
  

 

 

 

 

 

台風第 14 号への対応（第６報） 

（９月 19 日 22:15 現在） 

 

１．気象等の状況 

現在発令中の警報・注意報等（神戸地方気象台発表）  

  大雨（浸水害）・暴風・波浪警報、高潮・雷注意報  

    

（履歴） 

発表日時 警報 注意報 その他 

９月 16 日 15:16 － 強風・波浪 － 

９月 18 日 11:50 － 
強風・波浪・ 

高潮・雷 
－ 

９月 19 日 00:25 暴風・波浪・高潮  雷 － 

９月 19 日 04:09 暴風・波浪・高潮  大雨・雷 － 

９月 19 日 10:14 
大雨（浸水害）・ 

暴風・波浪・高潮  
雷 － 

９月 19 日 21:06 
大雨（浸水害）・ 

暴風・波浪 
高潮・雷 － 

 

２．対応状況（防災体制） 

日時 内容 

９月 17 日 15:30 第１回神戸市防災連絡会議  

９月 18 日 15:45 第２回神戸市防災連絡会議  

９月 18 日 21:00 神戸市災害警戒本部設置  

９月 19 日 09:00 
全市防災指令第２号発令  

各区災害警戒本部設置  

９月 19 日 22:15 全市防災指令第２号解除 

 

３．避難状況 

No 区  避難場所  避難世帯数等 備考 

１ 西区 枝吉小学校 １世帯 ２人 自主避難 

２ 兵庫区 夢野こどもホーム  ２世帯 ２人 自主避難 

３ 中央区 山の手小学校 １世帯 １人 自主避難 

４ 東灘区 魚崎小学校 （現在は０人） 最大１世帯２人 

５ 須磨区 板宿小学校 ２世帯 ３人 自主避難 

６ 長田区 ふたば学舎 ２世帯 ２人 自主避難 

７ 長田区 丸山コミュニティセンター  （現在は０人） 最大２世帯２人 

８ 長田区 宮川小学校 １世帯 １人 自主避難 

９ 兵庫区 友生支援学校 １世帯 １人 自主避難 

10 長田区 長田高校 （現在は０人） 最大２世帯２人 
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11 垂水区 歌敷山中学校 （現在は０人） 最大１世帯１人 

12 北区 鈴蘭台小学校 （現在は０人） 最大１世帯１人 

13 西区 岩岡小学校 １世帯 ２人 自主避難 

14 西区 北山小学校 １世帯 １人 自主避難 

15 長田区 室内小学校 （現在は０人） 最大４世帯５人 

16 東灘区 住吉小学校 （現在は０人） 最大１世帯４人 

17 北区 ありの台小学校 （現在は０人） 最大１世帯１人 

18 中央区 葺合高校 １世帯 １人 自主避難 

19 西区 有瀬小学校 １世帯 １人 自主避難 

20 垂水区 舞子小学校 （現在は０人） 最大１世帯１人 

21 灘区 
神戸大学大学院 

人間発達環境学研究科  
（現在は０人） 最大１世帯１人 

22 長田区 駒ケ林小学校 （現在は０人） 最大２世帯２人 

23 灘区 稗田小学校 （現在は０人） 最大１世帯１人 

24 中央区 
コミスタこうべ 

（生涯学習支援センター）  
１世帯 １人 自主避難 

25 灘区 王子スポーツセンター  １世帯 １人 自主避難 

26 中央区 中央小学校 （現在は０人） 最大１世帯１人 

27 東灘区 東灘小学校 ５世帯 ６人 自主避難 

28 長田区 蓮池小学校 （現在は０人） 最大２世帯３人 

29 北区 淡河中学校 ３世帯 ３人 自主避難 

30 垂水区 多聞台小学校 （現在は０人） 最大１世帯１人 

31 北区 上大沢ふれあい会館  （現在は０人） 最大１世帯２人 

32 垂水区 垂水小学校 １世帯 ２人 自主避難 

33 兵庫区 兵庫工業高等学校  １世帯 ５人 自主避難 

全市合計 26 世帯 35 人  

 

４．被害状況 

・人的被害 

  軽症１人（垂水区）  

  

５．その他 

・港島トンネル及び閉鎖した防潮鉄扉のうち交通規制を必要とする道路横断鉄扉は

順次開放予定。それ以外の防潮鉄扉 202 箇所は翌朝に順次開放予定。詳細は下記

ページをご確認ください。  

https://www.city.kobe.lg.jp/a46366/387959427660.html 

・公共交通機関の運休や道路の通行止めの情報は、各機関のホームページ等でご確

認ください。 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/a46366/387959427660.html

