
海抜5m未満

海抜5m以上10m未満

海抜10m以上

津波浸水想定区域
(平成29年石川県公表)

凡  例

高潮浸水想定区域

参考:平成24年石川県公表の
　　 津波浸水想定区域
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美川・湊地区

美川・湊地区美川・湊地区

旭・出城地区

御 洗地区

宮保・笠間地区

蝶屋地区

 本海

 取川

最 津波       ： 3.4m
松任海岸 (相川町   町 )

津波が最も速く到達する
影響開始時間 ： 19 分

最 津波     ： 3.0m
松任海岸 (   町 徳光町 )

：19 分津波が最も速く到達する
影響開始時間

最 津波      ： 3.6m
 取川河 ( 湊町  島町 )

：19 分津波が最も速く到達する
影響開始時間

改定版改定版

0 5km1 2 3 4
S=1:80,000

平成30年  3  

※ 川県津波浸 想定区域図 (  川県 ) を基に作成しています。
※重要 防箇所関連資料 (国 交通省北陸地 整備局 沢河川国道事務所 )を基に作成しています。

　この津波・高潮ハザードマップは、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
基づき作成したものです。石川県は、「日本海における大規模地震に関する調査検討会」が公表した津波
断層モデルから、石川県沿岸に最大の津波高となる７つの津波断層モデル（マグニチュード：Mw7.12～
7.60）を選定し、それら７つの津波想定結果を重ね合わせ、最大となる浸水想定区域を示しています。
　あわせて、国土交通省金沢河川国道事務所が想定した冬期風浪による浸水想定区域を『高潮浸水想定区
域』として示しています。
　また、このハザードマップでは、津波・高潮の発生のメカニズムや、避難時にどのような注意が必要か
示しています。これらの情報を活用し、日頃から地域のみなさんで津波・高潮について学習し、災害に強
い地域づくりを進めましょう。

TEL:076-274-9536

〒924 -8688  
 川県  市倉光 丁 1番地

FAX :076-274-9535
HP :ht tp : / /www.c i t y .hakusan . i sh i kawa . jp /

  市役所 総務部 危機管理課

災害時の情報  や伝 板

わが家の防災メモ

  市メール配信サービス

家族の避難所や集合場所 電話番号：名称：

氏名： 電話番号：血液型：

氏名： 電話番号：血液型：

氏名： 電話番号：血液型：

氏名： 電話番号：血液型：

　白山市では気象情報（地震情報、警報等）の自動配信や、防災・防犯情報、観光情報を携帯電話

やパソコン等へメールで配信するサービスを行っております。（無料）

　携帯電話で上記のQRコードからもアクセスいただけます。

　迷惑メール対策等の設定をされていると、本システムからのメール受信ができないことがありま

す。あらかじめドメイン指定受信設定で「city.hakusan.lg.jp」を指定して下さい。

  市ホームページからの登録

携帯電話からの登録

　大規模災害発生時にワイモバイルではワイモバイル加入者が災害用伝言板に安否情報を登録し、
その安否情報をインターネット（ワイモバイル/他社携帯電話含む）から閲覧することが可能です。

携帯電話の災害 伝 板携帯電話の災害 伝 板

避難所や、非常時における「家族」や「親戚」の緊急連絡先をメモしておきましょう。

NTT災害 伝 ダイヤルNTT災害 伝 ダイヤル171171
　災害発生時は､安否確認や問い合わせなどで電話回線が非常に混雑します。このような場合は災害

用伝言ダイヤルをご利用ください。携帯電話からも録音・再生が可能です。

 分の電話番号(市外局番から)

相 の電話番号(市外局番から)

171 (076)-×××-××××

(076)-×××-××××

伝 を録 する
(30秒以内でお話ください)

伝 を再 する

1

171 2

伝 の録  法

伝 の再  法

　大規模災害発生時にNTTdocomo、au(KDDI)、SoftBankの携帯各社では携帯電話で安否確認
ができる「災害用伝言板」サービスを行っています。安否情報の確認は各社携帯電話やパソコン等
からも下記URLより閲覧することが可能です。

