
河岸侵食河岸侵食

5.0 ～ 10.0ｍ未満の区間 ( かほく市内にはこの区間なし）5.0 ～ 10.0ｍ未満の区間 ( かほく市内にはこの区間なし）

2 階以上が水没2 階以上が水没2 階以上が水没2 階以上が水没

2 階部分が浸水2 階部分が浸水2 階部分が浸水2 階部分が浸水

5.0 ～ 10.0ｍ未満の区間5.0 ～ 10.0ｍ未満の区間5.0 ～ 10.0ｍ未満の区間5.0 ～ 10.0ｍ未満の区間

3.0 ～ 5.0ｍ未満の区間3.0 ～ 5.0ｍ未満の区間3.0 ～ 5.0ｍ未満の区間3.0 ～ 5.0ｍ未満の区間

0.5 ～ 3.0ｍ未満の区間0.5 ～ 3.0ｍ未満の区間0.5 ～ 3.0ｍ未満の区間0.5 ～ 3.0ｍ未満の区間

1 階部分が浸水1 階部分が浸水1 階部分が浸水1 階部分が浸水

0.5ｍ未満の区間　床下程度0.5ｍ未満の区間　床下程度0.5ｍ未満の区間　床下程度0.5ｍ未満の区間　床下程度

3.0 ～ 5.0ｍ未満の区間3.0 ～ 5.0ｍ未満の区間

0.5 ～ 3.0ｍ未満の区間0.5 ～ 3.0ｍ未満の区間

0.5ｍ未満の区間0.5ｍ未満の区間

福祉避難所福祉避難所

ヘリコプター場外離着陸場ヘリコプター場外離着陸場

◎家屋倒壊等はん濫想定区域◎家屋倒壊等はん濫想定区域 (早期立退き避難が必要な区域 )( 早期立退き避難が必要な区域 )

浸水のイメージ浸水のイメージ

要配慮者利用施設要配慮者利用施設

緊急避難場所緊急避難場所

H

2.90m

2.90m

2.60m

2.60m

2.35m

2.35m

1.50m

1.50m

令和 2 年 4 月作成令和 2 年 4 月作成

かほく市 【改訂版】かほく市 【改訂版】
洪水ハザードマップ洪水ハザードマップ
かほく市 【改訂版】
洪水ハザードマップ
かほく市 【改訂版】
洪水ハザードマップ
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洪水の危険度レベル

はん濫の発生はん濫の発生はん濫の発生

　この洪水ハザードマップは、宇ノ気川、津幡川、大野川・河北　この洪水ハザードマップは、宇ノ気川、津幡川、大野川・河北
潟が大雨によってはん濫した場合に予想される浸水範囲とその程潟が大雨によってはん濫した場合に予想される浸水範囲とその程
度や、避難所等を示した地図です。 事前に避難方法や避難場所を度や、避難所等を示した地図です。 事前に避難方法や避難場所を
確認しておきましょう。確認しておきましょう。

気象情報や河川水位の動向に注目しましょう。

避難所や避難のタイミング等を再度確認し、避難に備えましょう。

準備した持ち出し品をもち、安全な場所へ速やかに避難して下さい。

この水位になると
または を発令する場合があります。避難勧告避難勧告 避難指示(緊急）避難指示(緊急）

避難の準備を整え、お年寄りや子供を避難させて下さい。

この水位になると

を発令する場合があります。避難準備・高齢者等避難開始避難準備・高齢者等避難開始

「この地図は津幡町長の承認を得て、同町発刊の 2,500 分の１都市計画基本図を使用し、調製したものである。（承認番号）令和元年 9 月 13 日付け津都建発第 429 号」

「この地図は内灘町長の承認を得て、同町発行の縮尺 2,500 分の１都市計画図（ＤＭデータ）を使用して作成したものである。（承認番号）内都建第 585 号」

2 箇所以上の避難所へ避難できるよう、家族であらかじめ複数の避難

経路を確保しておきましょう。

すでに浸水が始まっている場合などには無理に避難所へ移動せず、浸

水していない近くの高いところへ一時的に避難してください。 

水位情報と避難行動の関係図（参考で宇ノ気川を記載）

森森

森（向野）森（向野）森（向野）

森（向野）森（向野）森（向野）

狩鹿野狩鹿野狩鹿野

指江指江指江
多田多田

気屋気屋気屋

上山田上山田上山田

下山田下山田下山田

鉢伏鉢伏鉢伏

宇気宇気宇気

七窪七窪七窪

宇野気（大橋 )宇野気（大橋 )宇野気（大橋 )
宇野気（本町 )宇野気（本町 )宇野気（本町 )

宇野気（中町 )宇野気（中町 )宇野気（中町 )

宇野気（栄町 )宇野気（栄町 )宇野気（栄町 )宇野気（曙町 )宇野気（曙町 )宇野気（曙町 )

宇野気（旭町 )宇野気（旭町 )宇野気（旭町 )

