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大雨警報（浸水害・土砂災害）・洪水警報・土砂災害警戒情報（南部）の 

発表に伴う対応等について（第２報） 
 

１ 市災害対策警戒本部の設置状況 

 設置日時 令和元年９月３日（火）18 時 56 分 

※ 区災害対策警戒本部設置・・・全区 

 

２ 被害状況（９月４日５時 00 分現在） 

(1) 人的被害 

   なし 

 

(2) 住家被害（20 件） 

  ア 床上浸水（15 件） 

   ・磯子区森六丁目（床上３ｃｍ） 

   ・磯子区森六丁目 

   ・磯子区杉田一丁目（床上３ｃｍ） 

   ・磯子区杉田四丁目（床上５ｃｍ） 

   ・磯子区中原四丁目（床上５ｃｍ） 

   ・磯子区氷取沢 

   ・戸塚区平戸二丁目（床上 10ｃｍ） 

   ・戸塚区平戸二丁目（床上 33ｃｍ） 

   ・戸塚区平戸二丁目（床上 33ｃｍ） 

   ・金沢区富岡西七丁目（床上 45ｃｍ） 

   ・金沢区富岡西七丁目（マンション１階 15 世帯） 

   ・港南区日野中央二丁目 

   ・港南区日野七丁目 

    ・港南区下永谷六丁目 

    ・港南区日野八丁目（マンション１階水没） 

   

イ 床下浸水（５件） 

   ・磯子区森三丁目（床下 10ｃｍ） 

   ・泉区中田南五丁目（床下 39ｃｍ） 

   ・泉区中田南五丁目（床下 23ｃｍ） 

   ・金沢区六浦五丁目（床下９ｃｍ） 

   ・金沢区六浦三丁目（床下 18ｃｍ） 

  

(3) 非住家被害（８件） 

    ・磯子区森二丁目（浸水） 

    ・戸塚区平戸二丁目（浸水３棟） 

    ・瀬谷区阿久和南四丁目（浸水） 

    ・泉区緑園二丁目（浸水） 

    ・金沢区富岡西七丁目（浸水） 

    ・港南区上大岡西二丁目（浸水） 
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    ・旭区さちが丘（浸水） 

    ・旭区二俣川二丁目（浸水） 

 

 (4) 道路（17 件） 

    ・神奈川区菅田町（倒木による道路閉鎖） 

    ・磯子区岡村一丁目（マンホールから水が吹き出し道路破損） 

    ・南区宮元町四丁目（道路破損） 

    ・南区蒔田町（道路破損） 

    ・南区大岡三丁目（道路陥没） 

    ・南区中里四丁目（道路破損） 

    ・金沢区釜利谷東二丁目（マンホール付近の道路が隆起） 

    ・金沢区富岡東三丁目（マンホール隆起） 

    ・金沢区六浦東一丁目（道路隆起）２件 

    ・金沢区町屋町（マンホール付近の道路が隆起） 

    ・金沢区六浦（池子隧道）（土砂流出による通行止め） 

    ・港南区上大岡東二丁目（道路隆起）３件 

    ・港南区上大岡東二丁目（道路陥没） 

    ・港南区日野八丁目（道路隆起） 

 

(5) その他被害（50 件） 

  ア がけ崩れ（10 件） 

   ・南区大岡四丁目（127 ㎥） 

・栄区庄戸五丁目（20 ㎥） 

・栄区上郷町（10 ㎥） 

・港南区笹下一丁目（５㎥） 

・金沢区六浦（120 ㎥） 

・金沢区釜利谷東五丁目（30 ㎥） 

・金沢区東朝比奈二丁目 

・金沢区六浦五丁目 

・金沢区朝比奈切通し 

・磯子区杉田五丁目 

 

