
被害種別 被害の概況
5月18日 凍霜害 利根・吾妻郡において桑などに被害（県農政部）
6月7日 ひょう害 県内各地において麦1,709ha、陸稲18haに被害（気象年報）
6月26日 ひょう害 赤城山南麓、新田郡において桑、麦など866haに被害（同上）
6月28日 水害 台風4号により県内各地において水田流失埋没50ha、水田冠水7,211ha、畑流失埋没15ha、畑冠水686haなどの被害（災害史）
8月22日 水害 台風14号により県内各地において被害（同上）

9月11～12日 水害 県内各地において田畑流失、埋没の被害（同上）
9月25日 風水害 台風26号により県下全域において農作物45,729haに被害（同上）
10月16日 ひょう害 富岡・太田・館林市・吉井・邑楽町において大豆大から親指大の降ひょう。農作物に被害（県農政部）
6月5日 ひょう害 県内各地において農作物に被害（同上）
6月15日 ひょう害 藤岡市・吉井町・榛東村において農作物41haに被害（災害史）
6月18日 ひょう害 富岡市・下仁田・甘楽町において農作物796haに被害（同上）
6月19日 ひょう害 吾妻郡高山村において農作物96haに被害（同上）
6月21日 ひょう害 渋川市において農作物32haに被害（同上）
7月4日 ひょう害 県中部・東部において農作物3,098haの被害（県農政部）
7～8月 干害 県内各地において陸稲6,390ha、水稲5,534ha、桑29,500haなど農作物41,246haに被害（災害史）

2月15～16日 雪害 県内各地において東部20cm・南西部50cm・前橋29cmの積雪によりビニールハウス219,518㎡などに被害（県農政部）
4月21日 凍霜害 山沿地方において果樹・桑などに被害（災害史）
4月30日 ひょう害 赤城山南面・榛名山南面・富岡市付近において麦などに被害（同上）
5月4日 ひょう害 榛名山付近・沼田市において農作物に被害（同上）
5月9日 凍霜害 吾妻郡・倉渕村において桑・キャベツに被害（災害史）
5月10日 凍霜害 高山・利根村・水上町において桑など50haに被害（同上）
5月30日 ひょう害 高崎市鼻高において小豆大から親指大の降ひょう（同上）
6月18日 ひょう害 吾妻郡において小梅大の降ひょう。農作物に被害（同上）
6月21日 水害 県南西部において田畑冠水などの被害（同上）
6月22日 ひょう害 田代・大笹において果樹などに被害（同上）
6月23日 ひょう害 吾妻郡において梅の実大からピンポン球大の降ひょう。水陸稲・麦・桑などに被害（同上）
7月23日 ひょう害 赤堀村においてスイカなどに被害（同上）
8月2日 水害 県西部において田畑流失冠水などの被害（同上）
8～10月 冷害 県内各地において低温と日照不足のため、水稲7,390ha、陸稲1,310haに青だち、不稔実などの被害（同上）
3月12日 雪害 県内各地においてビニールハウスの倒壊648件、198,040㎡など農作物に被害（同上）
5月7日 凍霜害 利根・吾妻郡において桑・キャベツなどに被害（同上）

