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

津波・高潮・波浪の警報・注意報

気象庁では、津波による災害の発生が予想される場合に、地震が発生してから約３分後を目標に津波警報（大津波、津波）ま

たは津波注意報を発表します。

また、高潮・波浪による災害の発生が予想される場合は、高潮・波浪警報または高潮・波浪注意報を発表します。
 ■津波警報・注意報の種類　※大津波警報は特別警報に位置づけられています。

種類 発表基準

発表される津波の高さ

想定される被害と取るべき行動数値での発表 

（津波の高さ予想の区分）

巨大地震の 

場合の発表

大津波警報
予想される津波の高さが高い
ところで3mを超える場合。

10m超
（10m<予想高さ）

巨大

木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻
き込まれます。
沿岸部や川沿いにいる人は、直ちに高台や避難ビル
など安全な場所へ避難してください。

10m
（5m<予想高さ≦10m）

5m
（3m<予想高さ≦5m）

津波警報
予想される津波の高さが高い
ところで1mを超え、3m以下
の場合。

3m
（1m<予想高さ≦3m） 高い

標高の低いところでは津波が襲い、浸水被害が発生
します。人は津波による流れに巻き込まれます。
沿岸部や川沿いにいる人は、直ちに高台や避難ビル
など安全な場所へ避難してください。

津波注意報

予想される津波の高さが高い
ところで0.2m以上、1m以下
の場合であって、津波による
災害のおそれがある場合。

1m
（0.2m≦予想高さ≦1m）

（表記しない）

海の中では人は速い流れに巻き込まれ、また、養殖
いかだが流失し、小型船舶が転覆します。
海の中にいる人は直ちに海から上がって、海岸から
離れてください。

 ■高潮・波浪予報の種類

種類 発表の基準

高潮警報 予想される潮位が1.2m以上である場合。

高潮注意報 予想される潮位が0.8m以上1.2m未満である場合。

波浪警報 予想される波の高さが5.0m以上である場合。

波浪注意報 予想される波の高さが3.0m以上5.0m未満である場合。

避難時の心得

河川や海岸には近づかない
地震の発生や、警報・注意報が発表された場
合、海岸や河川は危険ですので、釣りや海水
浴を行っている方は、速やかに海岸から離れ、
高い場所へ避難しましょう。

避難勧告や避難指示（緊急）に従う
避難勧告や避難指示（緊急）が発令されたら、
直ちに指示に従い、安全で高い場所に速やか
に避難しましょう。

高い場所へ速やかに避難する
より高い場所へ、より海から遠い場所へ速や
かに避難しましょう。

なるべく徒歩で避難する
車では渋滞や危険を招く可能性があるため、
なるべく徒歩で避難しましょう。

正しい情報を入手する
防災行政無線やテレビ、ラジオなどから正し
い情報を入手しましょう。

出典：気象庁ホームページ（https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/joho/tsunamiinfo.html）
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防災情報 地震

地
震

027 
W90mm×H60mm

028 
W90mm×H60mm

震度と揺れ等の状況（概要）

震度 揺れ

震度0 人は揺れを感じない。
震度1 屋内でじっとしている人には、揺れをわずかに感じる人がいる。
震度2 屋内でじっとしている人の大半が揺れを感じる。
震度3 屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる。
震度4 電灯などのつり下げ物は大きく揺れるなどする。
震度5弱 固定していない家具が移動することがあり、不安定な物は倒れることがある。
震度5強 物につかまらないと歩くことが難しい。
震度6弱 立っていることが困難になる。
震度6強 はわないと動くことができない。飛ばされることもある。
震度7 耐震性の高い木造建物でもまれに傾くことがある。

地震発生時の行動チャート

大きな地震が発生したら、冷静に対応するのは難しいものです。しかし、一瞬の判断が生死を分けることもあります。地震が

起きても「あわてず、落ち着いて」行動するために、行動パターンを覚えておきましょう。

緊急
地震速報

地震
発生

1～2分

3分

5分

5～
10分

10分～
数時間

～3日
くらい

避難生活
では

自主防災・防犯組織を中心に行動する

津波・山崩れ・
がけ崩れの危険が
予想される地域は

すぐ避難

グラッときたら…
●ブロック塀、家具から離れる　●落ち着いて、自分の身を守る（特に頭部）
●火の始末はすばやく、ただし無理はしない　●ドアや窓を開けて、逃げ道を確保する

