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第１節  目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定に基づき、暴風、竜巻、

豪雨、豪雪、地滑り、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、噴火などの一般災害及び海難、油流出、

鉄道、道路、危険物などの大規模な事故災害から、市域並びに市民の生命、身体及び財産を

保護することを目的とする。 

なお、石油コンビナート等災害防止法（昭和52年法律第84号）に基づく「石川県石油コン

ビナート等防災計画」とも十分な調整を図る。 

 

第２節  性格及び基本理念 

 

１ 性 格 

この計画は、「白山市地域防災計画」から原子力、地震及び津波を除く一般災害及び大規

模な事故災害に係る対策等を体系化したものである。 

なお、雪害及び火山災害については、本編によるほか、別に定める「白山市雪害対策要綱

（雪害対策実施要領）」、「白山の火山活動が活発化した場合の避難計画」、「職員防災マ

ニュアル」による。 

 

２ 基本理念等 

この計画は、主に市、防災関係機関、事業所及び市民がとるべき基本的事項等を定めた

ものである。 

市及び防災関係機関は、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考

え方を防災の基本理念とし、それぞれ全機能を有効に発揮し、相互に協力して、さまざま

な対策を組み合わせた総合的な防災対策を講じ、災害時の社会経済活動への影響を最小限

にとどめなければならない。 

このため、市及び防災関係機関は、実施計画の作成などにより本計画の具体化を図ると

ともに、常に本市をとりまく諸条件を見極め、必要に応じて修正を加えるなど、その弾力

的な運用を図る。 

また、事業者及び市民は、それぞれ自助・共助の精神に基づいて自ら災害への備えの充

実に努めることが大切である。 

なお、災害対策の実施にあたっては、県、市、指定公共機関及び指定地方公共機関は、そ

れぞれの機関の果たすべき役割を的確に実施していくとともに、相互に密接な連携を図る。

併せて、市を中心に、市民一人ひとりが自ら行う防災活動や、地域の防災力向上のために

自主防災組織や地域の事業者等が連携して行う防災活動を促進することで、市、防災関係

機関、事業者及び市民等が一体となって最善の対策をとらなければならない。 

施策を実施するため、災害応急対策のための災害救助関係費用の支弁に要する財源はも

とより、災害対策全般に要する経費の財源にあてるため、市は、災害対策基金等の積立、運

用等に努める。 
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３ 用語 

この計画において掲げる防災関係機関等の用語は、次に示すところによる。 

（１）防災関係機関 

指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体その他

防災上重要な施設の管理者をいう。 

（２）指定地方行政機関 

災害対策基本法第２条第４号に定める行政機関で、この計画では、次に定める機関を

いう。 

中部管区警察局、北陸財務局、東海北陸厚生局、北陸農政局、近畿中国森林管理局、中

部経済産業局、中部近畿産業保安監督部、北陸信越運輸局、北陸地方整備局（金沢河川国

道事務所、金沢港湾・空港整備事務所）、大阪航空局（小松空港事務所）、東京管区気象

台（金沢地方気象台）、第九管区海上保安本部（金沢、七尾海上保安部）、北陸総合通信

局、石川労働局、中部地方環境事務所、国土地理院（北陸地方測量部） 

（３）指定公共機関 

災害対策基本法第２条第５号に定める公共機関で、この計画では、次に定める機関を

いう。 

日本郵便株式会社（北陸支社）、日本銀行（金沢支店）、日本赤十字社（石川県支部）、

日本放送協会（金沢放送局）、中日本高速道路株式会社（金沢支社）、西日本旅客鉄道株

式会社（金沢支社）、日本貨物鉄道株式会社（金沢支店）、西日本電信電話株式会社（金

沢支社）、ＫＤＤＩ株式会社（北陸総支社）、日本通運株式会社（金沢支店）、北陸電力

株式会（石川支店）、株式会社ＮＴＴドコモ（北陸支社）、エヌ・ティ・ティコミュニケ

ーションズ株式会社（北陸営業支店）、ソフトバンク株式会社（地域総務部（北陸））、

福山通運株式会社（金沢支店）、佐川急便株式会社（北陸支店）、ヤマト運輸株式会社（金

沢主管支店）、イオン株式会社、ユニー株式会社、株式会社セブン‐イレブン・ジャパ

ン、株式会社ローソン、株式会社ファミリーマート、株式会社セブン＆アイ・ホールディ

ングス 

（４）指定地方公共機関 

災害対策基本法第２条第６号に定める公共機関で、この計画では、次に定める機関を

いう。 

北陸鉄道株式会社、のと鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社、株式会社北國新

聞社、株式会社中日新聞北陸本社、北陸放送株式会社、石川テレビ放送株式会社、株式会

社テレビ金沢、株式会社エフエム石川、北陸朝日放送株式会社、公益社団法人石川県医師

会、公益社団法人石川県看護協会、石川県治水協会、一般社団法人石川県エルピーガス協

会、一般社団法人石川県歯科医師会、公益社団法人石川県薬剤師会、公益社団法人石川県