5月20～21日 凍霜害 利根・吾妻郡において麦255ha、桑2,285haなどに被害（同上）
6月14日 ひょう害 県北東部において小梅大の降ひょう。りんご・麦に被害（同上）
7～9日 冷害 利根・吾妻郡において水陸稲に被害（同上）
8月23日 水害 台風9号により県内地において農作物618haに被害（同上）
1～3月 凍霜害 吾妻において桑35haなど被害（同上）
1月31日 風水害 県下全域において田畑冠水74haなどの被害（同上）
8月6日 ひょう害 伊勢崎市において稲・桑・ビニールハウスに被害（同上）
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11月6日 ひょう害 大胡・大間々町において降ひょう（同上）
1月18日 風害 県内各地においてビニールハウス467,862㎡などに被害（同上）
4月28日 凍霜害 安中・富岡・高崎市において桑1,701ha、なし7haに被害（同上）
5月9日 凍霜害 利根・吾妻郡において桑810haに被害（同上）
5月14日 ひょう害 利根・吾妻・甘楽郡において陸稲4ha、麦47haに被害（同上）
7月6日 ひょう害 県東部において太田市を中心に被害（同上）
7月16日 ひょう害 佐波・新田・吾妻郡・太田市において梅の実大の降ひょう
8月7日 ひょう害 中之条・六合村において農作物に被害（同上）
8月8日 ひょう害 高崎・沼田市・群馬町においてりんごなどに被害（同上）
8月22日 水害 渋川市において田畑の土砂流失80aなどの被害（同上）
8月31日 風水害 台風23号により県下全域において田畑冠水1,890haの被害（同上）
9月6～7日 水害 利根・吾妻郡において農作物に被害（同上）
9月26日 水害 館林市・邑楽郡において農作物に被害（災害史）
9～10月 冷害 県下全域において水陸稲が稔実不良の遅延型冷害となり、水稲16,195ha、陸稲1,804haに被害（同上）
4月1日 風害 県内各地においてビニールハウスなどに被害（県農政部）
4月10日 凍霜害 前橋市周辺においてなし・モモなどに被害（同上）
5月2日 風害 県内各地においてビニールハウスなどに被害（災害史）
5月3日 凍霜害 県内各地において桑8,646haなど農作物に被害（県農政部）

5月24～25日 凍霜害 吾妻・利根郡において桑などに被害（同上）
6月9日 ひょう害 甘楽・多野郡において降ひょう。農作物に被害（同上）
7月2日 ひょう害 前橋市・富士見村においてなし・モモなどに被害（災害史）

7月14～15日 水害 台風6号により県内各地において農作物に被害（同上）
7月22～24日 水害 台風9号により県内各地において農作物に被害（同上）
8月2日 ひょう害 吾妻郡・伊勢崎市において農作物、ビニールハウスに被害（同上）
8月23日 ひょう害 榛名町において農作物に被害（県農政部）

9月14～17日 風水害 台風20号により県下全域において農作物16,341haに被害（災害史）
11月21日 ひょう害 赤城山南麓において農作物に被害（県農政部）
5月12日 凍霜害 吾妻郡において桑などに被害（同上）
5月24日 凍霜害 吾妻・利根郡において桑などに被害（同上）
5月30日 ひょう害 県北西部において降ひょうにより農作物に被害（同上）
6月21日 水害 県内各地において雷雨により農作物に被害（上毛新聞）

7月3～9月2日 干害 県下全域において水陸稲などに被害（災害史）
5月7日 凍霜害 勢多郡・西部山沿において農作物に被害（県農政部）
5月24日 ひょう害 沼田市において桑・果樹に被害（同上）
5月27日 ひょう害 前橋・伊勢崎・館林市において農作物に被害（同上）
6月6日 ひょう害 県北西部において農作物に被害（同上）
6月9日 ひょう害 沼田市・赤城村・尾島町において直径1cm大の降ひょう（同上）
7月30日 ひょう害 吾妻郡において農作物に被害（災害史）

8月25～26日 風水害 台風14号により県北西部において農作物に被害（同上）
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8月31～9月2日 風水害 台風16号により県内各地において田畑流失埋没、冠水の被害（同上）
2月17日 風害 伊勢崎市においてビニールハウスなどに被害（同上）
5月18日 凍霜害 吾妻郡において農作物に被害（県農政部）
5月22日 凍霜害 吾妻・利根郡において農作物に被害（県災害資料）
5月26日 ひょう害 倉渕・上野村において農作物に被害（同上）
6月9～10日 ひょう害 県内各地において小豆大からウズラの卵大の降ひょう。農作物は戦後最大の被害（災害史）
8月16～17日 水害 台風5号により県内各地において被害（同上）
8月22～23日 風害 台風6号により県内各地において被害（同上）
5月9日 ひょう害 高崎市・群馬町において果樹・野菜などに被害（県災害資料）
5月13日 風害 赤堀・佐波郡東村において農作物に被害（災害史）
5月17日 ひょう害 県東部において農作物に被害（県災害資料）
6月15日 ひょう害 前橋・高崎市に小梅大の降ひょう。農作物に被害（気象年表）
7～9月 冷害 県下全域において水陸稲に被害（災害史）
9月8日 風水害 台風17号により県内各地において被害（同上）
2月22日 風害 子持村において竜巻が発生、ビニールハウスに被害（同上）
4月18日 風害 赤堀・佐波郡東村において農作物に被害（同上）