揺れがおさまったら…
●火元を確認・初期消火　●家族の安全を確認
●靴をはき、ガラスの破片などから足を守る　●非常持ち出し品を用意する

余震に注意しながら
●隣近所の安全を確認（特に高齢者世帯の安否確認を）
●火が出ていたら大声で知らせ、協力して消火する

●  自宅を離れるときには、
行き先を書いたメモを残す

●  電気・ガスの復旧後の出火防止のため、
ブレーカーを切り元栓を閉める

デマに惑わされないように
●  テレビ・ラジオなどで正しい情報を確認する
●電話の使用は必要最低限とする
●家屋倒壊などのおそれがあれば避難する

●  隣近所で協力して消火や救出をする　あわせて消防署等へ通報する

●生活必需品は備蓄でまかなう
●  災害情報、被害情報を収集し、市の広報に注意する
●壊れた家には入らない

●集団生活のルールを守る
●助け合いの心で
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案件名 ：

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9日

白山市総合防災マップ2019

8JB229H0A

027

014

株式会社石村電気商会 御中

電気設備・設計・施工 詳細MAP9図 E‐4

電気・通信・太陽光発電・オール電化

（株）石村電気商会

当社では次世代へ残す自然環境を配慮した消費電力の少ないエコキュート、Ｉ
Ｈクッキングヒーターを促進しています。また地震などで火災の危険性が少な
いオール電化を推進し、深夜電力を利用したお客様のご要望にあったプランを
ご提案しています。太陽光発電装置（ソーラーパネル）の取付工事も行っていま
すので、お気軽にご相談ください。

■白山市井関町ハ1
■TEL:076-278-2490 ■FAX:076-278-4793
■営業時間／8:00～17:30
■定休日／日曜・祝日、第2・4土曜

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

案件名 ：

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

白山市総合防災マップ2019

8JB229H0A

029

031

株式会社サリック 御中

空調設備・給排水衛生設備・消防施設・電気工事 詳細MAP11図 A‐4

空調機のことなら全てお任せ下さい

（株）サリック

●サービス部 エアコンの点検・修理・洗浄・保守
●工事部 エアコンの新設・移設・更新（調査・見積無料）
＊お気軽に受付専用TEL:076-249-5104までお電話下さい。

【本社】金沢市南塚町1 TEL（代）:076-249-5131

■【白山営業所】白山市長島町1048
■TEL:076-255-7616 ■FAX:076-255-7617
■営業時間／8:15～17:15
■定休日／日曜・祝日
■URL:http://www.saric.co.jp/ 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

案件名 ：

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12月17日

白山市総合防災マップ2019

8JB229H0A

028

158

鶴来信用金庫 御中

信用金庫 詳細MAP18図 D‐5

【白峰支店】 白山市白峰ロ77-1 TEL076-259-2111
【明光支店】 白山市明光3-2 TEL076-273-3333
【美川支店】 白山市湊町乙42-3 TEL076-278-5551
【松任支店】 白山市専福寺町154-1 TEL076-276-1100

■白山市鶴来本町1丁目ワ107-2
■TEL:076-272-1212 ■FAX:076-272-0057
■営業時間／9:00～15:00 ■定休日／土曜・日曜・祝日
■URL:http://www.shinkin.co.jp/tsurugi/

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

案件名 ：

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

白山市総合防災マップ2019

8JB229H0A

030

016

株式会社ホクコク地水 御中

建設工事・地質調査・建設コンサルタント 詳細MAP8図 A‐4

大地の総合コンサルタント

当社は、地域密着で地震・災害等に迅速に対応いたします。井戸施設・地盤調
査の計画から調査・設計・施工まで一連の対応をし、アフターフォローもしっ
かりしております。また、防災井戸や地すべり対策工事の施工も行っていま
す。

■白山市三浦町491-1
■TEL:076-259-1548 ■FAX:076-259-1549
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／土曜・日曜・祝日
■URL:http://www.hokukoku.co.jp/ ■E-mail:khce@hokukoku.co.jp

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

土砂災害の種類と前兆現象

土砂災害の種類 がけ崩れ 地すべり 土石流

特徴

斜面の地表に近い部分が、雨水の浸
透や地震等でゆるみ、突然、崩れ落
ちる現象。
崩れ落ちるまでの時間がごく短いた
め、人家の近くでは逃げ遅れも発生
し、人命を奪うことが多い。