栄養士会 

（５）公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

災害対策基本法第２条第６号に定める公共的団体その他防災上重要な施設の管理者

で、この計画では、次に定める機関をいう。 

土地改良区、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等、商工会議所、商工会等、一般

病院等の経営者、建設業者及び舗装業者、一般運輸事業者、金融機関、危険物関係施設の

管理者
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第３節 構成と内容 

 

１ 災害予防計画 

災害被害の軽減を図るため、防災関連施設の整備、平常からの防災訓練、市民への防災

知識の普及等に関する計画とする。 

 

２ 災害応急対策計画 

組織体制の確立、情報の収集、伝達など災害発生後直ちに必要となる緊急対策（初動期

の対策）と、給水、給食、文教対策など被害の状況に応じて、ある程度の時間を経て需要が

発生する応急対策など、災害被害の拡大を防止するための計画とする。 

 

３ 災害復旧・復興計画 

被災者の生活安定と社会経済活動の早期回復のための計画とする。 
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第４節  市及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

 

市及び防災関係機関の管理者は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて白山市の地域に

係る地震防災に寄与すべきものである。それぞれが地震防災に関して処理すべき事務又は

業務の大綱は、次のとおりとする。 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

市 

(1) 市の地域に係る災害予防及び災害応急対策の実施に関すること。 

(2) 市の管理に属する施設の災害復旧に関すること。 

(3) 住民等に対する防災対策の指導に関すること。 

県 

(1) 県の地域に係る防災に関して、指定地方行政機関及び指定公共
機関の処理するものを除く関係機関の業務に対する援助及び総
合調整に関すること。 

(2) 災害発生時における災害応急対策の実施に関すること。 

(3) 県の管理に属する施設の災害復旧に関すること。 

白山警察署 

(1) 災害関係情報の収集及び伝達に関すること。 

(2) 救出救助及び避難誘導に関すること。 

(3) 災害時の交通確保及び通行の禁止又は制限に関すること。 

(4) 遺体の検視及び身元確認に関すること。 

(5) 犯罪の予防、交通の規制その他社会秩序の維持に関すること。 

白山野々市広域事務組合 

消防本部 

(1) 消防活動及び水防対策に関すること。 

(2) 災害時における負傷者等の救急・救護に関すること。 

(3) 災害出動時における消防相互連絡に関すること。 

指
定
地
方
行
政
機
関 

中部管区警察局 

(1) 管区内各県警察の災害警備活動の指導、調整に関すること。 

(2) 他管区警察局及び管区内防災機関との連携に関すること。 

(3) 管区内各県警察の相互援助の調整に関すること。 

(4) 警察通信施設の整備及び防護並びに警察通信統制に関すること。 

(5) 情報の収集及び連絡に関すること。 

(6) 津波警報等の伝達に関すること。 

北陸財務局 

(1) 地方公共団体に対する災害融資に関すること。 

(2) 災害時における金融機関に対する緊急措置の指示に関すること。 

(3) 提供、使用可能な国有財産（未利用地等、庁舎、宿舎）の情報提
供に関すること。（平常時における定期又は随時の情報提供を含
む） 

(4) 国有財産（未利用地等、庁舎、宿舎）の津波避難ビル等避難場所
の指定に係る相談対応及び各種調整に関すること。（災害時の避
難に必要な物資の備蓄等に関する対応を含む） 

(5) 災害等発生時における国有財産（未利用地等、庁舎、宿舎）の無
償貸付等に関すること。（各省庁所管財産を含めた広範対応を含
む） 

東海北陸厚生局 

(1) 災害状況の情報収集、連絡調整に関すること。 

(2) 関係職員の派遣に関すること。 

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。 

北陸農政局 

農林水産省生産局 

（災害用米穀） 

(1) 国営農業用施設の整備及びその防災管理並びに災害復旧農地及
び農業用施設災害復旧事業費の査定に関すること。 

(2) 災害時における病害虫の防除及び種苗の需給計画、家畜等の管
理衛生及び飼料の需給計画並びに生鮮食品等の地域的需給計画
の作成の指導に関すること。 

(3) 土地改良機械及び技術者の配置の現況の把握並びにその緊急使
用と動員に関すること。 

(4) 災害金融についての指導に関すること。 

(5) 災害時における応急用食料の調達・供給に関すること。 
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機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

