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H A K U S A N  I n f o r m a t i o n

町　名 ふりがな 地図番号

つ 鶴来清沢町 つるぎせいさわまち 18

鶴来千原 つるぎちはら 18

鶴来知守町 つるぎちもりちょう 18

鶴来日詰町 つるぎひづめちょう 18

鶴来日吉町 つるぎひよしまち 18

鶴来古町 つるぎふるまち 18

鶴来本町一丁目 つるぎほんまちいっちょうめ 18

鶴来本町二丁目 つるぎほんまちにちょうめ 18

鶴来本町三丁目 つるぎほんまちさんちょうめ 18

鶴来本町四丁目 つるぎほんまちよんちょうめ 18

鶴来水戸町 つるぎみとまち 18・19左

鶴来水戸町二丁目 つるぎみとまちにちょうめ 18・19左

鶴来水戸町三丁目 つるぎみとまちさんちょうめ 18

鶴来水戸町四丁目 つるぎみとまちよんちょうめ 18

て 出合島町 であいじままち 14・15

出合町 であいまち 21

手取町 てどりまち 9・14

と
道法寺町 どうほうじまち

12・16・
17

鴇ケ谷 とがたに 26左

徳丸町 とくまるまち 8

徳光町 とくみつまち 3・6・7

殿町 とのまち 7

富光寺町 とみこうじまち 12

な 中奥町 なかおくまち 8

中柏野町 なかかしわのまち 10

中島町 なかじままち 19左・20

長島町 ながしままち 10・11

中新保町 なかしんぼまち 2・4

長竹町 ながたけまち 8

中成一丁目 なかなりいっちょうめ 7

中成二丁目 なかなりにちょうめ 7

中ノ郷町 なかのごうまち 11・16

中町 なかまち 7

菜の花一丁目 なのはないっちょうめ 8

菜の花二丁目 なのはなにちょうめ 8

菜の花三丁目 なのはなさんちょうめ 8

成町 なりまち 7

に 西柏一丁目 にしかしわいっちょうめ 10

西柏二丁目 にしかしわにちょうめ 10

西柏三丁目 にしかしわさんちょうめ 10

西柏町 にしかしわまち 10

西佐良町 にしさらまち 22

西新町 にししんまち 7

西美沢野一丁目 にしみさわのいっちょうめ 10

西美沢野町 にしみさわのまち 10

西米光町 にしよねみつまち 9

ぬ 布市一丁目 ぬのいちいっちょうめ 7・8

布市二丁目 ぬのいちにちょうめ 7・8

ね 熱野町 ねつのまち 12

の 野地町 のうぢまち 23左

は 博労一丁目 ばくろいっちょうめ 7

博労二丁目 ばくろにちょうめ 7

博労三丁目 ばくろさんちょうめ 7

橋爪新町 はしづめしんまち 8・11

橋爪町 はしづめまち 8

蓮池町 はすいけまち 9

八田中町 はったなかまち 1・2

八田町 はったまち 1

馬場一丁目 ばばいっちょうめ 7

馬場二丁目 ばばにちょうめ 7

町　名 ふりがな 地図番号

は 番匠町 ばんじょうまち 4・8

番田町 ばんだまち 14

ひ 東一番町 ひがしいちばんちょう 7

東柏町 ひがしかしわまち 10

東三番町 ひがしさんばんちょう 7

東新町 ひがししんまち 7

東二番町 ひがしにばんちょう 7

東二口 ひがしふたくち 24右

東美沢野町 ひがしみさわのまち 7・10

左礫町 ひだりつぶてまち 22

日御子町 ひのみこまち
16・17・
18

陽羽里一丁目 ひばりいっちょうめ 12

陽羽里二丁目 ひばりにちょうめ 12

日向町 ひゅうがまち
12・16・
18

平加町 ひらかまち 9

平木町 ひらぎまち 3

平松町 ひらまつまち 7・11

広瀬町 ひろせまち 19左

ふ 深瀬 ふかぜ 26左

深瀬新町 ふかぜしんまち 12

福正寺町 ふくしょうじまち 8

福新町 ふくしんまち 10

福留町 ふくどめまち 10

福留南一丁目 ふくどめみなみいっちょうめ 10

福永町 ふくながまち 10

福増町 ふくますまち 4

仏師ヶ野町 ぶしがのまち 24右

藤波一丁目 ふじなみいっちょうめ 11

藤波二丁目 ふじなみにちょうめ 11

藤木町 ふじのきまち 11・16

蕪城一丁目 ぶじょういっちょうめ 4・7

蕪城二丁目 ぶじょうにちょうめ 3

蕪城三丁目 ぶじょうさんちょうめ 3

蕪城四丁目 ぶじょうよんちょうめ 3・4

蕪城五丁目 ぶじょうごちょうめ 4

部入道町 ぶにゅうどうまち 12

古城町 ふるしろまち 7

へ 別宮出町 べっくでまち 21

別宮町 べっくまち 21