斜面の一部あるいは全部が、地下水
の影響と重力によってゆっくりと斜
面下方に移動する現象。
土塊の移動量が大きいため甚大な被
害が発生します。

山腹や川底の石、土砂が長雨や集中
豪雨などによって一気に下流へと押
し流される現象。
時速20～40kmという速度で一瞬
のうちに人家や畑などを壊滅させて
しまいます。

主な前兆現象

 ●がけにひび割れができる
 ●小石がパラパラと落ちてくる
 ●がけから水が湧き出る
 ●湧き水が止まる・濁る
 ●地鳴りがする

 ●地面がひび割れ・陥没
 ●がけや斜面から水が噴き出す
 ●井戸や沢の水が濁る
 ●地鳴り・山鳴りがする
 ●樹木が傾く
 ●亀裂や段差が発生

 ●山鳴りがする
 ●急に川の水が濁り、流木が混ざり
始める
 ●腐った土の匂いがする
 ●降雨が続くのに川の水位が下がる
 ●立木が裂ける音や石がぶつかり合
う音が聞こえる

区域の指定

土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。

そのような災害から人命や財産を守るため、土砂災害防止工事などのハード対策と併せて危険性のある区域を明らかにし、そ

の中で警戒避難体制を整備するなどのソフト対策を充実させていくことが大切です。

県では土砂災害防止法に基づいて地形などの調査を実施し、白山市内で土砂災害のおそれのある区域を以下のとおり指定し、

注意を呼びかけています。

土砂災害警戒区域（イエローゾーン）とは

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区域。

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）とは
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区域。
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防災情報 洪水

洪
水

避難情報と河川の水位

031 
W90mm×H60mm

032 
W90mm×H60mm

洪水が発生するメカニズム

 ●大雨や雪解けによって、河川の水の量が増え、河川がはん濫したり堤防やダムが決壊して発生する、外水はん濫。

 ●街中の排水が間に合わず地下水路や側溝などから水があふれだしたり、河川の本流の排水が間に合わず支流に逆流したり、河

川からあふれだしてしまう、内水はん濫。

洪水対策

 ●日頃から水害が起きやすい場所を調べておくこと。

 ●河川や水路の増水などの前兆が起きた場合、早めに高台に避難すること。

 ●住んでいる場所で雨が降っていない場合でも、上流で大雨の場合は洪水

になることがあるので気をつけること。
 ■白山市における警報等の発表基準

 ●大 雨

表面雨量指数は、地形、土地利用など、その土地がもつ雨水のたまりや

すさの特徴を考慮して、降った雨による浸水害発生の危険度の高まりを数

値で表現したものです。

土壌雨量指数とは、これまでに降った雨による土壌中の水分量を解析し、

土砂災害危険度の高まりを把握するための指標です。

種類 基準 数値

大雨警報（浸水害） 表面雨量指数基準 13

大雨警報（土砂災害） 土壌雨量指数基準 98

大雨注意報
表面雨量指数基準 8

土壌雨量指数基準 83

 ●洪 水

河川の流域に降った雨水による影響を、これま

で降った雨と今後数時間に降ると予想される雨か

ら、流出過程と流下過程の計算によって指数化し

たもので、洪水警報・注意報の発表基準に使用し

ています。

種類 基準 数値

洪水警報 流域雨量指数基準
安原川流域＝3.5
高橋川流域＝4.8
平瀬川流域＝5.6

洪水
注意報

流域雨量指数基準
安原川流域＝2.8
高橋川流域＝3.8
平瀬川流域＝4.5

複合基準※ 平瀬川流域＝（7、3.5）
手取川流域＝（6、36.6）

※ （表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を
示しています。 
詳細な解説は、気象庁ホームページ 
（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/
warning.html）をご確認ください。