近畿中国森林管理局 

(1) 森林治水による災害予防に関すること。 

(2) 保安林、保安施設等の整備及びその防災管理に関すること。 

(3) 災害時における木材（国有林）の供給に関すること。 

中部経済産業局 

(1) 災害時における物資の安定的供給確保に係る情報収集及び関係
機関との連絡調整に関すること。 

(2) 産業（中小企業を含む）の被害情報及び被災事業者への支援に
関すること。 

(3) ライフラインの早期復旧に関すること。 

中部近畿産業 

保安監督部 

(1) 高圧ガス、液化石油ガス、火薬類等所掌に係る危険物又はその
施設、鉱山施設、電気施設、都市ガス施設の保安の確保に必要
な監督又は指導に関すること。 

北陸信越運輸局 
(1) 災害時における車両調達のあっせん及び自動車による輸送のあ

っせん並びに船舶調達等のあっせんに関すること。 

北陸地方整備局 

（金沢河川国道事務所） 

(1) 手取川の直轄区域内における河川管理に関すること。 

(2) 手取川の直轄工事区域内における河川改修及び維持補修並びに
災害復旧に関すること。 

(3) 手取川ダムの管理及び堰堤維持に関すること。 

(4) 手取川の直轄区域の水防警報に関すること。 

(5) 手取川の直轄区域内の洪水予報（金沢地方気象台共同発表）に
関すること。 

(6) 手取川直轄区域内の砂防工事及び災害復旧に関すること。 

(7) 土砂災害緊急情報の発表等に関すること。 

(8) 松任、美川直轄区域内の海岸工事及び水防警報に関すること。 

(9) 一般国道指定区間における通行の確保、維持管理及び災害予
防、災害復旧に関すること。 

(10) 国が行う海洋汚染の防除に関すること。 

(11) 油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関する指導。 

(12) 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施。 

大阪航空局 

（小松空港事務所） 

(1) 飛行場及び航空保安施設の整備と防災管理に関すること。 

(2) 災害時における航空についての措置に関すること。 

東京管区気象台 

（金沢地方気象台） 

(1) 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発
表を行うこと。 

(2) 気象業務に必要な観測体制の充実を図るとともに、予報、通信
等の施設及び設備の整備に努めること。 

(3) 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動
に限る。）水象の予報及び特別警報・警報・注意報、並びに台
風、大雨、竜巻等突風に関する情報等を適時・的確に防災機関
に伝達するとともに、これらの機関や報道機関を通じて住民に
周知できるよう努めること。 

(4) 気象庁が発表する緊急地震速報（警報）について、緊急地震速
報の利用の心得などの周知・広報に努めること。 

(5) 市町村が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマ
ップ等の作成に関して、技術的な支援・協力を行うこと。 

(6) 災害の発生が予想されるときや、災害発生時において、都道府
県や、市町村に対して気象状況の推移やその予想の解説等を適
宜行うこと。 

(7) 都道府県や市町村、その他の防災関係機関と連携し、防災気象
情報の理解促進、防災知識の普及啓発活動に努めること。 

第九管区海上保安本部
（金沢、七尾海上保安部） 

(1) 海上における災害予防に関すること。 

(2) 海上における災害応急対策に関すること。 

(3) 避難者、物資の輸送等救援活動に関すること。 

北陸総合通信局 (1) 災害時における非常通信の確保に関すること。 
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機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

