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１ 台風の概要 

台風 21号は、2018年 8月 28日 9時頃に南鳥島近海において熱帯低気圧から台風になり

ました。その後、進路を西～北西にとりながら、9月 3日以降進路を北東にとり、9月 4日

12 時頃に徳島県南部に上陸、その後近畿地方を縦断して日本海へ抜け、9 月 5 日 9 時には

間宮海峡にて温帯低気圧に変わりました（図１）。 

気象庁のアメダスによれば、98地点で最大瞬間風速の、50地点で最大風速の観測記録を

更新しています。更新地点は台風の経路の東側を中心に、近畿・北陸・北海道にまとまっ

て分布しています（図２）。近畿地方の 9 月 3日～5 日の期間内の最大瞬間風速及び最大風

速の分布（図３）をみると、台風の経路付近及びその東側で値が大きくなっており、関空

島（大阪府）で最大瞬間風速 58.1m/s、最大風速 46.5m/s、室戸岬（高知県）で最大瞬間風

速 55.3m/s、最大風速 48.2m/sを記録しています。図４には、台風の進路に近い日和佐（徳

島県）、関空島（大阪府）、敦賀（福井県）の 10分毎の最大瞬間風速、最大風速をグラフ化

したものですが、関空島では 13 時 30 分～13 時 50 分の間に急激に最大瞬間風速が大きく

なっていることがわかります。 

また、気象庁の発表によれば、気圧低下による吸い上げ効果と強い南風による吹き寄せ

効果が大きかったことで大阪湾の沿岸と紀伊水道では顕著な高潮となっており、表１の 6

地点で過去の最高潮位を更新しています。 

  

 

図１ 台風 21号の進路 

（気象庁 HPより引用） 

図２ 瞬間最大風速更新地点の分布 

（気象庁アメダスより作成） 



 

3 

 

図３ 9月 3日～5日における期間内最大瞬間風速、最大風速（大阪府周辺） 

（赤色破線は台風の進路。期間内最大瞬間風速・最大風速は気象庁アメダスより作成） 

 

  

図４ 9月 4日における 10分間の最大瞬間風速、最大風速の推移の比較 

（気象庁アメダスより作成） 

 

表１ 9月 4日における 10分間の最大瞬間風速、最大風速の推移の比較 

（気象庁報道発表「平成 30年台風第 21号による高潮より」転載） 
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２ 現地被害調査報告（速報） 

２-１ 調査概要 

 台風 21号で大きな被害が発生した神戸市・芦屋市の沿岸埋立地を中心に、図５に示す地

域で被害状況調査を実施しました。 

 

調査日時 2018年 9月 7日（金） 

調査地域 ① ハーバーランド（神戸市） 

② 六甲アイランド（神戸市） 

③ 南芦屋浜（芦屋市） 

④ 甲子園浜・今津浜（西宮市） 

⑤ 鳴尾浜（西宮市） 

⑥ 泉南・泉佐野 

⑦ りんくうタウン 

 

 

図５ 調査地点概略図 

 

 

 

①ハーバーランド 

②六甲アイランド 

③南芦屋浜 ④甲子園浜・今津浜 

⑤鳴尾浜 

⑦りんくうタウン 

⑥泉南・泉佐野 

(背景図には国土地理院の地理院地図を使用した) 
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２-２ ハーバーランド（①）～鳴尾浜（⑤）の被害状況 

 ハーバーランド（①）は神戸市中央区にある 1990年代前半に再開発された地区で、神戸

港の中突堤の西側にある商業施設やオフィスなどが並ぶ地区です。現地調査時点では地区

全体に大きな被害の痕跡はありませんでしたが、商業施設の入る平屋建建物の屋根が強風

で飛ばされており、付近の橋の壁面材が剥落しているのが確認できました。 

 六甲アイランド（②）は神戸市東灘区にある人工島で、島の中心部に住宅・商業施設が

あり、その周囲を工場・物流施設・港湾施設が取り巻くかたちとなっています。六甲アイ

ランドでは、ハーバーランドと比較して漂流物が路上に多く残っており、コンテナが横倒

しになっていたり、道路上に流されているケースや、街灯の折損がみられました。また、

埠頭に停めてあった大量の車両が流されてフェンスで折り重なっており、高潮により車両

が流されたものと考えられます。 

 南芦屋浜（③）は芦屋市にある 1997 年に竣工した人工島で住宅・公園などがあります。

人工島の南西部は浜があり、現地を確認した際は、漂着したコンテナが残置されていまし

た。浜の背面にはコンクリート護岸を挟んで住宅地が広がっていますが、顕著な被害はあ

りませんでした。 

 甲子園浜（④）は西宮市にある人工島で、島内には物流施設や下水処理場などはありま

すが住宅はありません。甲子園浜と鳴尾浜（甲子園浜の東側に位置する）の間にかかる道

路橋の橋脚に砂利運搬船が衝突したまま状態でした。現地調査実施時点では、道路橋を走

る阪神高速は通行可能となっていましたが、並行する一般道は通行止めとなっていました。

また、付近のコンクリート護岸は、天端・法面ともに大きく損傷し、護岸天端のフェンス

も陸側に倒れている状況で、高潮により浸水したかあるいは漂着物により破損したと考え

られます。また、北側に隣接する今津浜（④）には、砂利運搬船が岸壁に乗り上げるとと

もに、車両が１台漂着しフェンスが破壊されていました。 

 鳴尾浜（⑤）は西宮市にある埋立地で工場や物流施設が所在しています。周辺の建物に

目立った被害はありませんでしたが、岸壁に設置されていた荷役用の大型クレーンが海側

に転倒していました。 
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写真１ 強風で屋根が飛ばされている 