危険度
レベル

平常水位

安原川
（安原大橋）

手取川
（鶴来）

はん濫危険水位 2.9ｍ3.0ｍ

高橋川
（殿田橋）

4.1ｍ10.1ｍ 1.5ｍ

1.2ｍ

避難判断水位 2.5ｍ2.3ｍ 1.0m

はん濫注意水位 2.2ｍ1.4ｍ 0.9m

水防団待機水位 1.6ｍ0.9ｍ 0.7m

5

1

4
（危険）

2
（注意）

3
（警戒）

避難指示（緊急）のめやす
非常に危険な状態です。直ちに最寄りの避難施設へ避難を完了

してください。また十分な時間のない方は近くの丈夫で高い建物
に避難して救助を待ってください。

避難勧告のめやす
危険が迫っているので、すみやかに避難施設へ避難してくださ

い。またできるだけ近所の方に声をかけて避難してください。

避難準備・高齢者等避難開始のめやす
危険が予想されるので避難の準備を始めてください。またお年

寄りや体の不自由な方は、直ちに避難施設へ避難をしてください。
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案件名 ：

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。　　

2019年1月4日

白山市総合防災マップ2019

8JB229H0A

031

163

ピアゴ白山店 御中

ショッピングセンター 詳細MAP7図 E‐4

ちょっといいね、ちょうどいいね

『ラスパ白山』では、お客様のライフスタイルをサポートする

魅力的な専門店と日常生活便利店「食品スーパー・ピアゴ白山店」

がお客様のご来店をお待ちしております。

■【ピアゴ白山店】白山市倉光5-14
■TEL:076-256-2200
■FAX:076-256-3311
■URL:https://www.uny.co.jp

あり（390台）

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

案件名 ：

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30日

白山市総合防災マップ2019
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033

154

株式会社共和建設 御中

土木工事、舗装工事、水道工事 詳細MAP7図 A‐3

＂土木創造＂

【業務内容】
土木工事業／管工事業／下水道施設工事業／消防施設工事業／とび・土工工事業／舗装工事業
【その他活動】
広域災害協定（石川県知事）／地域災害協定（石川土木総合事務所長）／いしかわ事業者版環
境ＩＳＯ／市道除雪

■白山市法仏町617
■TEL:076-275-1519 ■FAX:076-275-1685
■URL:http://www.kyowa-ken.co.jp/ ■E-mail:info@kyowa-ken.co.jp

各種地域活動及びボランティア活動にも積極的に参加しています。 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

案件名 ：

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12月17日

白山市総合防災マップ2019
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032

062

白山市ガス協同組合 御中

ガス 詳細MAP8図 A‐3

あなたの暮らしのお手伝い

白山市ガス協同組合

組合員
●㈱あめぜん TEL:276-0202 ●伊丹産業㈱ TEL:276-3331
●㈱木村産業 TEL:276-7887 ●小村産業㈱ TEL:276-3232
●㈱武田商事 TEL:275-0512 ●竹田米穀㈱ TEL:275-0037
●㈲徳田商会 TEL:275-0055

■白山市徳丸町627-1
■TEL:076-275-4144 ■FAX:076-275-4154
■営業時間／8:30～17:00 ■定休日／日曜・祝日（土曜は午前のみ営業）
■E-mail:shi-gas@asagaotv.ne.jp

076－223－0496
白山市総合防災マップ2019

■画像著作権：確認済

案件名 ：

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9日

白山市総合防災マップ2019
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034

046

協和道路株式会社 御中

舗装工事 詳細MAP11図 C‐1

いろ色な道と広場にうるおいを…景観舗装

舗装工事業、アスファルト合材並びに土木資材の販売

【本社】金沢市伏見台1-13-23

■【本社事務所】白山市平松町263-1
■TEL:076-274-1212 ■FAX:076-276-8187
■URL:http://www.kyowa-road.co.jp

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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037 
W90mm×H60mm