石川労働局 (1) 災害時における産業安全に関すること。 

中部地方環境事務所 

(1) 有害物資等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供に関す
ること。 

(2) 災害時における廃棄物に関すること。 

国土地理院 

（北陸地方測量部） 

(1) 災害情報の収集及び伝達における地理空間情報の活用に関する
こと。 

(2) 災害予防、災害復旧及び復興における国土地理院の防災関連情
報の活用に関すること。 

(3) 災害時等における地理情報システムの活用に関すること。 

(4) 災害復旧及び復興のための公共測量の技術的助言に関すること。 

自 衛 隊 

(1) 災害時における人命又は財産保護のための予防活動及び救援活
動に関すること。 

(2) 災害時における応急復旧活動に関すること。 

指 
定 

公 

共 

機 

関 

日本郵便株式会社 

（北陸支社） 

(1) 災害時における郵便業務の確保に関すること。 

(2) 災害時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策
に関すること。 

西日本旅客鉄道 

株式会社（金沢支社） 

(1) 鉄道施設の防災管理に関すること。 

(2) 災害時における鉄道等による人員の輸送確保に関すること。 

日本貨物鉄道 

株式会社（金沢支店） 

(1) 災害時における鉄道貨物による緊急物資の輸送確保に関するこ
と。 

西日本電信電話 

株式会社（金沢支店） 

(1) 公衆電気通信施設の防災対策及び復旧対策に関すること。 

(2) 災害非常通話の確保及び気象警報の伝達に関すること。 

ＫＤＤＩ株式会社 

（北陸総支社） 

株式会社ＮＴＴドコモ
（北陸支社） 

エヌ・ティ・ティコミ
ュニケーションズ 

株式会社（北陸営業支店） 

ソフトバンク 

株式会社 

（地域総務部（北陸）） 

日本銀行 

（金沢支店） 

(1) 災害時における金融機関に対する金融緊急措置の指導に関する
こと。 

日本赤十字社 

（石川県支部） 

(1) 災害時等における救護班による医療救護、助産活動、遺体の処
理等に関すること。 

(2) 義援金品の募集及び配分に関すること。 

(3) 日赤奉仕団の編成及び派遣のあっせん並びに防災ボランティア
活動の連絡調整に関すること。 

(4) 輸血用血液の確保・供給に関すること。 

(5) 救護所の開設に関すること。 

日本放送協会 

（金沢放送局） 

(1) 気象等予警報の放送に関すること。 

(2) 災害時における広報活動に関すること。 

中日本高速道路 

株式会社（金沢支社） 

(1) 高速自動車道の維持管理及び防災対策の実施に関すること。 

(2) 災害時の高速自動車道の輸送路の確保に関すること。 

(3) 高速自動車道の早期災害復旧に関すること。 

日本通運株式会社 

（金沢支店） 
(1) 災害時における陸路の緊急輸送の確保に関すること。 
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機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

福山通運株式会社 

（金沢支店） 

佐川急便株式会社 

（北陸支店） 

ヤマト運輸株式会社 

（金沢主管支店） 

北陸電力株式会社 

（石川支店） 

(1) ダム施設等の整備及びその防災管理並びに災害復旧に関するこ
と。 

(2) 災害時における電力供給の確保に関すること。 

イオン株式会社 

(1) 災害時における物資の調達・供給確保 

ユニー株式会社 

株式会社セブン－ 

イレブン・ジャパン 

株式会社ローソン 

株式会社ファミリーマート 

株式会社セブン＆アイ 

・ホールディングス 

指
定
地
方
公
共
機
関 

北陸鉄道株式会社 (1) 災害時における鉄道及び陸路の緊急輸送の確保に関すること。 

のと鉄道株式会社 

(1) 鉄道施設の防災管理に関すること。 

(2) 災害時における鉄道による人員の輸送確保に関すること。 ＩＲいしかわ鉄道 

株式会社 

株式会社北國新聞社 

(1) 災害時における広報活動に関すること。 
株式会社中日新聞北陸本社 

北陸放送株式会社 

(1) 気象等予警報の放送に関すること。 

(2) 災害時における広報活動に関すること。 

石川テレビ放送株式会社 

株式会社テレビ金沢 

株式会社エフエム石川 

北陸朝日放送株式会社 

公益社団法人 

石川県医師会 

(1) 医師会救護班の編成及び連絡調整に関すること。 

(2) 災害時における医療救護活動に関すること。 

公益社団法人 

石川県看護協会 
(1) 災害時における看護活動に関すること。 

石川県治水協会 (1) 河川、海岸、水防及び災害復旧事業に関すること。 

一般社団法人 

石川県エルピーガス協会 

(1) 災害時におけるＬＰガス施設の応急復旧に関すること。 

(2) 災害時におけるＬＰガスの安定供給の確保に関すること。 

一般社団法人 

石川県歯科医師会 
(1) 災害時における歯科医療救護活動に関すること。 

公益社団法人 

石川県薬剤師会 
(1) 災害時における薬剤師活動や医薬品供給に関すること。 

公益社団法人 

石川県栄養士会 
(1) 災害時における栄養管理に関すること。 
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機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