5月16～17日 風害 県南東部・沼田市において農作物に被害（同上）
7月2日 水害 高崎市・榛名町において田畑流失埋没、冠水などの被害（同上）
7月7日 ひょう害 県西部において農作物に大きな被害（県災害資料）
7月16日 水害 県南東部において田畑流失埋没、冠水などの被害（同上）

8月15～19日 水害 県南東部において田冠水57ha、畑冠水135haなどの被害（災害史）
8月7～27日 水害 県下全域において長雨により農作物に被害（同上）
3月1日 風害 県南部において農作物に被害（同上）
4月25日 ひょう害 松井田町において降ひょうにより農作物に被害（同上）
6月13日 ひょう害 利根郡においてりんごなどに被害（県農政部）
7月27日 ひょう害 昭和村において桑などに被害（同上）

7月13～8月29日 干害 県下全域において干ばつにより農作物に被害（災害史）
8月30日 ひょう害 県北西部において直径3～4cmの降ひょう（同上）
3月31日 風害 県内各地においてビニールハウスなどに被害（同上）
4月18日 凍霜害 前橋市において桑などに被害（同上）
5月13日 凍霜害 県内各地において農作物に被害（同上）

5月24～25日 水害 吾妻郡において田畑冠水などの被害（同上）
5月31日 凍霜害 六合村において農作物に被害（同上）
6月2～3日 ひょう害 県中部・西部において農作物に被害（同上）
7月6日 ひょう害 県中部において大豆大からウズラの卵大の降ひょう。農作物263haに被害（県農政部）

7月24～25日 ひょう害 富岡・安中市・松井田町の農作物1,117haに被害。（上毛新聞）
9月30～10月1日 風水害 台風16号により桐生・太田市においてビニールハウス及び農作物に被害（災害史）
9月23～10月4日 水害 県内全域において秋雨前線の影響を受け農作物に被害（同上）
10月12日 ひょう害 嬬恋村において小豆大の降ひょうにより野菜に被害（同上）
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10月18～19日 風水害 台風20号により県下全域においてビニールハウスなど被害（同上）
3月10日 風害 県南部・南東部において農作物に被害（同上）
4月23日 ひょう害 県東部においてサヤエンドウなど農作物に被害（県農政部）
4月26日 凍霜害 前橋市において農作物に被害（県災害資料）
5月1日 ひょう害 県南東部において農作物152haに被害（県農政部）
5月6日 風害 県中央部・南東部において農作物に被害（同上）
7月22日 ひょう害 利根村において農作物に被害（災害史）

7月25～8月31日 冷害 県下全域に農作物59,460haに被害（同上）
9月10～10月5日 冷害 県下全域において水稲の登熱最盛期にあたる9月下旬の低温と日照不足に加え、いもち病が広範囲に発生（同上）

12月7日 ひょう害 前橋市において農作物36haに被害（同上）
1月4～8日 雪害 県北部においてパイプハウス245件に被害（同上）
2月16～17日 雪害 吾妻町・新治・昭和村において積雪のためパイプハウスなどに被害（同上）
3月15日 風害 前橋・藤岡市・新町においてビニールハウスに被害（同上）
5月31日 凍霜害 県北部において農作物に被害（県農政部）
6月4～5日 ひょう害 県南部において麦・果樹などに被害（同上）
8月22～23日 風水害 台風15号により県下全域において農作物5,815haに被害（災害史）
3月下旬 凍霜害 前橋市においてなし・モモなどに被害（気象月報）
4月26日 噴火 浅間山の噴火により県南西部降灰被害（桑・りんご）（同上）

