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令和元年台風第 15 号の対応等について【第４報】 

 

 

１ 被害状況（９月９日 13 時 30 分現在） 

(1) 人的被害（３人） 

   軽 症（３人） 

     ・緑区 ４０代 女性 

     ・栄区 ５０代 男性 

     ・南区 ６０代 男性 

 

(2) 住家被害（98 件） 

ア 床上浸水（２件） 

 ・鶴見区栄町通 

 ・神奈川区子安通 

 

イ 床下浸水(１件) 

 ・西区伊勢町 

 

ウ 一部破損（92 件） 

・鶴見区東寺尾 （２件） 

・鶴見区生麦 

・鶴見区馬場 

・鶴見区本町通 

・鶴見区菅沢町 

・鶴見区東寺尾北台 

・鶴見区下末吉 （３件） 

・神奈川区羽沢町 

・神奈川区大口通 （２件） 

・神奈川区三枚町 

・神奈川区神之木町 

・神奈川区斎藤分町 

・神奈川区旭ケ丘 

・神奈川区六角橋 （２件） 

・神奈川区神大寺 （４件） 

・神奈川区菅田町 

・神奈川区七島町 

・神奈川区神之木台 

・神奈川区松本町 

・神奈川区松見町 

・神奈川区西寺尾 

・神奈川区片倉 

・神奈川区白幡仲町 
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・西区東久保町 （３件） 

・西区西戸部 （３件） 

・西区中央 （２件） 

・西区伊勢町 

・西区境之谷 （２件） 

・西区平沼 

・南区山谷 （２件） 

・南区三春台 

・南区中村町 （４件） 

・南区中島町 

・南区大岡 （２件） 

・南区南太田 

・南区唐沢 

・南区日枝町 

・南区別所 

・南区六ツ川 

・南区清水ケ丘 
・保土ケ谷区星川 （３件） 

・保土ケ谷区峰岡町 

・保土ケ谷区今井町 

・保土ケ谷区岩井町 

・旭区中尾 

・金沢区谷津町 

・港北区大倉山 

・港北区日吉 

・港北区新吉田東 （２件） 

・港北区大曽根 

・港北区大豆戸町 

・港北区新羽町 

・緑区寺山町 

・戸塚区小雀町 

・戸塚区上倉田町 

・戸塚区影取町 

・戸塚区上矢部町 

・戸塚区平戸 （３件） 

・戸塚区上柏尾町 

・戸塚区戸塚町 

・戸塚区前田町 

・栄区飯島町 （２件） 

・栄区亀井町 

・瀬谷区相沢 

・瀬谷区瀬谷 

・瀬谷区二ツ橋 

・瀬谷区五貫町 
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エ 半壊（３件） 

・磯子区杉田 

  ・青葉区藤が丘 

・都筑区前田町 

   

(3) 非住家被害（12 件） 

   ・栄区上郷町 （２件） 

   ・栄区笠間 

   ・栄区飯島町 

   ・戸塚区上矢部町 

   ・都筑区大熊町 

   ・金沢区釜利谷東 

   ・金沢区泥亀 

   ・保土ケ谷区狩場町 

   ・保土ケ谷区権太坂 

   ・保土ケ谷区上菅田町 

   ・神奈川区浦島町 

 

 (4) 道路被害（２件） 

   ・鶴見区上末吉(道路陥没) 

   ・鶴見区下末吉（マンホール沈み） 

 

(5) その他被害 

ア 停電（約 38,600 軒） 

・泉区    4,800 軒 

 ・神奈川区  1,000 軒 

 ・港南区   1,500 軒 

 ・栄区     100 軒未満 

 ・戸塚区   3,600 軒 

 ・西区     400 軒 

 ・磯子区   1,700 軒 

 ・金沢区   4,700 軒 

 ・港北区   2,000 軒 

 ・鶴見区    100 軒未満 

 ・中区    2,500 軒 

 ・保土ケ谷区 7,600 軒 

 ・南区    8,600 軒 

 

イ がけ崩れ・土砂流出（６件） 

 ・中区本牧満坂 

 ・中区老松町 

・金沢区朝比奈 
・旭区川島町   
・南区中里 
・南区大岡 
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ウ ブロック塀倒壊（２件） 

 ・神奈川区神奈川 

 ・神奈川区白幡上町 

 