ほ 法仏町 ほうぶつまち 7

坊丸町 ぼうまるまち 11

ま 松本町 まつもとまち 6

み 三浦町 みうらまち 8・11

美川今町 みかわいままち 9

美川永代町 みかわえいたいまち 9

美川北町 みかわきたまち 9

美川神幸町 みかわじんこうまち 9

美川新町 みかわしんまち 9

美川末広町 みかわすえひろまち 9

美川中町 みかわなかまち 9

美川浜町 みかわはままち 9

美川南町 みかわみなみまち 9

美川本吉町 みかわもとよしまち 13

美川和波町 みかわわなみまち 9

神子清水町 みこしみずまち 21

三坂町 みさかまち 21

美里町 みさとまち 8

美沢野町 みさわのまち 10

水島町 みずしままち 9・14

町　名 ふりがな 地図番号

み みずほ一丁目 みずほいっちょうめ 11

みずほ二丁目 みずほにちょうめ 11

みずほ三丁目 みずほさんちょうめ 11

みずほ四丁目 みずほよんちょうめ 11

みずほ五丁目 みずほごちょうめ 11

みずほ六丁目 みずほろくちょうめ 11

水澄町 みすみまち 10

三ツ瀬町 みつせまち
23

カット E

三ツ屋野町 みつやのまち 22・24左

湊町 みなとまち 13

宮永市町 みやながいちまち 4

宮永新町 みやながしんまち 4

宮永町 みやながまち 4

宮原町 みやはらまち 10

宮保新町 みやぼしんちょう 6・7・10

宮保町 みやぼまち 6・7・10

宮丸町 みやまるまち 7・10・11

三幸町 みゆきまち 8

明法島町 みょうほうじままち 16・18

む 向島町 むかいじままち 16

村井新町 むらいしんまち 3

村井東一丁目 むらいひがしいっちょうめ 7

村井東二丁目 むらいひがしにちょうめ 7

村井町 むらいまち 7・11

め 明光一丁目 めいこういっちょうめ 17

明光二丁目 めいこうにちょうめ 17・18

明光三丁目 めいこうさんちょうめ 16

明光四丁目 めいこうよんちょうめ 16・18

も 森島町 もりじままち 16・18

や 矢頃島町 やごろじままち 16

安田町 やすたまち 7

安吉町 やすよしまち 11・15

八束穂一丁目 やつかほいっちょうめ 11・16

八束穂二丁目 やつかほにちょうめ 11・16

八束穂三丁目 やつかほさんちょうめ 11

八ツ矢新町 やつやしんまち 4・7

八ツ矢町 やつやまち 4・7・8

柳原町 やなぎはらまち 23左

山島台一丁目 やまじまだいいっちょうめ 16

山島台二丁目 やまじまだいにちょうめ 16

山島台三丁目 やまじまだいさんちょうめ 16

山島台四丁目 やまじまだいよんちょうめ 16

山島台五丁目 やまじまだいごちょうめ 16

山島台六丁目 やまじまだいろくちょうめ 16

八幡町 やわたまち 18・19左

よ 八日市町 ようかいちまち 7

横江町 よこえまち 4・5

横町 よこまち 7

吉田町 よしだまち 15・16

吉野 よしの 21

四日市町 よっかいちまち 7

四ツ屋町 よつやまち 10・15

米永町 よねながまち 7・10

米光町 よねみつまち 9・10

寄新保町 よりしんぼまち 15

わ 若原町 わかばらまち 20

若宮一丁目 わかみやいっちょうめ 7・8

若宮二丁目 わかみやにちょうめ 7・8

若宮三丁目 わかみやさんちょうめ 7・8

渡津町 わたづまち 22
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町　名 ふりがな 地図番号

あ 相滝町 あいたきまち 21・22

相木町 あいのきまち 4・7

相木一丁目 あいのきいっちょうめ 7

相木二丁目 あいのきにちょうめ 7

相木三丁目 あいのきさんちょうめ 4・7

青葉台一丁目 あおばだいいっちょうめ 8

青葉台二丁目 あおばだいにちょうめ 8

明島町 あからじままち
16・17・
18

旭丘一丁目 あさひがおかいっちょうめ 1・2・4

旭丘二丁目 あさひがおかにちょうめ 4

旭丘三丁目 あさひがおかさんちょうめ 4

旭丘四丁目 あさひがおかよんちょうめ 1・4

あさひ荘苑一丁目 あさひそうえんいっちょうめ 4

あさひ荘苑二丁目 あさひそうえんにちょうめ 4

あさひ荘苑三丁目 あさひそうえんさんちょうめ 4

あさひ荘苑四丁目 あさひそうえんよんちょうめ 4

旭町 あさひまち 7

阿手町 あてまち 23右

阿弥陀島町 あみだじままち 9・10