イ 停電 

 ・旭区今宿一丁目、今宿二丁目、今宿町、今宿南町、中尾二丁目、中沢一丁目 

中沢二丁目、中沢三丁目、大池町、柏町、桐が作、本宿町、万騎が原、 

南本宿町（約 4,400 軒） 

   ・泉区和泉中央南三丁目、和泉町、白百合三丁目、新橋町、中田北一丁目、中田北 

二丁目、中田北三丁目、中田町、中田西一丁目、中田西二丁目、中田西三丁目 

中田東三丁目、中田東四丁目、中田南一丁目、西が岡一丁目、西が岡三丁目、弥 

生台（約 2,700 軒） 

 ・金沢区能見台三丁目（約 100 軒未満） 

 ・保土ケ谷区神戸町 

 ・港北区大豆戸町 

 

 



 

 

ウ ブロック塀等（４件） 

 ・南区大岡五丁目（ブロック塀倒壊） 

 ・港南区上大岡東二丁目（石垣崩壊） 

 ・港南区上永谷二丁目（ブロック塀倒壊） 

 ・栄区中野町（ブロック塀倒壊） 

 

エ その他（36 件） 

   ・神奈川区菅田町（倒木によるフェンス及び防犯灯破損）  

   ・中区打越（コンクリート片落下により通行中の車両３台がパンク）  

   ・保土ケ谷区岩井町（落雷による信号機破損）  

   ・保土ケ谷区今井町（冠水）  

   ・旭区南本宿町（電線から出火）  

   ・磯子区岡村一丁目（道路のアスファルト 25 ㎡剥がれ） 

   ・磯子区岡村四丁目（アンテナ破損）  

   ・磯子区森六丁目（アスファルトが幅６ｍ×長さ 1.5ｍ盛上り）  

   ・磯子区杉田四丁目（車両１台水没）  

   ・磯子区洋光台三丁目（冠水） 

   ・戸塚区矢部町（アンダーパス冠水による通行止め）  

   ・泉区岡津町（土砂流出）  

   ・瀬谷区阿久和南一丁目（車両３台浸水）  

   ・南区井土ヶ谷中町（冠水）  

   ・南区永田南一丁目（冠水）  

   ・南区大岡一丁目（窓枠から雨水浸水）  

   ・南区中里一丁目（下水が逆流） 

   ・南区中里二丁目（冠水）  

   ・南区別所三丁目（冠水）  

   ・南区六ツ川一丁目（集積物散乱）  

   ・南区六ツ川二丁目（落雷による電化製品破損）  

   ・南区六ツ川四丁目（冠水）  

   ・港南区港南台三丁目（冠水）  

   ・港南区下永谷六丁目（冠水）  

   ・港南区港南台二丁目（冠水）  

   ・港南区日野中央三丁目（冠水・車両水没） 

   ・金沢区富岡西四丁目（車両１台浸水）  

   ・金沢区東朝比奈三丁目（ブロック・庭の砂利１㎥流出）  

   ・金沢区六浦（池子隧道）（土砂流出による車両１台破損）  

   ・金沢区富岡西七丁目（車両６台水没）  

   ・金沢区朝比奈（冠水）  

   ・金沢区朝比奈（車両２台水没）  

   ・金沢区東朝比奈二丁目（土砂流出による車両及びカーポート破損）  

   ・金沢区富岡西四丁目（擁壁破損）  

   ・金沢区大道一丁目（下水逆流による道路汚損）  

   ・金沢区片吹（冠水）  

   ※ 港南区日野中央二丁目日野インターチェンジ付近で、車両が多数水没するなどの被

害が発生しておりますが、現在、詳細は調査中です。  



 

 

３ 避難勧告等の状況 

 (1) 避難勧告の発令  

  土砂災害警戒情報（南部）の発表に伴う避難勧告  

発令時間：21 時 10 分、対象世帯：2,360 世帯、対象人員：5,087 人  

  解除時間： 0 時 20 分  

【①急傾斜地崩壊の恐れのある区域】  

区名 避難勧告対象区域  対象世帯数 対象人数 

西区 
境之谷の一部  

58 74 
西戸部町１丁目の一部  

中区 

石川町４丁目の一部  

465 870 

打越の一部  

北方町２丁目の一部  

小港町１丁目の一部  

仲尾台の一部  

西竹之丸の一部 

根岸旭台の一部 

本郷町３丁目の一部  

本牧町１丁目の一部  

麦田町１丁目の一部 

山手町の一部  

山元町３丁目の一部 

山元町５丁目の一部 

南区 

井土ケ谷上町の一部  

254 510 

庚台の一部  

清水ケ丘の一部 

中里三丁目の一部 

永田北一丁目の一部 

永田北三丁目の一部 

永田東二丁目の一部 

永田南二丁目の一部 

堀ノ内町２丁目の一部  

港南区 

上永谷二丁目の一部 

29 58 

笹下一丁目の一部  

芹が谷二丁目の一部 

野庭町の一部  

日野八丁目の一部 

日野南二丁目の一部  



 

