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区　分 地域名 市町名 被害対象 被害状況 被害箇所（棟、箇所）

全壊、半壊 17
一部破損、ビニール等破損 28

獣害防止柵 一部破損 2

牛舎 一部破損 1

農協施設関係 一部破損 5

全壊、半壊 142

ビニール等破損 886

農協施設関係 一部破損 3

全壊、半壊 63
一部破損、ビニール等破損 124

鉄骨ハウス 一部破損 4

農舎・農業用倉庫 一部破損 2

防風・防鳥ネット 一部破損 23

農協施設関係 一部破損 8

全壊、半壊 87
一部破損、ビニール等破損 181

獣害防止柵 一部破損 1

農協施設関係 一部破損 1

全壊、半壊 90
一部破損、ビニール等破損 116

農舎・農業用倉庫 一部破損 1

農協施設関係 一部破損 4

小計 1,789

全壊、半壊 3
一部破損、ビニール等破損 35

獣害防止柵 一部破損 2

防霜ファン 全壊 1

農舎・農業用倉庫 半壊・一部破損 2

牛舎 一部破損 1

堆肥舎 一部破損 4

全壊、半壊 5
一部破損、ビニール等破損 9

コンテナハウス 一部破損 1

堆肥舎 一部破損 1

小計 64

全壊、半壊 58
一部破損、ビニール等破損 310

鉄骨ハウス 一部破損、ビニール等破損 25

乾燥ハウス 一部破損 3

獣害防止柵 一部破損 2

農舎・農業用倉庫 全壊、半壊、一部破損 32

牛舎 一部破損 44

豚舎 一部破損 1

鶏舎 一部破損 3

倉庫（畜産） 半壊、一部破損 3

乾燥ハウス（畜産） 全壊、半壊、一部破損 12

堆肥舎 全壊、一部破損 8

農協施設関係 一部破損 26

大津南部

ビニールハウス

ビニールハウス

平成30年台風第21号に伴う農水産業被害に関する情報について（確報）
（平成30年11月13日現在）

ビニールハウス

ビニールハウス等

守山市

ビニールハウス

大津市

野洲市

甲賀市

草津市

ビニールハウス

湖南市

ビニールハウス

栗東市

近江八幡市

農業施
設関係

ビニールハウス

甲賀

東近江



全壊、半壊 140
一部破損、ビニール等破損 534

鉄骨ハウス 全壊、半壊、一部破損 111

果樹棚・ネット 全壊、一部破損 59

農舎・農業用倉庫 全壊、半壊、一部破損 26

販売所 一部破損 1

牛舎 一部破損 9

倉庫（畜産） 一部破損 2

乾燥ハウス（畜産） 半壊、一部破損 3

堆肥舎 全壊、一部破損 2

農協施設関係 一部破損 42

全壊、半壊 22
一部破損、ビニール等破損 19

農舎・農業用倉庫 全壊、一部破損 9

農協施設関係 一部破損 12

全壊、半壊 16
一部破損、ビニール等破損 53

鉄骨ハウス 一部破損、ビニール等破損 5

獣害防止柵 一部破損 1

果樹棚・ネット 一部破損 19

農舎・農業用倉庫 全壊、一部破損 4

牛舎 一部破損 2

鶏舎 一部破損 7

堆肥舎 全壊 1

小計 1,626

全壊、半壊 73
一部破損、ビニール等破損 180

鉄骨ハウス ビニール等破損 5

果樹棚・ネット ネット破損 8

農協施設関係 一部破損 19

全壊、半壊 46
一部破損、ビニール等破損 41

雨よけ ビニール等破損 1

農協施設関係 一部破損 18

全壊、半壊 12
一部破損、ビニール等破損 40

鉄骨ハウス 一部破損 2

農舎・農業用倉庫 一部破損 4

牛舎 一部破損 3

馬小屋 一部破損 1

堆肥舎 全壊 1

農協施設関係 一部破損 9

全壊、半壊 25
一部破損、ビニール等破損 27

農協施設関係 一部破損 2

全壊、半壊 7
一部破損、ビニール等破損 26

獣害防止柵 一部破損 1

農舎・農業用倉庫 全壊、一部破損 3

農協施設関係 一部破損 1

小計 555

湖東

ビニールハウス

ビニールハウス

彦根市

日野町

ビニールハウス

愛荘町

豊郷町

甲良町

農業施
設関係

竜王町

ビニールハウス

多賀町

東近江市

東近江

ビニールハウス

ビニールハウス

ビニールハウス

ビニールハウス



全壊、半壊 60
一部破損、ビニール等破損 72

鉄骨ハウス ビニール等破損 1

果樹棚・ネット 一部破損 1

農舎・農業用倉庫 一部破損 9

獣害防止柵 一部破損 1

農協施設関係 一部破損 11

全壊、半壊 9
一部破損、ビニール等破損 13

農舎・農業用倉庫 半壊、一部破損 4

農協施設関係 一部破損 6

小計 187

全壊、半壊 37
一部破損、ビニール等破損 41

鉄骨ハウス 一部破損 2

獣害防止柵 一部破損 50

農舎・農業用倉庫 全壊、一部破損 8

牛舎等 全壊、一部破損 4

鶏舎 一部破損 1

豚舎 全壊 1

カーフハッチ（畜産） 全壊 6

堆肥舎 一部破損 1

農協施設関係 一部破損 21

小計 172

県計 4,393

被害額 3,241,017千円

高島市

ビニールハウス

高島

長浜市

農業施
設関係

湖北

ビニールハウス

ビニールハウス

米原市



区　分 地域名 市町名 被害対象 被害状況 被害面積(ha)
野菜類（ｷｭｳﾘ､ﾄﾏﾄ､ｺﾏﾂﾅ等） 収穫不可 0.33
果樹類（ブドウ、イチジク） 収穫不可 0.08