荒谷 あらたに
24カット 
C・25左

荒屋柏野町 あらやかしわのまち 10

荒屋町 あらやまち 12・16

行町 あるきまち
11・12・
16

安養寺 あんようじ 12

安養寺町 あんようじまち 12

い 石立町 いしたてまち 6

石同新町 いしどうしんまち 7・8

石同町 いしどうまち 7

井関町 いせきまち 9

一塚町 いちづかまち 1・4

市原 いちはら 22・24左

乾町 いぬいまち 8

井口町 いのくちまち 16・18

今平町 いまひらまち 11

う 内方新保町 うちかたしんぼまち 11

漆島町 うるしじままち 16

お 大竹町 おおだけまち 16・18

小川町 おがわまち 6

尾添 おぞう
25左・25右・
25カット B

乙丸町 おとまるまち 11

女原 おなばら 24

小柳町 おやなぎまち 17・18

か 笠間新一丁目 かさましんいっちょうめ 10

笠間町 かさままち 6・10

鹿島平 かしまだいら 9

鍛治町 かじまち 7

鹿島町 かしままち 6・9

柏町 かしわまち 10

数瀬町 かずせまち 23右

釡清水町 かましみずまち 21

釡谷 かまだに 26左

上小川町 かみおがわまち 6

上柏野町 かみかしわのまち 10

上島田町 かみしまだまち 10・15

上野町 かみのまち 20・21

上二口町 かみふたくちまち 8・11

上安田町 かみやすたまち
10・14・
15

町　名 ふりがな 地図番号

し 下野町 しものまち 20

下吉谷町 しもよしたにまち 21・22

白峰 しらみね

27左・
27右・
28・

28カット D

白山町 しらやままち 19左

新田町 しんでんまち 4

新成一丁目 しんなりいっちょうめ 4・7

新成二丁目 しんなりにちょうめ 4

新成三丁目 しんなりさんちょうめ 4

新成四丁目 しんなりよんちょうめ 4・7

す 末広一丁目 すえひろいっちょうめ 7

末広二丁目 すえひろにちょうめ 7

末正町 すえまさまち 9・14

菅波町 すがなみまち 11

杉森町 すぎもりまち 21

せ 瀬木野町 せぎのまち 20

瀬戸 せと
24左・
24右

瀬波 せなみ 24左

専福寺町 せんぷくじまち 8

そ 相川新町 そうごしんまち 3

相川町 そうごまち 3・4

曽谷町 そだにまち 12

た 竹松町 たけまつまち 3・4

田地町 たちまち 11

辰巳町 たつみちょう 7

田中町 たなかまち 4・8

ち 知気寺町 ちきじまち 12・16

茶屋一丁目 ちゃやいっちょうめ 7

茶屋二丁目 ちゃやにちょうめ 7

中宮 ちゅうぐう
25左・
25右・
25カット B

長屋町 ちょうやまち 9・13・14

千代野西一丁目 ちよのにしいっちょうめ 7

千代野西二丁目 ちよのにしにちょうめ 7

千代野西三丁目 ちよのにしさんちょうめ 7

千代野西四丁目 ちよのにしよんちょうめ 7

千代野西五丁目 ちよのにしごちょうめ 7

千代野西六丁目 ちよのにしろくちょうめ 7

千代野西七丁目 ちよのにしななちょうめ 7

千代野西八丁目 ちよのにしはっちょうめ 7

千代野東一丁目 ちよのひがしいっちょうめ 7

千代野東二丁目 ちよのひがしにちょうめ 7

千代野東三丁目 ちよのひがしさんちょうめ 7

千代野東四丁目 ちよのひがしよんちょうめ 7

千代野東五丁目 ちよのひがしごちょうめ 7

千代野東六丁目 ちよのひがしろくちょうめ 7

千代野南一丁目 ちよのみなみいっちょうめ 7

千代野南二丁目 ちよのみなみにちょうめ 7

つ 月橋町 つきはしまち 17・18

鶴来朝日町 つるぎあさひまち 18

鶴来今町 つるぎいままち 18・19左

鶴来後山 つるぎうしろやま 18

鶴来大国町 つるぎおおくにまち 18

鶴来上東町 つるぎかみひがしまち 18

鶴来桑島町 つるぎくわじままち 12

鶴来下東町 つるぎしもひがしまち 18

鶴来新町 つるぎしんまち 18・19左

町　名 ふりがな 地図番号

か 上吉谷町 かみよしたにまち 22

河合町 かわいまち 20

河内町板尾 かわちまちいたお 19右・20

河内町内尾 かわちまちうつお
19

カット A

河内町奥池 かわちまちおくいけ 20

河内町きりの里 かわちまちきりのさと 20

河内町金間 かわちまちきんま 19右

河内町口直海 かわちまちくちのみ 20

河内町久保 かわちまちくぼ 20