内日角内日角内日角

大崎大崎大崎

横山横山横山

谷谷

笠島笠島笠島

上田名上田名上田名

余地余地余地

湖北湖北

木津木津木津

松浜松浜松浜

遠塚遠塚遠塚

浜北浜北浜北

秋浜秋浜秋浜

外日角外日角外日角

白尾白尾白尾

高松高松高松

高松南町高松南町高松南町

高松古宮町高松古宮町高松古宮町

高松元町高松元町高松元町

高松南新町高松南新町高松南新町

高松流川町高松流川町高松流川町 高松六軒町高松六軒町高松六軒町

高松中町高松中町高松中町

高松下伊丹町高松下伊丹町高松下伊丹町

高松上伊丹町高松上伊丹町高松上伊丹町

高松旭町高松旭町高松旭町

高松新旭町高松新旭町高松新旭町

内高松内高松内高松

長柄町長柄町長柄町

長柄町長柄町長柄町

若緑若緑若緑

元女元女元女

黒川黒川黒川

対象地区

拠点避難所拠点避難所 / 緊急避難場所緊急避難場所

避難所 標高 (m)所在地 電話番号

元町、流川町、   
六軒町、中町、   
上北町、北中町、
北新町、岸川町、
桜井町、下伊丹町、
上伊丹町、東町、
学園台

南町、古宮町、   
南新町、旭町、   
内高松

木津、松浜

七塚生涯学習センター

七塚小学校 14.8木津ホ 61-1

アクロス高松 15.7内高松ニ 12 076-281-8000

高松小学校 18.5高松ヤ 10

高松産業文化センター 26.1高松ク 42-1 076-281-3176

076-281-0068

高松中学校 27.0高松ヤ 42 076-281-0221

076-285-0022

河北台中学校 38.5遠塚ロ 47-1 076-285-0262

41.1遠塚ロ 57-6 076-285-1100
遠塚、浜北、秋浜

外日角小学校 35.7外日角二 52

河北台健民体育館 38.4浜北イ 25-３

七塚武道館 36.5浜北イ 25-16             -

076-283-4559

076-283-0040
外日角、白尾

横山、谷、笠島、
上田名、余地

宇ノ気中学校 5.5森レ１ 076-283-0065

宇ノ気新化館 4.5森レ 20             -

宇ノ気体育センター 11.8下山田丑 39-1 076-283-4505

森、向野、気屋、
上山田、下山田、
鉢伏、宇気、七窪

宇ノ気小学校 4.3宇ノ気リ 147 076-283-0014

宇野気区公民館 7.7宇ノ気リ 196 076-283-4488

宇ノ気スポーツセンター 7.7宇ノ気リ 196-１ -

宇ノ気老人福祉センター 28.1内日角ウ 4-1 076-283-3775

西田幾多郎記念哲学館 38.3内日角井１ 076-283-6600

大崎区民会館 2.9大崎チ 115 076-283-0059

宇ノ気南部体育館 2.9大崎チ 73 076-283-4690

指江コミュニティセンター 4.5指江フ１ 076-283-4293

狩鹿野、指江、   
多田、宇野気、   
内日角、大崎

拠点避難所は、避難勧告等が発令された場合に市職員により開設され、災害情
報等の提供や救援物資（水、缶詰、乾パン、毛布など）の支給が行われます。

◎

◎拠点避難所が遠くて迅速な避難が困難な地区を対象に、一時的な避難所として
開設されるのが緊急避難場所です。対象地区の皆さんが利用してください。

七塚体育センター 45.2白尾ナ 97 076-283-3151

金津小学校 26.0谷カ 30 076-285-0216

よこやま研修館

22.6

横山リ２-14 076-285-2034

金津体育館

11.4

谷ワ 108 076-285-2386
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宇野気交番宇野気交番宇野気交番

かほく市消防本部かほく市消防本部かほく市消防本部

石川県立高松病院石川県立高松病院石川県立高松病院

沖野クリニック沖野クリニック沖野クリニック

北谷クリニック北谷クリニック北谷クリニック

ふたみ歯科ふたみ歯科ふたみ歯科

大野歯科医院大野歯科医院大野歯科医院

寺内歯科医院寺内歯科医院寺内歯科医院

かくだ歯科医院かくだ歯科医院かくだ歯科医院

はせがわクリニックはせがわクリニックはせがわクリニック

藤田整形外科
クリニック
藤田整形外科
クリニック
藤田整形外科
クリニック

いしざき皮ふ科クリニックいしざき皮ふ科クリニックいしざき皮ふ科クリニック

かほくデンタルクリニックかほくデンタルクリニックかほくデンタルクリニック

かほく市宇ノ気水辺公園かほく市宇ノ気水辺公園かほく市宇ノ気水辺公園

かほく眼科かほく眼科かほく眼科

かほく市消防本部高松分署かほく市消防本部高松分署かほく市消防本部高松分署

さわのデンタルクリニックさわのデンタルクリニックさわのデンタルクリニック

紺谷医院紺谷医院紺谷医院

浜田歯科クリニック浜田歯科クリニック浜田歯科クリニック

H

H

七塚中央公園七塚中央公園七塚中央公園

高松運動公園高松運動公園高松運動公園

かほく市
うのけ総合公園野球場
かほく市
うのけ総合公園野球場
かほく市
うのけ総合公園野球場

かほくケアセンターかほくケアセンターかほくケアセンター

チェンジ A.チェンジ A.チェンジ A.