SoftBank ： http://dengon.softbank.ne.jp/

au（KDDI）   ： http://dengon.ezweb.ne.jp/

NTTdocomo： http://dendon.docomo.jp/top.cgi ※スマートフォンでの利用に
　ついては、携帯電話各社の
　ページで利用方法をご確認
　ください。

※携帯電話の機種等により登録できない場合があり、ご購入された販売店でご確認ください。

https://mail.cous.jp/hakusan/

hakusan@entry.mail-dpt.jp

Y!mobileの災害 伝 板Y!mobileの災害 伝 板

ワイモバイル： http://dengon.ymobile.jp/info/

美川 所美川 所

  市役所  市役所
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2.22.2

3.83.8

5.65.6
5.15.1

8.68.6

3.53.5

4.34.3

6.96.9
2.12.1

3.63.6

9.29.2

8.58.5

9.79.7

6.56.5

7.67.6

5.15.1

4.44.4

9.79.7

7.47.4

8.78.7

11.211.2
10.510.5

11.011.0

11.311.3

10.510.5

20.220.2

13.013.0

(8.7m)(8.7m)

(5.9m)(5.9m)

(10.8m ※敷地 )(10.8m ※敷地 )

(8.2m )(8.2m )

(9.0m)(9.0m)
(9.0m)(9.0m)湊 学校 ( 体育館 )湊 学校 ( 体育館 )

美川 学校 ( 体育館 )美川 学校 ( 体育館 )

〔指定緊急避難場所（津波）〕〔指定緊急避難場所（津波）〕

〔指定緊急避難場所（津波）〕〔指定緊急避難場所（津波）〕

美川スポーツセ ンター美川スポーツセ ンター
美川中学校 (体育館 )美川中学校 (体育館 )

〔指定緊急避難場所（津波）〕〔指定緊急避難場所（津波）〕

北陸信  庫美川 店屋上北陸信  庫美川 店屋上

旧美川図書館駐 場旧美川図書館駐 場

(8.5m)(8.5m)

(11.9m)(11.9m)

(6.2m)(6.2m)

(5.6m)(5.6m)

美川 所美川 所

美川分団格納庫美川分団格納庫

湊分団格納庫湊分団格納庫

美川交番美川交番

海抜5m未満

海抜5m以上10m未満

海抜10m以上

二次避難施設
※被災者等が長期間にわたって避難する施設
(海抜(m)を示しています)

地区界

行政機関

消防署･分団格納庫

警察署･交番･駐在所

マップ上の数値はその地点の
海抜(m)を示しています

津波浸水想定区域

凡  例

高潮浸水想定区域

0.00.0

指定緊急避難場所(津波)
(海抜(m)を示しています)

(平成29年石川県公表)

参考:平成24石川県公表の    
       津波浸水想定区域
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津波・ 潮ハザードマップ津波・ 潮ハザードマップ
美川・湊地区美川・湊地区