河内町江津 かわちまちごうづ 20

河内町下折 かわちまちそそり 19右

河内町中直海 かわちまちなかのみ 20

河内町吹上 かわちまちふきあげ
19右・
20・21

河内町福岡 かわちまちふくおか 20

河内町ふじが丘 かわちまちふじがおか 20

河内町吉岡 かわちまちよしおか 20・21

河原山町 かわらやままち 22・24左

き 北島町 きたじままち 9・10

北成町 きたなりまち 4

北安田西一丁目 きたやすたにしいっちょうめ 7

北安田西二丁目 きたやすたにしにちょうめ 7

北安田町 きたやすたまち 7

木滑 きなめり 22・24左

木滑新 きなめりしん 24左

く 倉部町 くらべまち 1・3・4

倉光一丁目 くらみついっちょうめ 7

倉光二丁目 くらみつにちょうめ 7

倉光三丁目 くらみつさんちょうめ 7

倉光四丁目 くらみつよんちょうめ 7

倉光五丁目 くらみつごちょうめ 7

倉光六丁目 くらみつろくちょうめ 7

倉光七丁目 くらみつななちょうめ 7

倉光八丁目 くらみつはっちょうめ 7・8

倉光九丁目 くらみつきゅうちょうめ 7・8

倉光十丁目 くらみつじゅっちょうめ 7

倉光西二丁目 くらみつにしにちょうめ 7

黒瀬町 くろせまち 6

桑島 くわじま
26左・
26右・
27左

け 剣崎町 けんざきまち 11

源兵島町 げんぺいじままち 9・10・14

こ 木津町 こうづまち 8・11・12

幸明町 こうみょうまち 8

御影堂町 ごえどうまち 10

小上町 こがみまち 10

五十谷町 ごじゅうだにまち 23左

五歩市町 ごぼいちまち 4・8

五味島 ごみじま 26左

さ 坂尻町 さかじりまち 12・17

佐良 さら 22・24左

三宮町 さんのみやまち 19左

し 七原町 しちはらまち 12・16

七郎町 しちろうまち 6

柴木二丁目 しばきにちょうめ 12

柴木町 しばきまち 12

島田町 しまだまち 11・15

下柏野町 しもかしわのまち 10

下田原 しもたわら 26右

五十音順
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エイム フェイス 御中

フィットネスクラブ 詳細MAP7図 E‐1

施設無料見学随時受付中

健康はひとりで貪欲に求めるよりも、みんなで創り、分かつもの。
スタッフのサポートだけではなく、会員様同士が互いを思いやること。
ジム・スタジオ・プールでの運動。癒しのスパ。
正しい情報を持ち、知識に変え、実行して獲得する。それが健康。
あなたもエイムフェイスで仲間と一緒に健康づくりをはじめてみませんか。

■白山市西新町1114 （※利用時の立体駐車場利用は無料です。）
■TEL:076-274-7111 ■FAX:076-274-7147
■営業時間／平日9:30～23:00、土曜9:30～21:00、日曜・祝日9:30～19:00
■休館日／金曜、年末年始、夏季、メンテナンス
■URL:https://www.fitness-aim.com/face/ あり

076－223－0496
白山市総合防災マップ2019

■画像著作権：確認済

■ロゴの著作権：確認済
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校正出し日： 割付番号 ：

商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】

所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。

□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　

□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2018年11月12日
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共和産業株式会社 御中

製造業 詳細MAP3図 E‐1

キャビンの専門メーカー

我が社は常に、社員全員が日々改善の意識を持って企業文化を育んでいます。他社
に先んずる技術力のある企業、また、お客様のニーズの一歩先を行く対応力のある
企業でありたいと考えています。
個のスキルを集結させてトータルな組織力を発揮しています。大きな企業より充実
した企業であることを大切にしながらグローバルな活動を続けていく企業です。