（①ハーバーランド） 

写真２ はねっこ橋の壁面材の剥落 

（①ハーバーランド） 

  

写真３ ２段積みコンテナが崩れている 

（②六甲アイランド） 

写真４ 写真３を反対から撮影 

（②六甲アイランド） 

  

写真５ 街灯が折れている 

（②六甲アイランド） 

写真６ コンテナが流され、中央分離帯で止

まっている（②六甲アイランド） 
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写真７ 高潮により車両が積み重なってい

る。（②六甲アイランド） 

写真８ 写真７と同地点 

（②六甲アイランド） 

  

写真９ 漂着したコンテナが残置されてい

る。（③芦屋浜） 

写真１０ 漂着したコンテナは空。 

（③芦屋浜） 

  

写真１１ 砂利運搬船が橋脚に衝突してい

る。（④甲子園浜） 

写真１２ 護岸の法面・天端は破壊されてい

る（④甲子園浜）。写真１１と同地点。 
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写真１３ 高潮により砂利運搬船が岸壁に

乗り上げている。（④今津浜） 

写真１４ 写真１３と同地点。車が漂着し、

フェンスも倒れている（④今津浜）。 

  

写真１５ クレーンが転倒している。（⑤鳴

尾浜） 

写真１６ 写真１５の拡大。 

（⑤鳴尾浜） 
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２-３ 泉南・泉佐野（⑥）・りんくうタウン（⑦）の被害状況 

泉南・泉佐野（⑥）、りんくうタウン（⑦）ともに大阪府南部の関西国際空港から比較的

近い距離にある地域で、最大風速の大きかった地域です。泉南・泉佐野（⑥）では、瓦屋

根に損傷を受けた住宅が散見され、壁面材の飛散した建物、外壁に大きな穴が開いた建物

なども見られました。また、完全に破壊された倉庫などもありました。 

りんくうタウン（⑦）では、テント倉庫のシートが破損し、鉄骨が剥き出しとなってい

たほか、付近の平屋建鉄骨造のホームセンターでは、庇や壁面に損傷がみられ、現地調査

時点でも店舗は休業していました。 

 

写真１３ 破壊された倉庫（⑥泉南・泉佐野） 写真１４ 瓦屋根に損壊がみられる。（⑥泉

南・泉佐野） 

  

写真１５ 壁面・屋根が剥離してた建物。 

（⑦りんくうタウン） 

写真１６ 庇・壁面に損傷がみられる建物 

(ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ)（⑦りんくうタウン） 
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３ 被害の概要（速報） 

３-１ 被害の概要 

 台風 21 号は大阪府を中心に大きな被害をもたらしています。大阪府による被害報（9 月

13日時点・第 11報）では、死者 8名、重軽傷者 478名、住家全壊 2件、半壊 22件、一部

損壊 14,114件、非住家被害 627件となっています。大阪府の被害については、現状では大

阪府南部の被害が十分に反映された値ではなく、特に住家被害に関しては今後も増加する

ものと考えらえます。 

 また、関西国際空港では、タンカー衝突による連絡橋の損傷のため、一時約 8,000 人が

孤立するとともに、高潮による浸水被害のため空港機能が停止しました。第 2 ターミナル

では 9 月 7 日から一部の便で発着が再開されましたが、冠水した第 1 ターミナルでは 1 週

間以上機能が停止し、9月 14日から一部の便で発着が再開されています。 

３-２ ライフラインの被害状況（電力） 

台風 21号では、上陸後広範囲で停電が発生しました。関西電力管内で約 170万件、中部

電力管内で約 85 万件、四国電力管内で約 10 万件、3 つの電力会社の管内だけでも約 265

万件の停電が発生しました。関西電力及びツイッター等の情報を整理すると、大阪府・兵

庫県における最大停電範囲（市区町村単位）は大阪府のほぼ全域と兵庫県の阪神・淡路地

域に及んでいたと推測されます。特に、大阪府南部では停電の影響は長期に及び、台風が

神戸市に上陸した約 60時間後（9/7 AM4時）でも、岸和田市、和泉市、泉佐野市、泉南市

では 10,000件を超える停電件数となっていました。 

 

図６ 停電状況 

最大停電範囲 9/7 AM4:00 時点の停電件

9/9 AM9:30 時点の停電件
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４ おわりに 

 本資料は 2018 年 9 月 7 日に実施した現地調査や 2018 年 9 月 13 日時点までに判明した

情報を元に、平成 30 年台風 21 号の被害概況を整理したものです。弊社では、今後も様々

な自然災害に関する情報や事例の収集・整理・分析を行い、情報を発信していきたいと考

えております。 

最後になりましたが、台風 21 号では、現時点で 12 名の方がお亡くなりになり、多くの

方が被災されました。亡くなられた方およびそのご遺族の方には謹んでお悔やみを申し上

げますとともに、被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。 
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