 本海 本海

湊地区湊地区

美川地区美川地区

※海抜着 は、国 交通省北陸地 整備局及び国 地理院の航空レーザー測量成果を基に作成したものです。
※海抜数値は、  市都市計画基本図を基に作成したものです。

この浸 想定区域は、あくまでも想定です。
実際の浸 区域は、変わることがあります。
 津波警報等発表時は、より い場所へ、速やかに避難しましょう。

この浸 想定区域は、あくまでも想定です。
実際の浸 区域は、変わることがあります。
 津波警報等発表時は、より い場所へ、速やかに避難しましょう。

0 500

S=1:10,000

1,000ｍ100

津波避難の３原則
1. 想定にとらわれるな

2. 最善を尽くせ

3. 率先避難者たれ
（群  学 学院   敏孝教授提 ）



　津波は河川を遡上することもあります。

　その際に堤防や護岸が決壊すると、内陸部での浸

水が発生し、海側からだけでなく前後左右から津波

が迫ってくることもあります。

　海底で地震が発生した場合、海底が持ち上

がる場合と下がる場合があります。この動き

により、海底の上にある海水全体が短時間で

持ち上がる、または下がることで海面が変動

し、大きな波となって四方八方に広がってい

きます。これが津波です。　　　　　

　津波は長時間にわたって、繰り返し襲ってきます。

津波警報が解除されるまでは、避難を続けましょう。

　津波の速度はとても速く、沖合いではジェット機なみの速さで伝わります。

　津波の速度は、水深が浅くなるにつれて遅くなりますが、人が走って逃げられない速度で陸

上に押し寄せてきます。

津波と 潮について学びましょう

 潮はどうやって発 するのか？ 潮はどうやって発 するのか？

津波による被害を知りましょう津波による被害を知りましょう

約50cm約50cm

津波はどうやって発 するのか？津波はどうやって発 するのか？

津波の特徴を知りましょう津波の特徴を知りましょう

地形による津波の変化地形による津波の変化

津波は繰り返し襲ってきます津波は繰り返し襲ってきます

津波の速度は速い津波の速度は速い

弱い揺れでも注意する弱い揺れでも注意する

　津波の力は強く、大人でも水位が膝を超えると転倒する恐れがあります。

　木材などの漂流物の直撃により被害が出る場合があります。

浸 約50cmでは．．．浸 約50cmでは．．．

浸 約1.0mでは．．．浸 約1.0mでは．．．

　弱い揺れでも津波が発生する可能性があります。

　｢津波警報｣などが発表されていないか注意しましょう。

　「津波の前には必ず潮が引く」という言い伝えがありますが、必ずしもそうではありません。

地震を発生させた地下の断層の傾きや方向によっては、また、津波が発生した場所と海岸との

位置関係によっては、潮が引くことなく最初に大きな波が海岸に押し寄せる場合もあります。

津波は引き波で始まるとは限りません津波は引き波で始まるとは限りません

　陸上に押し寄せる津波の速さは、オリンピックの短距離選 なみの約600m／分(100mを10秒の
速さ)といわれています。普通の人が走っても津波からは逃げ切れません。

　避難時の大人の歩行速度は約60m／分(時速3.6km)ですが、子供やお年寄りの場合は、さらに

遅くなります。避難にかかる時間を考えて、早めの避難をしましょう。

津波の速さと の歩く速さについて津波の速さと の歩く速さについて

　台風や発達した低気圧が通過するとき、潮位が大きく
上昇することがあり、これを「高潮」といいます。
　高潮で潮位が高くなっているときに高波があると、普
段は波が来ないようなところまで波が押し寄せ、被害が
拡大することがあります。
　高潮は、主に以下の２つのことが原因となって起こり
ます。

堤防の決壊堤防の決壊

護岸の決壊護岸の決壊

「吹き寄せ効果」･･･ 台風などによる強い風が沖か
ら海岸に向かって吹き、海水が海岸に吹き寄せられ
る。

「吸い上げ効果」･･･ 低い気圧が影響し、海水面の
上昇が起こる。

約1.0m約1.0m
約2.0m約2.0m

約4.0m約4.0m(浸 のイメージ)(浸 のイメージ)

　木造家屋では半壊を起こし始めます。

　車が流されます。

浸 約2.0mでは．．．浸 約2.0mでは．．．
　木造家屋では全壊に至ります。

浸 約4.0m以上では．．．浸 約4.0m以上では．．．
　鉄筋コンクリートビルでも破壊が見られ、危険です。

通常の潮位通常の潮位

強い による吹き寄せ強い による吹き寄せ

気圧が低下し
海  が上昇
気圧が低下し
海  が上昇

津波津波

地震

54



潮位が 1.2m以上となる 込みの場合

波の さ（有義波 ）が 5.0m以上となる 込みである場合

波の さ（有義波 ）が 3.0m以上となる 込みである場合

潮位が 0.8m以上となる 込みの場合

http://www.jma.go.jp/jp/tsunami/気象庁のホームページURL

　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に、高潮・波浪警報または高潮・波浪注意報
を発表します。

