎市において水田流失・冠水などの被害（同上）

9月17～18日 水害 台風21号により県下全域において水田流失11町、水田冠水200町、畑流失8町、畑冠水160町などの被害（同上）
9月26～27日 水害 台風22号により県下全域に水田冠水812町、畑冠水646町など農作物に被害（災害史）
4月15日 凍霜害 平坦部および沼田・中之条付近において農作物14,737haに被害（同上）
6月4日 ひょう害 赤城・高山村・下仁田町・館林市などに親指大の降ひょう（同上）
6月15日 ひょう害 赤城南・新田・邑楽郡において最大鶏卵大の降ひょうにより麦6,236ha陸稲1,172haなどの被害（同上）
7月7日 ひょう害 新田・佐波郡において水稲1,310ha陸稲862haなどの被害（同上）
7月12日 ひょう害 長野原町において鶏卵大の降ひょうにより麦、大豆に被害（同上）
7月22日 水害 松井田町において水田埋没8ha流失3ha冠水20haの被害（同上）

33年

31年

30年

32年

28年

34年

29年

昭和２１年～４０年



8月7～9日 水害 台風6号により県下全域に被害（同上）
8月12～14日 風水害 台風7号により県下全域において水田流失11ha、冠水1,244ha、畑流失41ha、冠水600ha他桑などに大きな被害（同上）
9月26～27日 風水害 伊勢湾台風により県下全域において農作物被害52,200ha、田畑冠水567haなど大きな被害（同上）
5月21日 ひょう害 下仁田町において麦・水稲苗代・桑などに被害（同上）
6月6日 ひょう害 沼田南方において農作物262haに被害（同上）
6～7月 干害 平坦部において水稲6,680ha、陸稲12,695haに被害（気象年報）
8月2日 ひょう害 県内各地において農作物に被害（災害史）

8月11～13日 水害 台風11号・12号により吾妻北部に被害（同上）
3月26～27日 雪害 平坦部において20cmの積雪により農作物に被害（同上）
6月1日 ひょう害 館林東方において直径2cm大の降ひょう。麦927haに被害（同上）
6月7日 ひょう害 吾妻・利根郡において梅の実大の降ひょうにより被害（同上）
6月中旬 干害 県下全域において田植期の水不足により植付不能田8,291ha（同上）
6月下旬 水害 県内各地において被害。邑楽郡での被害大（災害史）

9月15～16日 風水害 第二室戸台風により県下全域において水稲倒伏9,869ha、陸稲倒伏6,905ha、果樹落果374ha他、農作物の被害大（同上）
10月9～10日 風水害 台風24号により県下全域において水稲などに被害（同上）
2～4月 干害 県下全域において小麦6,000t、大麦3,600t、はだか麦200ｔなど減収（異常気象報告）
6月18日 ひょう害 県内各地において苗代2,933a、陸稲3,839a、小麦52,272a、大麦3,374aなどの被害（災害史）
7月12日 ひょう害 安中付近・高崎市・甘楽町・榛名町において水陸稲に被害（同上）
7月15日 ひょう害 県南東部・藤岡市において水陸稲・桑などに被害（同上）
7～8月 干害 県下全域において水稲5,459ha、陸稲11,603ha、桑17,502haなど農作物に被害（同上）
8月14日 ひょう害 伊勢崎付近において農作物に被害（同上）
9月16日 ひょう害 県南西部において桑、水稲などに被害（同上）
10月31日 ひょう害 碓氷郡において刈り入れ前の水稲30haに被害（同上）
5月22日 ひょう害 尾島町において突風およびピンポン球大の降ひょうにより、農作物の被害8,000ha以上。ビニールハウスに被害（同上）
5月26日 凍霜害 利根・吾妻郡において桑596ha、麦359haに被害（異常気象報告）
5～6月 水害 県内各地において悪天つづきにより、成熟取り入れ期にあたる麦類に大きな被害（災害史）
7月2日 水害 邑楽郡において田畑冠水1,000ha（同上）
8月2日 ひょう害 中部山沿いにおいて親指大からピンポン球大の降ひょう。箕郷町付近680ha、子持村370haの被害（同上）
4月29日 凍霜害 吾妻・利根・多野・新田郡において農作物に被害（異常気象報告）
5月16日 凍霜害 利根・吾妻において農作物361haに被害（災害史）
5月24日 ひょう害 城南村から伊勢崎市にかけて農作物に被害（同上）
5月27日 凍霜害 利根・吾妻郡において桑1,453ha、水陸稲95ha、麦628haなど農作物4,152haに大きな被害（災害史）
5月30日 ひょう害 勢多郡中部において大豆大の降ひょう。麦・果樹等に被害（災害史）
6月8日 ひょう害 吾妻郡西部、北群馬郡において梅の実大の降ひょう（同上）
7月6～9日 水害 利根・吾妻郡において水田冠水などの被害（同上）
8月26日 水害 県内各地において田畑冠水など112haに被害（同上）
9月25日 水害 台風20号により県内各地において被害（同上）
5月11日 ひょう害 県内各地において大豆大から梅の実大の降ひょう。桑1,494ha、麦1,300haに被害（同上）
5月31日 水害 甘楽・勢多郡において畑流失などの被害（災害史）
6月6～7日 ひょう害 県内各地において小豆大からピンポン球大の降ひょう（同上）
5～6月 湿害 県下全域において台風の影響などを受け麦などに被害（同上）
7月16日 ひょう害 利根郡において小豆大の降ひょう。農作物に被害（同上）40年
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8月21日 水害 台風17号により県下全域において被害（同上）
9月4日 ひょう害 利根・佐波郡において梅の実大から鶏卵大の降ひょう。水陸稲653haなど農作物1,669haに被害（同上）
9月10日 水害 台風23号により吾妻・利根郡において農作物に被害（同上）

9月17～18日 水害 台風24号により県下全域において水稲12,730ha、陸稲4,935haなど農作物35,349haに被害（同上）
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