エ 倒木（57 件） 

・中区本牧 

・中区尾上町 

・中区東久保町 

・西区霞ケ丘 

・西区中央 

・神奈川区松見町 

・鶴見区鶴見 

・鶴見区馬場 

・鶴見区獅子ヶ谷 （２件） 

・鶴見区北寺尾 

・鶴見区東寺尾 

・鶴見区鶴見 

・鶴見区市場富士見町 

・神奈川区三枚町 

・瀬谷区下瀬谷     
・瀬谷区瀬谷町 （２件） 
・瀬谷区二ツ橋町    
・瀬谷区中屋敷     
・瀬谷区宮沢 
・栄区上郷町      
・都筑区すみれが丘   
・青葉区奈良町 （２件） 
・青葉区奈良   
・青葉区つつじが丘   
・青葉区美しが丘 （５件） 
・青葉区荏田北     
・青葉区荏子田     
・青葉区新石川     
・青葉区青葉台     
・青葉区恩田町     
・青葉区あざみ野    
・青葉区市ケ尾町 （３件） 
・青葉区大場町     
・青葉区鴨志田町    
・港北区大倉山     
・港北区樽町      
・金沢区六浦      
・金沢区朝比奈     
・保土ケ谷区川島町   
・保土ケ谷区狩場町 （３件） 
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・保土ケ谷区今井町 
・南区清水ケ丘 
・南区堀ノ内町 
・南区大岡 
・南区弘明寺 

・南区八幡町 

 
   

オ 冠水（８件） 

 ・中区山下町 

 ・中区海岸通 

 ・鶴見区中央 

 ・鶴見区寺谷 

・栄区公田町 
・旭区川井本町 
・保土ケ谷区境木町 
・保土ケ谷区今井町 

 

  オ その他（54 件） 

   ・南区大岡(シャッター破損) 

   ・南区永田東（電線に鉄板） 

   ・南区六ツ川（フェンス飛散） 

   ・南区榎町（ビル解体現場損壊） 

   ・南区弘明寺（窓ガラス破損） 
   ・南区堀ノ内町（トタン屋根飛散） 

   ・中区仲尾台（壁から水） 

   ・西区久保町（外壁用足場破損） 

   ・西区みなとすずかけ通（工事現場破損） 

   ・神奈川区西寺尾（アンテナ破損）（２件） 

   ・神奈川区神之木台（トタン破損） 

   ・神奈川区松見町（瓦飛散） 

   ・神奈川区六角橋（看板破損） 

   ・神奈川区白幡仲町（屋根飛散） 

   ・神奈川区神之木町(柵飛散) 

   ・神奈川区松見町（物置破損） 

   ・神奈川区白幡町(ガレージ破損) 

   ・神奈川区栗田谷（アンテナ破損） 

   ・神奈川区白幡東町(足場破損) 

   ・神奈川区平川町(窓ガラス破損) 

   ・神奈川区六角橋(シャッター破損) 

・神奈川区泉町（室外機破損） 

   ・神奈川区三ツ沢下町（シャッター破損） 

   ・神奈川区神大寺（分電盤破損） 

   ・神奈川区松本町（ガラス割れ） 

   ・神奈川区沢渡（ガラス割れ） 
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   ・鶴見区東寺尾(電柱破損) 

   ・鶴見区栄町（トタン飛散） 

   ・鶴見区北寺尾（電線被害） 

   ・鶴見区北寺尾（トタン飛散） 

   ・鶴見区下末吉（マンホールひび割れ） 

・鶴見区大黒町（浮きドックが衝突） 

・鶴見区下末吉（雨漏り） 

   ・瀬谷区瀬谷町（電線にトタン） 

   ・瀬谷区阿久和西（物置飛散） 
   ・瀬谷区阿久和西（マンションの壁剥離） 

・瀬谷区宮沢（電線被害） 
・栄区飯島町（ブロック塀剥離） 

   ・栄区東上郷町（ガレージ飛散） 
   ・栄区庄戸町（外装工事足場破損） 
   ・都筑区茅ヶ崎中央（ガラス１枚破損）  
   ・都筑区牛久保東（住家の瓦が落下） 
   ・都筑区川和町（消化用ホース収容庫および赤色灯破損） 
   ・青葉区市ケ尾町（看板破損） 

・青葉区藤が丘（鉄パイプが道路をふさぐ） 
   ・港北区新吉田東（トタン屋根剥離、落下） 
   ・金沢区柳町（ガラス２枚破損） 
   ・金沢区六浦東（アンダーパス冠水） 
   ・金沢区泥亀（神社から落下物） 
   ・金沢区六浦（電柱倒れ、電線たわみ）  
   ・保土ケ谷区仏向町（屋根飛散） 
   ・保土ケ谷区今井町（電線断裂） 

   ・保土ケ谷区東川島町（電線断裂） 
 

 

 

 

お問合せ先 

総務局危機管理室緊急対策担当課長 長倉 亮  Tel 045-671-4413 

 

 


