
 
 

 

 

 
令和元年台風第 15 号の被害状況等について【第８報】 

 

 

 

１ 被害状況（９月 17 日 12 時 00 分現在） ※ 詳細別紙 

(1) 人的被害（３件） 

 

(2) 住家被害  （609 件） 

ア 全壊     （1 件） 

イ 半壊     （8 件） 

ウ 一部破損 （587 件） 

エ 床上浸水 （10 件） 

オ 床下浸水 （ 3 件) 

    

(3) 非住家被害（108 件） 

 

  (4)  道路被害  （７件） 

 

  (5) その他 

   ア 停電 

     市内全域復旧 

   イ かけ崩れ・土砂流出（49 件） 

   ウ ブロック塀倒壊    （43 件） 

   エ 倒木            （718 件） 

   オ 冠水             （55 件） 

   カ その他          （667 件）  

    

２ 金沢区福浦地区、幸浦地区の被害調査について（９月 17 日８時 30 分現在） 

(1)  被害調査訪問事業者数 

559 事業所（接触事業者数 468 事業所、未接触事業者数 91 事業所）  

 

(2)  被害事業者数 

  399 事業所（非住家被害、その他の被害）、上記 1 被害状況(3)には含まれていません。 

 

※被害調査は継続されており、今後、被害が拡大する可能性があります。 

 

お問合せ先 

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

 

令 和 元 年 ９ 月 1 7 日 
総 務 局 危 機 管 理 室 横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

・第７報からの追加・更新か所は、下線で示している部分です。 
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１ 被害状況（９月 17 日 12 時 00 分現在） 

(1) 人的被害（３人） 

    軽症（３人） 

    ・南区  60 代 男性 

・緑区  40 代 女性 

     ・栄区  50 代 男性 

 

(2) 住家被害（609 件） 

ア 全壊（１件） 

 ・南区山谷 

 

イ 半壊（８件） 

  ・南区中村町 

・旭区中尾 

 ・旭区中白根 

 ・旭区南本宿 

 ・旭区南希望が丘 

 ・旭区川島町 

・磯子区栗木 

・港北区高田東 

 

ウ 一部破損（587 件） 

・鶴見区東寺尾  （３件） 

・鶴見区北寺尾 

・鶴見区生麦 

・鶴見区馬場   （２件） 

・鶴見区本町通  （２件） 

・鶴見区菅沢町 

・鶴見区東寺尾北台 

・鶴見区上末吉  （２件） 

・鶴見区下末吉  （４件） 

・鶴見区岸谷   （２件） 

・鶴見区矢向   （２件） 

・鶴見区豊岡町  （２件） 

・鶴見区栄町通 

・鶴見区浜町 

・鶴見区佃野町 

・鶴見区梶山 

・鶴見区市場東中町 

・神奈川区大口通 （５件） 

・神奈川区三枚町 

・神奈川区神之木町 

別紙  

・第７報からの追加・更新か所は、下線で示している部分です。 
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・神奈川区斎藤分町（５件） 

・神奈川区旭ケ丘 （２件） 

・神奈川区六角橋 （３件） 

・神奈川区神大寺 （６件） 

・神奈川区菅田町 （２件） 

・神奈川区七島町 （２件） 

・神奈川区神之木台（３件） 

・神奈川区松が丘 

・神奈川区松本町 

・神奈川区松見町 （３件） 

・神奈川区西寺尾 （２件） 

・神奈川区片倉  （２件） 

・神奈川区白幡仲町（２件） 

・神奈川区羽沢町 （２件） 

・神奈川区平川町 

・神奈川区三ツ沢東町 

・神奈川三ツ沢南町 

・神奈川区三ツ沢下町（２件） 

・神奈川区西神奈川 

・神奈川区高島台 

・神奈川区幸ヶ谷 （２件） 

・神奈川区白幡向町（２件） 

・神奈川区白幡西町 

・神奈川区入江町 

・西区久保町 

・西区東久保町  （８件） 

・西区西戸部   （７件） 

・西区中央    （５件） 

・西区伊勢町 

・西区境之谷   （４件） 

・西区平沼    （３件） 

・西区霞ケ丘   （２件） 

・西区老松町 

・西区戸部本町  （２件） 

・西区戸部町   （２件） 

・西区藤棚町 

・西区南浅間町 

・西区浅間町   （２件） 

・西区浅間台 

・西区南軽井沢 

・中区立野    （２件） 

・中区石川町   （２件） 

・中区本牧満坂 

・中区麦田町 

・中区簑沢町   （３件） 



 