かほくの郷かほくの郷かほくの郷

であい処七つ花であい処七つ花であい処七つ花

デイサービス暖デイサービス暖デイサービス暖

七施の杜 たかまつ七施の杜 たかまつ七施の杜 たかまつ

創楽創楽創楽

笑く楽笑く楽笑く楽 清眉荘清眉荘清眉荘
ケアハウス海青ケアハウス海青ケアハウス海青

グループホームおもしろ荘グループホームおもしろ荘グループホームおもしろ荘

グループホームイエロガーデン
かほく
グループホームイエロガーデン
かほく
グループホームイエロガーデン
かほく

デイサービスなぎさの家デイサービスなぎさの家デイサービスなぎさの家

かのんかのんかのん

サテライトあいおいサテライトあいおいサテライトあいおい

ウイズ上田名ウイズ上田名ウイズ上田名
金津児童館金津児童館金津児童館

金津こども園金津こども園金津こども園

グループホームたから　グループホームたから　グループホームたから　

COCO HOUSE かほく　COCO HOUSE かほく　COCO HOUSE かほく　

グループホーム一梅緑グループホーム一梅緑グループホーム一梅緑

天然温泉デイサービス
海青クラブ
天然温泉デイサービス
海青クラブ
天然温泉デイサービス
海青クラブ

特別養護老人ホーム
あかしあ荘
特別養護老人ホーム
あかしあ荘
特別養護老人ホーム
あかしあ荘

self-A・151A かほくself-A・151A かほくself-A・151A かほく

新化こども園新化こども園新化こども園
うのけ幼稚園うのけ幼稚園うのけ幼稚園

みずべこども園みずべこども園みずべこども園

観舎観舎観舎

自由の翼自由の翼自由の翼

ふれあい荘ふれあい荘ふれあい荘

まつかぜハイツまつかぜハイツまつかぜハイツ
ライフサポートたかまつライフサポートたかまつライフサポートたかまつ
地域活動支援センターたかまつ地域活動支援センターたかまつ地域活動支援センターたかまつ

ひゃくまん星高松ひゃくまん星高松ひゃくまん星高松

宇ノ気保健福祉センター宇ノ気保健福祉センター宇ノ気保健福祉センター

社会福祉法人四恩会
ライフクリエートかほく
社会福祉法人四恩会
ライフクリエートかほく
社会福祉法人四恩会
ライフクリエートかほく

社会福祉法人白千鳥会社会福祉法人白千鳥会社会福祉法人白千鳥会

社会福祉法人相生会社会福祉法人相生会社会福祉法人相生会

七塚健康福祉センター七塚健康福祉センター七塚健康福祉センター

高松小学校高松小学校高松小学校

高松中学校高松中学校高松中学校

七塚小学校七塚小学校七塚小学校

よこやま研修館よこやま研修館よこやま研修館

高松産業文化センター高松産業文化センター

アクロス高松アクロス高松アクロス高松

金津体育館金津体育館金津体育館

金津小学校金津小学校金津小学校

七塚生涯学習センター七塚生涯学習センター七塚生涯学習センター

河北台健民体育館河北台健民体育館河北台健民体育館

七塚武道館七塚武道館七塚武道館

河北台中学校河北台中学校河北台中学校

宇ノ気新化館宇ノ気新化館宇ノ気新化館

宇ノ気中学校宇ノ気中学校宇ノ気中学校

宇ノ気小学校宇ノ気小学校宇ノ気小学校

宇ノ気スポーツセンター宇ノ気スポーツセンター宇ノ気スポーツセンター

外日角小学校外日角小学校外日角小学校

宇野気区公民館宇野気区公民館宇野気区公民館

宇ノ気老人福祉センター宇ノ気老人福祉センター宇ノ気老人福祉センター

西田幾多郎記念哲学館西田幾多郎記念哲学館西田幾多郎記念哲学館七塚体育センター七塚体育センター七塚体育センター

宇ノ気体育センター宇ノ気体育センター宇ノ気体育センター

指江コミュニティセンター指江コミュニティセンター指江コミュニティセンター大崎区民会館大崎区民会館大崎区民会館

宇ノ気南部体育館宇ノ気南部体育館宇ノ気南部体育館

石川県かほく市宇野気二 81 番地石川県かほく市宇野気二 81 番地

かほく市では洪水ハザードマップ以外に、津波・ため池・土砂
災害ハザードマップを作成しております。
( かほく市ホームページにて確認できます。）

かほく市では洪水ハザードマップ以外に、津波・ため池・土砂
災害ハザードマップを作成しております。
( かほく市ホームページにて確認できます。）

かほく市役所かほく市役所

防災環境対策課防災環境対策課

1:12,000

0 300 600 1,200
。