花き類 収穫不可 0.06
野菜類(ﾐﾌﾞﾅ､ﾐｽﾞﾅ､ﾈｷﾞ等) 収穫不可 20.65

果樹類（日本なし） 収穫不可 0.20

花き類 収穫不可 0.05
野菜類（軟弱野菜、ﾒﾛﾝ､ｷｭｳﾘ等） 収穫・販売不可 2.10
果樹類（日本なし、イチジク等） 収穫・販売不可 8.20
野菜類（ネギ、コマツナ等） 収穫不可 2.01

果樹類（イチジク） 収穫不可 0.57
野菜類（コマツナ、ミズナ等） 収穫不可 0.45

果樹類（日本なし） 落果 0.65

小計 35.35

甲賀市 茶 幼木欠損 0.05

小計 0.05

野菜類(ﾅｽ､ｷｬﾍﾞﾂ､ｵｵｶﾌﾞ) 葉折れ 110.77

そば 茎折れ 0.59

果樹類（ブドウ） 落果 0.96

水稲 倒伏 10.00
果樹類（なし、ブドウ、イチジク） 落果 28.91
野菜類（ｷｬﾍﾞﾂ､ﾊｸｻｲ､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ等） 葉折れ、枝折れ、枯死 80.34

日野町 野菜類（キャベツ､ヒノナ） 葉折れ 4.00
果樹類（なし、ブドウ等） 落果、樹体損傷 6.89
野菜類（スイートコーン） 倒伏 0.05

小計 242.51

彦根市 果樹類（日本なし） 落果 3.00

小計 3.00
切り花類 浸水 0.04
野菜類（キャベツ等） 浸水、倒伏 3.93
果樹（ぶどう、かき） 落果 0.25
生乳 冷蔵施設の停電による廃棄

小計 4.22

野菜類（なす、だいこん、ピー
マン、ブロッコリー） 落果等 2.29

果樹類（柿、栗、いちじく、なし等） 落果、枝折れ 52.36

小計 54.65

県計 339.78

被害額 399,340千円

湖北

近江八幡市

大津市

草津市

甲賀

湖東

大津南部

竜王町

栗東市

長浜市

東近江市
東近江

高島市

野洲市

農作物
等関係

守山市

高島



区　分 地域名 市町名 被害対象 被害状況 被害箇所(箇所)

草津市 揚水機場 屋根破損等 2

揚水機場 通信ケーブルの切断 2

ため池 土砂堆積 1

水路 一部破損 1

甲賀 甲賀市 水路 一部破損 1

近江八幡市 揚水機場 屋根破損等 3

竜王町 揚水機場 屋根破損 1

湖東 彦根市 集落排水施設 屋根破損 1

長浜市 揚水機場 屋根破損 1

揚水機場 屋根破損 2

農村公園施設 フェンス破損等 2

田 土砂堆積等 2

ため池 一部破損 1

頭首工 一部破損 1

水路 一部破損等 21

県計 42

被害額 78,350千円

区　分 地域名 市町名 被害対象 被害状況 被害箇所(統、隻、箇所)

屋根破損 1

沈没 2

漁具（エリ） 傾倒、倒壊等 21

漁協施設 屋根破損等 14

漁協施設等 庇崩落等 2

漁具（エリ） 傾倒 1

漁具（エリ） 一部破損 22

漁船 沈没 2

養殖施設 ビニールハウス損傷等 2

養殖施設 屋根破損 2

漁港施設 係船施設損傷 1

栗東市 養殖施設 ビニールハウス損傷等 1

甲賀 湖南市 漁協施設 屋根破損 1

漁協施設 シャッター破損等 2

漁具（エリ） 損傷 4

漁港施設 護岸基礎損傷 1

日野町 漁協施設 扉破損 1

漁協施設 屋根破損 1

養殖施設 ビニールハウス損傷等 5

愛荘町 養殖施設 小屋損傷 1

漁協施設 屋根破損等 10

漁具（エリ） 傾倒 8

漁船等 エンジン室浸水等 1

漁協等施設 屋根、シャッター破損等 10

漁船 沈没等 20

漁具（エリ） 破損、損壊 11

漁具 水没 1

漁港施設 防波堤損傷等 9

県計 157
被害額 109,994千円

被害合計額 3,828,701千円

耕地
関係

※　被害面積は、被害を確認した農地全体の面積です。

大津南部

野洲市

野洲市

米原市

漁船

高島市

高島市

大津市

湖北

大津南部

草津市

守山市

近江八幡市

彦根市

高島

東近江

湖東

東近江

水産業
関係

高島

湖北

長浜市