3 
 

・中区本郷町   （３件） 

・中区西竹之丸  （２件） 

・中区仲尾台 

・中区鷺山 

・中区打越    （２件） 

・中区山手町   （２件） 

・中区山元町   （２件） 

・中区山下町 

・中区本牧間門 

・中区妙香寺台 

・中区扇町 

・南区山谷    （２件） 

・南区三春台 

・南区中村町   （８件） 

・南区中島町   （２件） 

・南区大岡    （６件） 

・南区南太田   （２件） 

・南区唐沢 

・南区日枝町 

・南区別所 

・南区清水ケ丘  （２件）  

・南区六ツ川   （５件） 

・南区堀之内町  （２件） 

・南区庚台    （２件） 

・南区八幡町   （３件） 

・南区白妙町 

・南区永田東 

・南区弘明寺町 

・南区中里    （２件） 

・港南区東永谷  （７件）  

・港南区上永谷  （７件）  

・港南区下永谷  （７件）  

・港南区日野   （３件）  

・港南区芹が谷  （４件）  

・港南区日野中央  

・港南区丸山台  

・港南区野庭町  （２件）  

・港南区港南   （５件）  

・港南区港南台  （４件）  

・港南区笹下   （８件）  

・港南区上大岡東 （６件）  

・港南区大久保  （５件）  

・港南区日野南  （２件）  

・港南区最戸  

・保土ケ谷区星川  （２件） 
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・保土ケ谷区峰岡町 （７件） 