038 
W90mm×H60mm

雨の強さと降り方（1時間雨量）

特別警報について

「特別警報」が発表されたら、 

直ちに命を守る行動をとってください。

 ●特別警報の発表

気象庁はこれまで、大雨、地震、津波、高潮などにより重大な

災害の起こるおそれがあるときに、警報を発表して警戒を呼び

かけていました。これに加え、今後は、この警報の発表基準を

はるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険

性が著しく高まっている場合、新たに「特別警報」を発表し、

最大限の警戒を呼び掛けます。

 ●特別警報とは

「特別警報」は、予想される現象が特に異常であるため、重大な災害

の起こるおそれが著しく大きい旨を警告する新しい防災情報です。

警報の発表基準をはるかに超える現象に対して発表されます。

例えば、東日本大震災における大津波や、「伊勢湾台風」の高

潮、「平成23年台風第12号」の豪雨等が発表の対象となります。

「○○特別警報」という名称で発表するのは、大雨、暴風、高

潮、波浪、大雪、暴風雪の６種類で、地震動、津波、噴火につ

いては、それぞれの既存の警報のあるレベル以上のものを特別

警報に位置づけており、名称の変更はありません。

 ●留意事項

特別警報が発表されないからといって安心することは禁物です。

大災害のおそれがあるときは従来どおり警報を発表します。

「特別警報」が発表されていなくても、最新の気象情報、注意

報、警報を活用して、早め早めの行動をとることが大切です。

※気象庁資料より抜粋

風水害

台風や豪雨の到来は予測できるからと安易に考えてはいけま

せん。大雨や強風は私たちに何度も大きな災害をもたらしてい

ます。油断せず日頃から十分な対策を立てておきましょう。

集中豪雨

集中豪雨は、短時間のうちに狭い地域に

集中して降る豪雨のことで、中小河川のは

ん濫や土砂崩れ、がけ崩れなどによる大き

な被害が予想されます。がけ付近や造成

地、扇状地などは気象情報に十分注意し、

万全の対策をとるようにしましょう。

台 風

台風は、中心に近づくほど風が一段と強く激しくなります。

台風は、進行方向の右側の方が、左側より風が強くなります。

暴風域に入ると猛烈な風が吹くおそれがあり、特に厳重な警戒

が必要になります。さらに、吹きかえしの風にも警戒が必要です。

また、風が強くなってからでは、いろいろな物が飛んでき

て、外での作業は大変危険です。進行方向にかかわらず、早

め早めの対策を心がけましょう。

雨の音で、話し声がよく
聞き取れない。
この程度の雨でも長く続
くときは注意が必要。

10～20mm未満
やや強い雨

どしゃ降りで側溝や下水、
小さな川があふれ、小規
模のがけ崩れが始まる。

20～30mm未満
強い雨

バケツをひっくり返したよう
な雨が降り、山崩れ･がけ崩
れが起きやすくなり、危険地
帯では避難の準備が必要。

30～50mm未満
激しい雨

滝のように雨が降り、マン
ホールから水が噴出する。
土石流が起こりやすく、多
くの災害が発生する。

50～80mm未満
非常に激しい雨

息苦しくなるような圧迫
感があり、大規模な災害
の発生する恐れが強く、
厳重な警戒が必要。

80mm以上
猛烈な雨
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防災情報 雪崩

雪
崩

035 
W90mm×H60mm

036 
W90mm×H60mm

雪崩の発生しやすい時期と場所

雪崩には表層雪崩と全層雪崩があります。

◆ 表層雪崩は厳冬期、全層雪崩は春先に発生しやすい

① 表層雪崩

 ●気温が低く、積雪の深さが大きく降雪が多いとき

 ● 既にある積雪上に短期間で多量の降雪があったとき（1m程度以上

の積雪があるときに30cm程度以上の降雪があったときなど）

 ● 0度以下の気温が続き、吹雪や強風が伴うとき

 ● 雪庇（せっぴ）や吹きだまりが斜面にできているとき

② 全層雪崩

 ●春先、降雨後やフェーン現象などにより気温が上昇したとき

 ●斜面に、雪しわ、ひびおよびこぶができているなどの前兆現象が現

れているとき

◆雪崩の発生しやすい場所は

 ●低木林やまばらな植生の斜面

 ● 急斜面（傾斜35～45度が最も危険）

30度以上

斜面勾配
30度未満

低木・
裸地・草地

中高木が
密に植生

まばらに植生

ほとんど
発生しない

発生しやすい
発生
しにくい

発生しやすい

雪崩が発生しやすい斜面の植生状態

出典：『雪崩対策安全ガイドブック』平成22年3月（全国地すべりがけ崩れ対策協議会）を元に作成

①表層雪崩 ②全層雪崩

積雪 積雪

すべり面 すべり面
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【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

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。　　

白山市総合防災マップ2019
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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

印 印

顧客名称 ：
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株式会社北國銀行 御中 初校原稿
白山市総合防災マップ2019

2019年1月8日
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【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

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。　　

白山市総合防災マップ2019
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案件名 ：

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

印 印

顧客名称 ：

037
167

株式会社金沢村田製作所 御中 初校原稿
白山市総合防災マップ2019

2019年1月8日
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