
資料提供  
令 和 元 年 １ ０ 月 １ 日 

                            農業技術課長 関口 淳 
（ 担 当 補 佐 ： 鈴 木 (TEL 029-301-3936)） 

 
台風第15号による農作物等被害状況の確定について 

 
9月30日に被害状況が下記のとおり確定しましたので，資料提供します。 
※下線部分は9月20付け資料提供からの変更部分 

 
記 

 
農林水産業推計被害額合計  6,054,854 千円（前回報告比 1,640,498 千円増） 

（１）農作物 9,012.9ha，1,527,582 千円（前回報告比 1,183.4ha 増・459,709 千円増） 

種 類 被害発生地域 被害状況 
被害面積 
(ha) 

推計被害額 
(千円) 

ミニトマト 鉾田市，鹿嶋市，神栖市，茨城町 茎葉の損傷 26.9 341,961 
ピーマン 鹿嶋市，神栖市，鉾田市，行方市，つくば市 茎葉の損傷 17.8 305,641 

トマト 
行方市，鉾田市，神栖市，潮来市，稲敷市，茨城町， 
阿見町，桜川市 

落果， 
茎葉の損傷 

26.8 108,190 

コマツナ 鉾田市，行方市，潮来市，小美玉市，つくば市，笠間市 茎葉の損傷 30.5 87,692 
オオバ 行方市 茎葉の損傷 3.9 80,896 
ニラ 小美玉市，鉾田市，茨城町 葉折れ 59.9 72,287 
ミズナ 鉾田市，行方市  茎葉の損傷 13.9 54,637 
アールスメロン 鉾田市，神栖市，茨城町 茎葉の損傷 11.8 48,298 
ニンジン 鉾田市，茨城町 茎葉の損傷 65.0 47,957 
パプリカ 鉾田市 茎葉の損傷 3.9 47,178 
キュウリ 行方市，稲敷市，阿見町 茎葉の損傷 5.8 32,361 

ネギ 
常総市，行方市，坂東市，水戸市，つくば市， 
石岡市，境町，桜川市，土浦市，下妻市，常陸太田市， 
美浦村，那珂市，稲敷市，八千代町，常陸大宮市 

倒伏 145.4 30,551 

チンゲンサイ 行方市 茎葉の損傷 9.4 30,486 
ホウレンソウ 鉾田市，行方市，小美玉市，阿見町，笠間市 茎葉の損傷 10.6 29,535 
イチゴ 行方市，美浦村，鉾田市，潮来市 茎葉の損傷 5.5 24,484 

レンコン 
行方市，土浦市，かすみがうら市，稲敷市，河内町， 
阿見町，小美玉市，つくば市，守谷市 茎葉の損傷 1,329.7 23,327 

ニガウリ 常総市，古河市 倒伏 3.7 22,519 

大豆 
石岡市，常総市，結城市，桜川市，つくば市， 
八千代町，稲敷市 倒伏 549.1 18,107 

ソバ 
小美玉市，古河市，阿見町，桜川市，常陸太田市， 
城里町，常陸大宮市，土浦市，那珂市，水戸市，境町，
笠間市 

倒伏 1,021.1 15,068 

メロン 神栖市，牛久市 茎葉の損傷 1.5 12,666 
青刈りトウモロコシ 茨城町，鉾田市，小美玉市，水戸市 茎葉の損傷 220.6 12,105 

水稲 
潮来市，つくば市，常陸太田市，つくばみらい市，  
水戸市，守谷市，取手市，大洗町，稲敷市，行方市， 
東海村，結城市，龍ケ崎市 

倒伏 3,520.7 9,299 

ベビーリーフ 行方市 茎葉の損傷 2.2 9,071 
カリフラワー 潮来市 冠水 1.6 9,000 
コギク 鉾田市，龍ケ崎市 茎葉の損傷 3.1 6,480 
クウシンサイ 行方市 茎葉の損傷 1.7 6,000 

クリ 
小美玉市，笠間市，かすみがうら市，茨城町， 
石岡市，土浦市，桜川市 落果 819.7 5,953 

ナス 
常総市，阿見町，結城市，坂東市，古河市， 
かすみがうら市，つくば市，那珂市，水戸市， 
常陸大宮市，常陸太田市，下妻市，稲敷市 

スレ傷，倒伏
等 

17.8 5,683 

シュンギク 行方市 茎葉の損傷 2.1 5,165 
コネギ 鉾田市 茎葉の損傷 0.5 4,492 
ハトムギ 水戸市 倒伏 14.0 4,368 

ナシ 
牛久市，かすみがうら市，筑西市，石岡市， 
土浦市，常陸太田市，笠間市，つくば市，下妻市， 
茨城町，水戸市，小美玉市，東海村，境町，常総市 

落果 162.7 3,061 

リンゴ 牛久市，水戸市 落果 2.5 2,656 
ショウガ(加工用) 水戸市，茨城町 倒伏 19.7 2,520 
イチゴ苗 河内町 苗の損傷 0.1 1,635 
ショウガ 常総市，つくば市，下妻市 倒伏 2.3 1,286 



アスパラガス 鉾田市 茎葉の損傷 0.2 1,199 
パクチー 行方市 茎葉の損傷 0.7 1,000 
ラディッシュ 行方市 茎葉の損傷 0.9 1,000 
パパイヤ 水戸市 倒伏 0.7 720 
ズッキーニ 常総市 倒伏 0.5 531 
キャベツ 取手市，茨城町，つくば市，石岡市，桜川市 茎葉の損傷 60.3 387 
カリブラコア 河内町 苗の損傷 0.1 130 

その他（ハクサイ，カキ，グラジオラス等）県内各地 816.0 0 

計 9,012.9 1,527,582 

 

（２）農業用施設 4,456,312 千円（同 1,175,139 千円増） 

種 類 被害発生地域 被害状況 推計被害額 
（千円） 

 
パイプハウス等 
 

日立市，下妻市，笠間市，桜川市，神栖市，行方市，鉾田市，茨城町， 
八千代町，常陸大宮市，那珂市，小美玉市，筑西市，境町，つくば市， 
稲敷市，つくばみらい市，石岡市，河内町，龍ケ崎市，利根町，阿見町， 
牛久市，潮来市，鹿嶋市，水戸市，常総市，取手市，かすみがうら市， 
美浦村，ひたちなか市，土浦市，結城市，坂東市，大洗町，守谷市 

損壊等 4,456,312 

 
（３）その他 70,960 千円（同 5,650 千円増） 

種 類・被害状況 被害発生地域 推計被害額（千円） 

林業関係（しいたけ栽培施設での屋根の破損， 
寒冷紗のめくれ等） 

つくば市，潮来市 9,500 

水産業関係（養殖施設の破損，小型漁船の破損，
施設屋根，シャッター，外壁等の破損等） 

ひたちなか市，大洗町， 
鹿嶋市，かすみがうら市， 
阿見町，神栖市，行方市 

61,460 

計 70,960 

 
 

 
 