・保土ケ谷区今井町 （３件） 

・保土ケ谷区岩井町 （８件） 

・保土ケ谷区上星川 

・保土ケ谷区桜ケ丘 （４件） 

・保土ケ谷区上菅田町（７件） 

・保土ケ谷区仏向町 （８件） 

・保土ケ谷区境木本町 

・保土ケ谷区境木町 

・保土ケ谷区狩場町 （３件） 

・保土ケ谷区法泉 

・保土ケ谷区東川島町（２件） 

・保土ケ谷区鎌谷町 （６件） 

・保土ケ谷区岡沢町 

・保土ケ谷区月見台 

・保土ケ谷区西谷町 （２件） 

・保土ケ谷区初音ヶ丘 

・保土ケ谷区権太坂 

・保土ケ谷区釜台町 （２件） 

・保土ケ谷区新井町 

・保土ケ谷区岩崎町 

・保土ケ谷区神戸町 

・保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 

・保土ケ谷区仏向西 

・保土ケ谷区宮田町 

・保土ケ谷区藤塚町 

・旭区上白根 

・旭区中白根     

・旭区南希望が丘 

・旭区川島町    （２件） 

・旭区万騎が原 

・旭区鶴ヶ峰 

・旭区鶴ヶ峰本町 

・旭区二俣川    （２件） 

・旭区中沢 

・旭区笹野台 

・旭区川井本町 

・旭区市沢町    （２件） 

・旭区小高町 

・旭区本宿町     （３件） 

・旭区柏町 

・旭区今宿 

・磯子区広地町 

・磯子区岡村   （13 件） 

・磯子区下町 
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・磯子区杉田   （11 件） 

・磯子区馬場町 

・磯子区洋光台  （２件） 

・磯子区森    （２件） 

・磯子区中原      （３件） 

・磯子区磯子   （６件） 

・磯子区滝頭 

・磯子区森が丘 

・磯子区丸山 

・磯子区磯子台 

・磯子区栗木 

・磯子区中浜町 

・金沢区谷津町  （３件） 

・金沢区能見台  （２件） 

・金沢区柴町   （２件） 

・金沢区高舟台  （２件） 

・金沢区能見台通 

・金沢区釜利谷東 

・金沢区釜利谷南 （２件） 

・金沢区六浦東  （２件） 

・金沢区六浦南  （４件） 

・金沢区平潟町 

・金沢区東朝比奈 （３件） 

・金沢区富岡東 

・金沢区富岡西  （５件） 

・金沢区六浦   （２件） 

・金沢区野島町 

・港北区大倉山  （２件） 

・港北区日吉   （２件） 

・港北区新吉田東 （２件） 

・港北区大曽根  （４件） 

・港北区大豆戸町 （２件） 

・港北区新羽町   

・港北区高田東   

・港北区高田西  （３件） 

・港北区篠原東  （２件） 

・港北区篠原北 

・港北区箕輪町  （２件） 

・港北区下田町 

・港北区樽町   （２件） 

・港北区菊名   （３件） 

・港北区鳥山町 

・港北区小机町 

・緑区寺山町 

・緑区鴨居    （５件） 
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・緑区東本郷   （２件） 

・緑区長津田 

・緑区長津田町 

・緑区新治町   （３件） 

・緑区北八朔町 

・緑区霧が丘 

・緑区三保町 

  ・青葉区藤が丘   （２件） 

    ・青葉区鴨志田町 

  ・都筑区勝田町 

・都筑区南山田 

・都筑区東山田町 

・都筑区牛久保東 

・都筑区北山田 

・都筑区川和町 

・戸塚区小雀町 

・戸塚区上倉田町 （２件） 

・戸塚区影取町 

・戸塚区上矢部町 

・戸塚区平戸   （６件） 

・戸塚区上柏尾町 （２件） 

・戸塚区戸塚町  （２件） 

・戸塚区前田町  （２件） 

・戸塚区平戸町 

・戸塚区深谷町 

・栄区飯島町   （９件） 

・栄区亀井町   （３件） 

・栄区笠間    （４件） 

・栄区庄戸 

・栄区東本郷町 

・栄区野七里   （５件） 

・栄区中野町 

・栄区田谷町   （２件） 

・栄区本郷台   （３件） 

・栄区上之町 

・栄区犬山 

・栄区桂町    （２件） 

・栄区上郷 

・栄区小菅ケ谷町 

・栄区尾月 

・栄区公田町 

・栄区桂台 

・栄区桂台北 

・泉区上飯田町  （３件） 

   ・泉区岡津町   （３件） 
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   ・泉区中田東   （５件） 

   ・泉区中田西   （２件） 

   ・泉区中田南   （４件） 

   ・泉区中田北   （２件） 

   ・泉区白百合    

   ・泉区和泉町   （14 件） 

   ・泉区新橋町    

   ・泉区弥生台    

   ・泉区領家    （２件） 

   ・泉区緑園     

   ・泉区桂坂     

      ・泉区西が岡 

   ・瀬谷区相沢 

・瀬谷区瀬谷   （２件） 

・瀬谷区二ツ橋町 

・瀬谷区阿久和西 

・瀬谷区下瀬谷 

・瀬谷区宮沢 

 

エ 床上浸水（10 件） 

 ・鶴見区東寺尾 

  ・西区伊勢町 

  ・港南区上永谷 

 ・磯子区原町 

 ・磯子区杉田 （３件） 

 ・金沢区六浦南 

 ・金沢区福浦 

 ・栄区長沼町 

 

オ 床下浸水(３件) 

 ・鶴見区下末吉 

 ・鶴見区朝日町 

 ・中区本牧元町 

 