団
体
及
び
防
災
上
重
要
な
施
設
の
管
理
者 

公
益
的
事
業
を
営
む
法
人
そ
の
他
公
共
的 

土地改良区 
(1) 水門、水路、ため池等の施設管理及びその防災管理並びに災害
復旧に関すること。 

農業協同組合 

森林組合 

漁業協同組合等 

(1) 共同利用施設の災害応急対策及び復旧に関すること。 

(2) 被災組合員に対する融資又はそのあっせんに関すること。 

(3) 生産資材等の確保又はそのあっせんに関すること。 

(4) 災害応急対策に要する車両、船舶等の調整に関すること。 

商工会議所・ 

商工会等 

(1) 災害時における物価安定についての協力、徹底に関すること。 

(2) 救助・救援物資、復旧資材の確保についての協力、あっせんに
関すること。 

一般病院等の経営者 
(1) 災害時における収容患者に対する医療の確保に関すること。 

(2) 災害時における負傷者等の医療救護に関すること。 

建設業者及び舗装業者 (1) 災害時における応急工事に関すること。 

一般運輸事業者 (1) 災害時における緊急輸送に関すること。 

金融機関 (1) 被災事業者等に対する資金の融資に関すること。 

危険物関係施設の 

管理者 
(1) 災害時における危険物の保安措置に関すること。 
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第５節  本市の特質と既往の災害 

 

１ 地勢 

（１）位置の概要 

本市は、県都金沢市の南西部に位置し、白山国立公園や、県内最大の流域を誇る一級

河川手取川、白砂青松の日本海など、山・川・海の豊かな自然に恵まれた地域である。 

また海岸部から山間部まで、およそ2,700mの標高差があり、市域総面積は石川県全域

の約18％をしめる754.93ｋ㎡となっている。 

地目別面積では宅地が2.4％、経営耕地が5.8％であるのに対し、林野が73.5％と白山

ろく地域の森林資源が市域の大部分を占めている。 

 

【白山市の位置図】 
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（２）地形 

本市は、白山・大日山の両火山地から北西方向の日本海に向かって次第に標高が低下

する加賀山地と、手取川の扇状地を中心とした加賀平野に至る変化に富んだ地形が形成

されている。 

主な地形区分としては、市の南端部に位置する白山火山系及び大日山火山系の火山地

を峰とし、加賀山地系及び能美山地系の谷間を縫って手取川と、その支流からなる水系

が形成され、下流部は扇状地形の低地が広がる。 

 

【白山市の地形区分略図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地質・地盤の特性 

本市南部の山地においては、基盤の片麻岩類が露出し、それを覆う手取層群などの固

結堆積岩や第三紀の火山岩類が山地から丘陵地にかけて広く分布している。 

手取川及びその支流域の流れる山地地区において、南東方向から北西方向に向けた断

層と南西方向から北東方向の断層が交差する形で確認されている。 

また、手取川下流域を中心に軟弱な沖積層が厚く堆積し、美川地域の海岸部は砂丘と

なっている。 

 

 

 



第１章 総則                       【第５節 本市の特質と既往の災害】 

 

 12 

【白山市の地質・地盤分布略図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 気候 

（１）春 

冬の西高東低の気圧配置は２月の終わり頃から次第に崩れ始め、北西の季節風も弱ま

り気温は上昇しやすくなりやがて春を迎える。 

春は低気圧と高気圧が交互に本州付近を通過するため、天候は周期的に変化し、次第

に晴れの日が多くなる。４月中旬までは高気圧が本州付近を覆うと、晴れて夜間の放射

冷却によって気温が下がり、「晩霜」が降りる。また、低気圧が発達しながら日本海を進

むと、「フェーン現象」で気温が急上昇し寒暖の変動が大きい時期でもある。 

（２）夏 

北陸地方は太平洋側に比べて梅雨の現象は弱いと考えられているが、それでも梅雨期

と盛夏期とでは天候に大きな差異がある。梅雨の初めは比較的天気が良いが、６月下旬

後半からは曇雨天の日が多くなり梅雨本番となる。梅雨末期は、梅雨前線が北陸地方に

北上して集中豪雨が起こりやすい時期である。 

（３）秋 

太平洋高気圧が後退し始め、初秋の頃は約１ヶ月にわたって、本州の南岸に秋雨前線

が停滞して、天気のぐずつく時期がある。また、10月を中心に春と同じように現れる移動

性高気圧、11月の晩秋には、北西の季節風による「しぐれ」現象、８月から10月にかけて

は、接近する「台風」が多く、変化に富んだ季節である。 
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（４）冬 