 

保土ケ谷区 

新井町の一部  

267 588 

岩崎町の一部  

上菅田町の一部  

権太坂二丁目の一部  

坂本町の一部  

瀬戸ケ谷町の一部 

西谷町の一部  

東川島町の一部  

星川一丁目の一部 

峰岡町３丁目の一部 

磯子区 

岡村二丁目の一部 

158 335 

岡村三丁目の一部 

岡村四丁目の一部 

上中里町の一部  

下町の一部  

杉田三丁目の一部 

西町の一部  

氷取沢町の一部  

峰町の一部  

金沢区 

朝比奈町の一部  

874 2,049 

釜利谷東三丁目の一部 

大道一丁目の一部     

大道二丁目の一部 

高舟台二丁目の一部  

東朝比奈一丁目の一部 

東朝比奈三丁目の一部 

西柴二丁目の一部 

六浦五丁目の一部 

六浦東一丁目の一部 

六浦東二丁目の一部 

六浦南三丁目の一部 

六浦南四丁目の一部 

六浦南五丁目の一部 

戸塚区 
平戸三丁目の一部  

180 433 
上柏尾町の一部  



 

 

柏尾町の一部  

舞岡町の一部  

上矢部町の一部  

上倉田町の一部  

小雀町の一部  

下倉田町の一部  

栄区 

上郷町の一部  

39 96 

公田町の一部  

小菅ケ谷二丁目の一部  

小菅ケ谷三丁目の一部  

田谷町の一部  

長尾台町の一部  

計  2,324 5,013 

【②土石流の恐れのある区域】 

区名 避難勧告対象区域  対象世帯数 対象人数 

金沢区 
朝比奈町の一部  

30 60 
六浦南五丁目の一部  

【③過去の災害履歴等を勘案し、発令した避難勧告】 

区名 避難勧告対象区域  対象世帯数 対象人数 

港南区 
上大岡東二丁目の一部  

4 8 
日野中央二丁目の一部  

磯子区 氷取沢町の一部  2 6 

 

(２) 避難所開設状況  

    

区名 開設箇所数  避難者数  

西区 １か所 ２名 

中区 ５か所 ０名 

南区 ４か所 １名 

港南区 ３か所 ４名 

保土ケ谷区 ４か所 ０名 

磯子区 ６か所 ０名 

金沢区 ５か所 ３名 

戸塚区 ４か所 ０名 

栄区 ４か所 ０名 

計  ３６か所  １０名 

 



 

 

３ 配備人員等 

  総配備人員  1,420 人 

  区配備人員   282 人 

  局配備人員 1,138 人 

  

【参考】 

１ 気象警報等 

  ３日  18 時 56 分  大雨（浸水害）・洪水警報発表 

  ３日  20 時 43 分  大雨（土砂災害）発表 

  ３日  21 時 10 分  土砂災害警戒情報（横浜市南部）発表 

  ３日 22 時 26 分 大雨（浸水害）・洪水警報解除 

４日  ０時 20 分 土砂災害警戒情報（横浜市南部）解除 

  ４日  ３時 33 分  大雨警報（土砂災害）解除 

 

２ 雨量 

(1) 時間最大雨量 100.0 ミリ（９月３日 19 時 30 分～20 時 30 分） 

栄区:上郷消防出張所 

(2) 最大総雨量（24 時間） 140.5 ミリ（９月３日５時～４日５時） 

金沢区:東富岡消防出張所 

 

 

 

お問合せ先 

総務局危機管理室緊急対策課長 増山 敬太  Tel 045-671-2170 