(3) 非住家被害（108 件） 

   ・鶴見区東寺尾 

   ・鶴見区矢向    （２件） 

   ・鶴見区栄町通 

   ・神奈川区西神奈川 

   ・神奈川区菅田町 

      ・神奈川区三ツ沢東町 

   ・神奈川区大口通 

・西区浜松町 

   ・南区中村町 

   ・南区三春台 
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   ・南区井土ケ谷下町 

   ・南区浦舟町 

   ・南区別所 

   ・港南区港南台   （５件）  

   ・港南区東永谷   （１件）  

   ・港南区笹下    （５件）  

   ・港南区上永谷  

   ・港南区下永谷  

   ・港南区芹が谷  

   ・港南区大久保   （２件）  

   ・港南区日野  

   ・港南区丸山台  

   ・港南区港南  

   ・港南区上大岡東  

   ・保土ケ谷区権太坂 

   ・保土ケ谷区上菅田町 

・旭区柏町 

・旭区西川島町   （３件） 

・旭区鶴ケ峰    （３件） 

・旭区都岡町 

・旭区万騎が原 

・旭区南本宿町   （３件） 

・旭区下川井町 

   ・金沢区釜利谷東  （３件） 

   ・金沢区泥亀 

   ・金沢区高舟台 

   ・金沢区福浦    （８件） 

   ・金沢区幸浦    （５件） 

   ・金沢区能見台通 

   ・金沢区六浦 

   ・金沢区野島町 

   ・港北区大倉山 

   ・緑区鴨居 

   ・緑区白山 

   ・緑区三保町 

   ・緑区東本郷 

      ・青葉区奈良町 

 ・都筑区大熊町    （２件） 

 ・都筑区北山田 

  ・都筑区茅ケ崎中央 （２件） 

 ・都筑区大棚町 

 ・戸塚区上矢部町  （３件） 

 ・戸塚区柏尾町 

 ・戸塚区原宿 

   ・栄区上郷町    （２件） 
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   ・栄区笠間     （２件） 

   ・栄区飯島町 

   ・泉区和泉町    （５件） 

   ・泉区上飯田町   （５件） 

   ・泉区西が岡 

   ・泉区和泉が丘 

   ・泉区新橋町 

   ・瀬谷区五貫目町 

   ・瀬谷区阿久和南 

      ・瀬谷区三ツ境 

 

 (4) 道路被害（７件） 

   ・鶴見区上末吉（道路陥没） 

   ・鶴見区下末吉（マンホール沈み） 

・中区西之谷町（一部破損） 

・南区榎町 

・南区中村町 （舗装陥没） 

・金沢区泥亀 

・栄区小菅ケ谷 

 

(5) その他被害 

ア 停電 

   市内全域復旧 

 

イ がけ崩れ・土砂流出（49 件） 

・鶴見区鶴見 

・鶴見区潮田町 

・中区本牧満坂   

・中区簑沢 

・中区西之谷   （２件） 

・南区中里  

・南区大岡  

・南区永田南  

・  ・港南区港南台  

   ・港南区上大岡東  

   ・港南区日野中央  

・旭区川島町  

・旭区中沢  

・磯子区氷取沢町 

・磯子区滝頭 

・磯子区上中里町 （２件）  

・金沢区朝比奈  （２件）  

・金沢区池子隧道 

 ・金沢区朝比奈インターから三信住宅（環状４号） 

 ・金沢区釜利谷南 （４件）  
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 ・金沢区大道  

 ・金沢区釜利谷東 （４件）  

 ・金沢区釜利谷町 （２件）  

 ・金沢区東朝比奈 （５件）  

 ・金沢区長浜  

 ・金沢区富岡西  

 ・金沢区富岡東  

 ・金沢区六浦東  

 ・金沢区金沢町  

・栄区公田町   （４件）  

・栄区上郷町  

・栄区庄戸  

 

ウ ブロック塀倒壊 （43 件） 

・鶴見区佃野町   （２件） 

・鶴見区北寺尾 

・鶴見区東寺尾北台 

・鶴見区大黒町 

・鶴見区上末吉 

・鶴見区獅子ヶ谷 

 ・神奈川区白幡仲町 

  ・神奈川区三ツ沢南町 

 ・西区南軽井沢 

   ・港南区港南    （２件）  

   ・港南区日野  

   ・港南区日野南 

      ・保土ケ谷区鎌谷町 

   ・保土ケ谷区新桜ケ丘  

 ・旭区白根  

 ・旭区万騎が原  

 ・金沢区富岡東   （２件） 

 ・金沢区富岡西   （５件） 

 ・金沢区釜利谷南 

 ・港北区綱島東 

 ・港北区篠原東 

 ・港北区篠原西町  （２件） 

 ・栄区鍛冶ヶ谷  

 ・栄区本郷台  

 ・栄区飯島町  

 ・栄区上之町  

・泉区下和泉    （２件） 

 ・泉区和泉中央南  （２件） 

 ・泉区和泉町      （５件） 
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エ 倒木（718 件） 