西高東低の気圧配置が多くなり、大陸からの寒気が流れ込みやすくなる。このため降

雪日数も多くなり、海上ではしける日が続く。また、一時的に強い寒気が流れ込む北陸特

有の冬季雷も観測され、大雪となることもある。 

 

３ 社会的要因とその変化 

災害は、自然的条件に起因する災害と社会的条件によってもたらされる災害があり、被

害を拡大する社会的要因としては、主として次のような点が指摘される。 

（１）都市化の進展 

本市の人口は増加を続けてきた経緯があり、市街地では宅地化が進行してきている。 

このため、オープンスペースの減少等により、災害時には、被災人口の増大や火災の

多発、延焼地域の拡大等の危険性を高めている。 

一方、白山ろく地域では、人口流出、高齢化等により消防防災活動に支障をきたして

いるところもみられる。 

（２）工業化の進展 

本市は、高度経済成長により工業化が進展したが、工場自体が災害発生の危険性を包

含していることなど地域に及ぼす影響が大きく、被害拡大の危険性を高めている。 

（３）交流人口の増大・国際化の進展 

毎年多くの観光客が本市を訪れているとともに、国境を越えた経済社会活動の拡大と

ともに、来訪する外国人も増加している。したがって、要配慮者としての旅行者や外国人

にも十分配慮する必要がある。 

（４）生活環境の変化 

近代生活を営むに当たっては、電話、電気、水道、ガス等のライフラインに加え、携帯

電話やインターネットなどの情報通信ネットワーク等は欠かせないものとなっており、

生活水準の向上に伴い、これらは急速に整備されてきている。 

このため、いったん災害が発生すると、生活面及び情報面での不安が増大し、心理的

にも危険な状態に陥ることが予想される。 

（５）住民の共同意識の変化 

今日の社会経済の発展は、物質的には豊かな社会を出現させた反面、生活様式の多様

化や都市化の進展に伴い、住民の地域的連帯感が希薄になってきている。このため、いっ

たん災害が発生すると、混乱を増幅させ、被害が拡大することが予想される。 

（６）交通機関の発達 

自動車保有台数が増加してきているが、自動車自体がガソリン等の危険物を内蔵して

おり、出火、延焼の原因になるとともに、交通混乱によって被害が著しく拡大されること

が予想される。 
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４ 過去に災害救助法が適用された風水害等 

災害救助法の制定以前では、昭和９年７月に手取川の水害で川北村、白峰村ほか沿川24

市町村で、死者97名、行方不明15名、負傷者35名、埋没耕地2113町歩、流出耕地695町歩、

家屋の流出172戸、倒壊65戸、床上浸水586戸の被害が記録されている。 

白山市（合併前旧町村）において、災害救助法が適用された災害を以下に整理する。 

 

年 月 日 災害の種類 概     要 

昭和25(1950)年 

5月14日 
火  災 

被害状況:負傷者６、住宅家屋全焼44、被害総額

6,322万円 

５月15日、石川郡吉野谷村に災害救助法が適用 

昭和25(1950)年 

９月３日 
ジェーン台風 

被害状況:死者18、行方不明者６、負傷者298、住

宅家屋全壊390、住家半壊3,868、床上浸水459、

床下浸水1,071、被害総額414,270万円 

９月５日、全県下に災害救助法適用 

昭和27(1952)年 

７月１日 
豪雨災害 

被害状況:死者３､負傷者21、家屋全壊22、住家半

壊78、床上浸水3,852、床下浸水7,283、被害総額

266,005万円 

７月１日、石川郡額村災害救助法適用 

昭和29(1954)年 

２月24日 
火  災 

被害状況:死者１、負傷者３、住宅家屋全焼26、

住宅家屋半焼20、被害総額10,661万円 

２月24日、石川郡松任町に災害救助法適用 

昭和38(1963)年 

１月11日～27日 

豪  雪 

（昭和38年１月豪雪） 

被害状況：死者23、行方不明者１、負傷者151、

住家全壊132、住家半壊405、被害総額2,417,433

万円 

１月24日、白峰村、河内村、鳥越村、尾口村、 

吉野谷村に災害救助法適用 

 

 

 


