
 

台風第２１号による被害の状況について（第５報） 
【平成３０年９月６日１７時００分現在】 

 
石川県危機管理監室危機対策課 

 

市町名 

人的被害(人) 住家被害(棟) 非住家被害(棟) 

死者 
行方 

不明者 

負傷者 

全壊 半壊 
一部 

破損 

床上 

浸水 

床下 

浸水 

公共 

建物 
その他 

重傷 軽傷 

金沢市       3     9         

七尾市    1   19  1  2 

輪島市       1     

加賀市    1        

かほく市       2    1 

野々市市       1     

津幡町    1   3     

志賀町    1        

宝達志水町           1 

穴水町           1 

計       7   35   1  5 
 
 

１ 人的被害の状況  

  (1)死者    なし 

 

  (2)行方不明者 なし 

 

(3)重傷    なし 

 

   (4)軽傷    ７人 

・志賀町堀松地内 ６０歳代女性 

    ４日１８時００分頃、飛散物により手を負傷 

   ・津幡町津幡地内 ７６歳女性 

    ４日１８時１５分頃、自宅のトタン屋根が飛び、右足すねを負傷 

   ・金沢市高岡町地内 ７０歳代男性 

４日１７時２２分頃、看板補強中に脚立から転落し、額に腫れ 

   ・金沢市間明２丁目地内 ７０歳代男性 

    ４日１７時２８分頃、避難中に転倒し、あごに挫創 

   ・金沢市金石東３丁目地内 ７０歳代女性 

    ４日１８時０３分頃、強風によりドアが頭部に当たり、打撲 

   ・加賀市山代温泉地内 ７０歳代女性 

    ４日１６時００分頃、窓ガラスで喉元を切り、負傷 

   ・七尾市田鶴浜町地内 ６０歳代男性 

    ４日１８時３０分頃、強風により窓ガラスが割れ、手を負傷 

 

 

 

 



 

２ 住家被害の状況  

  (1)全  壊  なし 

 

  (2)半  壊  なし 

 

(3)一部損壊  ３５棟 

   ・金沢市森山地内     １棟 

   ・金沢市泉地内      １棟 

   ・金沢市泉野地内     １棟 

   ・金沢市大河端地内    １棟 

   ・金沢市松村地内     １棟 

   ・金沢市小立野地内    １棟 

   ・金沢市有松地内     １棟 

   ・金沢市馬替地内     １棟 

   ・金沢市黒田地内     １棟 

・かほく市宇気地内    １棟 

・かほく市白尾地内    １棟 

・野々市市稲荷地内    １棟 

・津幡町津幡地内     １棟 

・津幡町太田地内     １棟 

・輪島市大野町地内    １棟 

・七尾市藤橋町      １棟 

・七尾市南藤橋町     １棟 

・七尾市所口町      １棟 

・七尾市矢田新町     １棟 

・七尾市作事町      １棟 

・七尾市奥原町      １棟 

・七尾市小島町      １棟 

・七尾市相生町      ２棟 

・七尾市大和町      １棟 

・七尾市和倉町      １棟 

・七尾市中島町上町    １棟 

・七尾市中島町笠師    ２棟 

・七尾市田鶴浜町     ２棟 

・七尾市三引町      １棟 

・七尾市伊久留町     １棟 

・七尾市殿町       １棟 

・津幡町字横浜地内    １棟 

 

   (4)床上浸水  なし 

    

  (5)床下浸水  １棟 

・七尾市田鶴浜町地内   １棟 

 

３ 非住家被害の状況  ５棟 

   ・七尾市古府町地内  納屋１棟全壊 

   ・七尾市吉田町地内  納屋１棟全壊 

   ・穴水町古君地内   納屋１棟全壊 

   ・宝達志水町今浜地内 車庫１棟全壊 

   ・かほく市二ツ屋地内 物置小屋１棟全壊 



 

 

 

４ 避難勧告等の状況  

(1)避難指示（緊急） なし 

   

(2)避難勧告 

 ・金沢市  全域（204,721 世帯、452,844 人） 

   →解除（４日２１時３０分） 

・七尾市  全域（ 21,476 世帯、 52,753 人） 

    →解除（５日 ７時００分） 

・輪島市  全域（ 12,560 世帯、 27,319 人） 

      →解除（５日 ７時００分） 

・珠洲市  全域（  6,185 世帯、 14,478 人） 

      →解除（５日 ６時３０分） 

・羽咋市  全域（  8,559 世帯、 21,805 人） 

→解除（５日 ８時３０分） 

・白山市  吉野谷、尾口、河内、白峰、鳥越地区（999 世帯、 2,344 人） 

   →解除（５日 ２時３０分） 

・志賀町  全域（  8,089 世帯、 20,579 人） 

 →解除（５日 ７時００分） 

・中能登町 全域（  6,636 世帯、 18,161 人） 

→解除（５日 ８時００分） 

・穴水町  全域（  3,568 世帯、  8,159 人） 

→解除（５日 ０時００分） 

・能登町  全域（  7,668 世帯、 17,531 人） 

  →解除（４日２２時００分） 

 

 

   (3)避難準備・高齢者等避難開始  

 ・加賀市  動橋、潮津町、片山津温泉、片山津町 

（  3,224 世帯、  6,990 人） 

      →解除（５日 ６時００分） 

・かほく市 全域（ 12,824 世帯、 35,182 人） 

 →解除（４日２１時５６分） 

・白山市  一ノ宮、吉野谷、尾口、林、河内、白峰、蔵山、鳥越、鶴来地区 

  （  9,273 世帯、 24,270 人） 

→吉野谷、尾口、河内、白峰、鳥越地区は避難勧告に切替 

 →解除（５日 ２時３０分） 

・能美市  鍋谷町（   88 世帯、    235 人） 

→解除（５日 ６時００分） 

・津幡町  全域（ 13,871 世帯、 37,532 人） 

 →解除（４日２３時００分） 

    ・宝達志水町全域（  4,961 世帯、 13,337 人） 

→解除（５日 ９時００分） 

  

 

 

 

 



 

 

    

５ 災害対策本部の設置  

   七尾市   ４日１０：００設置 →解散（５日１７時００分） 

輪島市   ４日１０：００設置 →解散（５日 ７時００分） 

中能登町  ４日１０：００設置 →解散（５日 ８時００分） 

羽咋市   ４日１１：３０設置 →解散（５日 ８時３０分） 

珠洲市   ４日１２：０５設置 →解散（５日１７時４０分） 

志賀町   ４日１２：００設置 →解散（５日 ８時１０分） 

能登町   ４日１２：００設置 →解散（５日１２時０５分） 

穴水町   ４日１３：００設置 →解散（５日 ０時００分） 

白山市   ４日１３：２０設置 →解散（５日１１時００分） 

津幡町   ４日１３：３０設置 →解散（５日１０時３０分） 

かほく市  ４日１４：００設置 →解散（５日 ９時００分） 

宝達志水町 ４日１４：００設置 →解散（５日 ９時００分） 

加賀市   ４日１４：３０設置 →解散（５日 ６時００分） 

能美市   ４日１５：１５設置 →解散（５日 ６時００分） 

内灘町   ４日１５：３０設置 →解散（６日１６時００分） 

 

６ 県管理道路の状況 

通行止め   ４路線 ４箇所 

※８月２７日からの豪雨によるもの 

通行止め   ９路線 ９箇所 

片側交互通行 ５路線 ６箇所 