   ・鶴見区  （57 件） 

   ・神奈川区 （23 件） 

   ・西区   （44 件） 

   ・中区   （ 5 件） 

   ・南区   （54 件） 

   ・港南区  （38 件） 

   ・保土ケ谷区（59 件） 

   ・旭区   （40 件） 

   ・磯子区  （ 6 件） 

   ・金沢区  （155 件） 

   ・港北区  （52 件） 

   ・緑区   （30 件） 

   ・青葉区  （22 件） 

   ・都筑区  （61 件） 

   ・戸塚区  （ 2 件） 

   ・栄区   （39 件） 

   ・泉区   （20 件） 

 ・瀬谷区  （11 件） 

 

オ 冠水（55 件） 

 ・鶴見区中央 

 ・鶴見区寺谷 

・鶴見区上末吉 

・鶴見区下末吉 

・鶴見区大黒町 

・鶴見区駒岡 

・神奈川区子安通 

・西区桜木町  

・西区みなとみらい  

・中区山下町    （２件） 

 ・中区海岸通    （２件） 

・中区弥生町 

・中区本牧原 

・南区吉野町 

   ・港南区日野  

  ・港南区上永谷 

・港南区丸山台 

・保土ケ谷区境木町  

・保土ケ谷区今井町  

・旭区川井本町  （２件）  

・旭区左近山  

・金沢区瀬ケ崎 

 ・金沢区福浦   （８件） 

・金沢区富岡東  （２件） 
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 ・金沢区富岡西  （３件） 

 ・金沢区釜利谷東 （４件） 

 ・金沢区六浦東  （４件） 

 ・金沢区幸浦   （２件） 

・都筑区牛久保  

・都筑区折本町  

・栄区公田町  

・栄区本郷台  

・泉区和泉町   （３件）  

 

  カ その他（667 件）  ※破損・飛散物による被害等 

   ・鶴見区  （80 件） 

   ・神奈川区 （20 件） 

   ・西区   （45 件） 

   ・中区   （34 件）（本牧海釣り公園桟橋及び管理棟大破、係留中のシーバス衝突含む） 

   ・南区   （42 件）（足場崩落、倉庫倒壊含む） 

・港南区  （45 件）（ゴルフ練習場ネット支柱９本倒壊含む） 

   ・保土ケ谷区（13 件） 

   ・旭区   （28 件）（相鉄線架線断線を含む） 

   ・磯子区  （22 件）（消防訓練施設の倒壊含む） 

   ・金沢区  （162 件）（横浜ヘリポート格納庫内浸水含む） 

   ・港北区  （44 件） 

   ・緑区   （ 2 件） 

   ・青葉区  （ 6 件） 

   ・都筑区  （35 件） 

   ・戸塚区  （15 件） 

   ・栄区   （30 件） 

   ・泉区   （35 件） 

   ・瀬谷区  （ 9 件） 

 

  キ 金沢区福浦地区及び幸浦地区の被害状況について 

(ｱ) 浸水被害地域（下記の地域全般に渡り、浸水）、面積 3.92k ㎡ 

金沢区福浦一丁目（目安～一丁目６番地で約 40ｃｍ） 

金沢区福浦二丁目（目安～二丁目 11 番地で約 40ｃｍ、16 番地で約２ｍ） 

金沢区福浦三丁目 

金沢区幸浦一丁目 

金沢区幸浦二丁目（目安～二丁目 21 番地で約３ｃｍ） 

(ｲ) 護岸破損 

金沢区福浦一丁目から三丁目（11 か所） 

金沢区幸浦二丁目（１か所） 

(ｳ) 被害件数 

現在、詳細な被害認定調査・集計を行っています。 

 

 

 


	【記者発表資料】令和元年台風第15号の被害状況等について」【第８報】
	【別紙】第８報