5月15～16日 凍霜害 吾妻郡において桑・りんごなどに被害（同上）
5月18日 ひょう害 榛東村・榛名町において桑・梅などに被害（同上）
5月29日 ひょう害 前橋市・富士見村において桑・麦など農作物に被害（同上）
6月8～9日 ひょう害 渋川市・榛東・吉岡・新治村において桑・小麦・ぶどう・りんごなど農作物に被害（同上）
6月13日 ひょう害 中之条町において桑・水稲などに被害（同上）

6月20～21日 ひょう害 嬬恋村・吾妻町において農作物に被害（同上）
7月31～8月2日 風水害 台風10号により県下全域において水陸稲・桑・果樹・園芸施設・家畜など被害甚大（同上）

8月8日 ひょう害 嬬恋村において農作物に被害（同上）
9月10～13日 風水害 台風18号により県下全域において田畑冠水1,322haに被害（気象月報）
6月9～10日 ひょう害 県内各地において広範囲にわたり農作物被害大（同上）
7月9日 ひょう害 倉渕村において農作物に被害（同上）
8月9日 ひょう害 吾妻町において桑などに被害（同上）

8月15～18日 風水害 台風5号・6号により県下全域において田畑冠水などの被害（同上）
9月7～8日 ひょう害 県南西部・吾妻・利根郡において農作物に被害（同上）
9月27～29日 風水害 台風10号により県下全域において被害（同上）
1～3月 雪害 沼田市・利根郡において園芸施設・果樹などに被害（同上）
2～4月 冷害 県内各地において長期間の低温が続き麦・桑に被害（同上）
5月2日 ひょう害 県内各地において桑・麦・果樹などに被害（同上）
7月26日 風水害 台風6号・7号により県内各地において農作物に被害（同上）
6月3日 ひょう害 宮城村において桑・なしなどに被害（同上）

6月18～7月1日 冷害 前線により連日曇雨天の日が続き農作物に被害（同上）
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6月30～7月1日 風水害 台風6号により県下全域に農作物1,759haの被害（同上）
7月18～24日 ひょう害 県北西部を中心に連日降ひょう。農作物629haに被害（同上）
9月6日 水害 県中部において水田冠水など被害（同上）

2月18～19日 雪害 県下全域において園芸施設・果樹など農作物に被害。前橋市の積雪は26cm（同上）
3月22～23日 雪害 県下全域において園芸施設・果樹など農作物に被害。前橋市の積雪は16cm（同上）
5月27日 凍霜害 北部山沿において晩霜のため桑などに被害（同上）
6月2日 ひょう害 県南西部を中心に小豆大から梅の実大の降ひょう。桑・麦など農作物に被害（同上）
7月30日 ひょう害 吾妻郡において大豆大の降ひょうにより農作物に被害（同上）
8月1日 ひょう害 北部山沿においてりんごなどに被害（同上）
8月4～5日 風水害 台風10号により県南東部において水稲345haが冠水（同上）
10月3日 ひょう害 赤城山付近の子持・赤城・昭和村において梅の実大の降ひょうによりりんごなどに被害（同上）
4月14日 凍霜害 南部において果樹、桑、小麦他被害。被害面積6,739ha（群馬県の気象百年）
7月9日 ひょう害 北部山沿いにおいて野菜、花き他に被害。被害面積234ha（同上）
8月13日 ひょう害 県南・西部において親指大から大豆大の降ひょうにより農作物に178haの被害（同上）

6月14～18日 ひょう害 県下全域において農作物2,520haに被害（同上）
7月21～9月30日 冷害 県下全域において農作物38,116haに被害（同上）
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