　白山市は、津波・高潮・波浪の予報が発表された場合、状況に応じて危険区域の住民に対し、避難
勧告、避難指示（緊急）を発表することがありますので、対象区域の方は速やかに避難しましょう。

　気象情報や避難情報は、下図のような経路で市民のみなさんに伝達されます。

津波・ 潮・波浪の警報・注意報

http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/bousai-info-ishikawa/index.html防災情報いしかわ  URL

http://www.micosfit.jp/ishikawa.pref/ 川県防災気象情報  URL

広報車

防災行政無線

音声告知放送

白山市メール

緊急速報メール

広報活動
警察・消防

町内会(自主防災組織)等

防災情報いしかわ 

　などインターネット

テレビ・ラジオ

緊 急 速 報 メ ー ル
防 災 行 政 無 線 等

※Jアラート(全国瞬時警報システム)

気象情報・避難情報の   法

情報伝達経路情報伝達経路

※ Jアラート（全国瞬時警報システム）
国が発表する国 保護情報、緊急地震速報、津波警報など対処に時間的余裕の無い事態に関する情報を、 治体の
防災 政無線等や携帯電話等に配信される緊急速報メールにより、国から住 まで瞬時に伝達するシステム

津波情報

避難時の 得

平常時の 得

　避難する際は、より遠くではなくより高い場所へ避難しましょう。

 い場所へ速やかに避難する い場所へ速やかに避難する

　防災行政無線やラジオなどから正しい情報を入手しましょう。

正しい情報を  する正しい情報を  する

　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
に海岸や河川から離れ、高い場所へ避難しましょう。

海岸や河川には近づかない海岸や河川には近づかない

　避難所や避難経路は、安全に通行できるか実際に歩いて確認しておくことが大切です。

避難所や避難経路を確認する避難所や避難経路を確認する

　避難訓練など地域の自主防災活動に積極的に参加し、いざという時に備えておきましょう。

地域の 主防災活動などに参加する地域の 主防災活動などに参加する

　避難する際は、ご近所にも声をかけ、援助が必要な方の手

助けを行うなど、ご近所同士で協力し合い、速やかに避難で

きるようにしておきましょう。

ご近所などの協 が 切ですご近所などの協 が 切です

なるべく徒歩で避難するなるべく徒歩で避難する

　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、安全で高い場所に避難し
ましょう。発令がなくても、警報等の情報により、自主的に避難しましょう。

避難勧告や避難指 （緊急）に従う避難勧告や避難指 （緊急）に従う

　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。

その他に必要なものがあれば準備し、定期的に点検することも忘れずに！その他に必要なものがあれば準備し、定期的に点検することも忘れずに！ 常持出品
　非常持出品は最低限必要なものを用意しておきましょう。家族で非常持出品チェックリストを作
成し、両手が自由になるようにリュックサックなどの背負えるものに入れておきましょう。避難時
にはヘルメットや軍手を着用し、底のしっかりした紐でしめることができる歩きやすい靴を着用し
ましょう。

携帯ラジオ携帯ラジオ 常備薬常備薬 水・食料水・食料 懐中電灯懐中電灯 現金・貴重品現金・貴重品 ヘルメットヘルメット

津波予報の種類 発表の基準

 津波警報※

津波注意報

津波警報

予想される津波の さが いところで 3ｍを超える場合

予想される津波の さが いところで 1ｍを超え、3ｍ以下の場合

予想される津波の さが 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

 潮・波浪予報の種類 発表の基準

 潮警報

数 年に 度の強度の台 や同程度の温帯低気圧により、 潮になると予想される場合 潮特別警報

波浪警報

数 年に 度の強度の台 や同程度の温帯低気圧により、 波になると予想される場合波浪特別警報

 潮注意報

波浪注意報

※大津波警報は、特別警報に位置づけられています。

災害情報
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