■白山市竹松町2810
■TEL:076-276-2141
■FAX:076-276-2654
■URL:https://www.kyowa-cab.co.jp/

076－223－0496
白山市総合防災マップ2019

■画像著作権：確認済

■ロゴの著作権：確認済
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校正出し日： 割付番号 ：

商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】

所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
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2018年11月22日
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どん平 御中

飲食店 詳細MAP7図 E‐3

美味しいうどん・そばならやっぱり

当店の自慢は、もちもちの手打ち麺。写真のあんかけうどんや、カレーうど
ん、季節の自家製野菜を添えた天ざるそばが人気です。
また、手作りにこだわった日替わり定食も大好評！
他にも牛すじうどんなど、ハマるメニュー多数。ぜひお越しください。
近郊出前いたします。電話でご確認ください。

■白山市博労3-34
■TEL:076-276-9438
■営業時間／11:00～14:00 17:00～19:00
■定休日／日曜

あり

076－223－0496
白山市総合防災マップ2019

■画像著作権：確認済

■ロゴの著作権：確認済
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その他道路

高速・有料道路

主要地方道6

国道
国道番号

157

一般県道178

JR線
駅

警察署

交番・駐在所

官公署

消防署

町村役場

私鉄

河川・池

郡市界

大字界

県界 信号機

交差点名称倉光

有料道料金所

神社

寺院

商業施設

インターチェンジ

図書館

医療機関

郵便局

小・中・高校

その他学校

大学

保育園

幼稚園

市役所

凡例

高潮浸水想定区域

津波浸水想定区域

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域

雪崩危険区域

浸水想定区域 浸水深

5.0ｍ以上

3.0ｍ～5.0ｍ

0.5ｍ～3.0m

0.5ｍ未満

凡例（防災情報）に浸
水深ごとに表示 対象河川 指定の前提となる降雨量（想定最大規模）

手取川 手取川流域の総雨量２４時間で５３９mm

高橋川流域の総雨量４８時間で９３８mm高橋川

崩壊等が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じるおそれのあると認められる地域

崩壊等が発生した場合に、建築物に破損が生じ、住民等の生命または身体に、著しい危害が生じるおそれのあると認め
られる地域

石川県が平成２９年５月に公表した「石川県津波浸水想定区域図」に基づく最大津波高（国の設定した６０断層中、石川
県沿岸の最大の津波高となる７断層の内３断層（マグニチュード7.12～7.39）の最大津波高）

国土交通省金沢河川国道事務所が想定した冬季風浪による浸水が想定される区域

浸水想定区域

国県が公表した洪水浸水想定区域図に基づき作
成してあります。河川の浸水想定が重なる地点
については、浸水深ランクが高い方を４段階で
表示してあります。

安原川 安原川流域の総雨量２４時間で８１３mm

雪崩が発生する危険がある箇所のうち、人家、官公署、学校、病院、災害時要支援者施設、宿泊施設等のある場所を指定
したもの
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弊社校了確認欄【弊社使用欄】

所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
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□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　

□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2018年12月7日
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エステック不動産投資顧問株式会社 御中

複合型立体駐車場 詳細MAP7図 E‐1

JR松任駅南複合型立体駐車場

松任駅南ビル

駅に一番近くて便利・大きい・楽々（女性・高齢者専用スペース有り）・月極利用者様は最新のICカードを
かざすだけで入退場が可能な立体駐車場です。◆通常料金 入庫より30分：無料 、入庫より60分：100円
、以後30分ごと：50円 ◆定額料金（税別）※別途保証金要 パーク＆ライド 平日利用（午前6時～午後
8時）：6,000円/月、365日24時間利用：8,000円/月 ◆お得な1日プラン（入庫より24時間）：700円
施設内には駐車場他、フィットネスクラブ・各種教室・接骨院があります。

■白山市西新町204-5
■TEL:076-274-3560
■URL:http://www.mattoeki-p.jp/

076－223－0496
白山市総合防災マップ2019
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センコー株式会社 北陸支店 御中

総合物流事業 詳細MAP7図 C‐5

未来潮流をつくる企業グループ

人を育て、人々の生活を支援する企業グループとして、物流・商流を核に、未
来を動かすサービス・商品の新潮流の創造にたゆみなく挑戦し、真に豊かなグ
ローバル社会の実現に貢献します。

■白山市村井町570-1
■TEL:076-275-8201
■FAX:076-275-8577
■URL:http://www.senko.co.jp

あり
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白山市総合防災マップ2019
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年 月 日 印
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