
 

 

第３回災害対策本部員会議次第 

 

 

                                       日 時：令和４年８月５日（金） 

                                                  １０：００～ 

                                       場 所：県庁６階 災害対策本部室 

 

 

議  題 

 

 

１ 今後の気象状況等について 

 

 

 

２ 大雨による被害状況等について 

 

 

 

３  その他 

 



前線による大雨について

2022年8月５日
金沢地方気象台



天気図と気象衛星、レーダー画像（雨雲の動き）
速報天気図（8月5日03時） 衛星赤外画像（8月5日03時）

雨雲の動き（8月5日03時）
［気象状況と予想］
・前線を伴った低気圧が日本のはるか東にあって北東
へ進み、前線が西日本へのびている。

・前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むとともに、
北陸地方の上空約９０００メートルに氷点下３０
度以下の寒気が流れ込み、石川県は大気の状態が
不安定となっている。

・このため、加賀では５日昼前にかけて雷を伴い１時
間に３０ミリの激しい雨の降る所がある見込み。



キキクル（浸水・土砂・洪水）・雨雲の動き 5日07時00分現在

https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=rain_level&area_type=
class20s&area_code=1720100

https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=rain_level&area_type=class20s&area_code=1720100


解析雨量（1時間）※30分毎

48時間解析雨量
（5日07時まで）



予想天気図

5日21時の予想 6日21時の予想

５日は、気圧の谷や湿った空気の影響
を受ける見込み。

６日は、高気圧に覆われるが、
湿った空気の影響を受ける見込み。



今後の予想（天気予報）
2022年8月5日05時 新潟地方気象台 発表

2022年8月５日04時48分 金沢地方気象台 発表
北陸地方は気圧の谷となっています。
石川県は、おおむね曇りで、雷を伴い激しく降っている所があります。
【５日】 気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。
このため、加賀では曇り夜晴れで、昼前まで雷を伴い激しく降る所があるでしょう。
能登では曇り時々晴れで、夕方まで雨の降る所があるでしょう。
【６日】 高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。
このため、加賀は晴れ時々曇り、能登は晴れ朝晩曇りとなるでしょう。



今後の予想（週間天気予報）

2022年8月4日16時40分 新潟地方気象台 発表

予報期間 ８月５日から８月１１日まで
向こう一週間は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、期間の前半は

雨の降る日があるでしょう。期間の後半は高気圧に覆われて晴れる所もある見込みで
す。５日にかけては、暖かく湿った空気の影響で、大雨となる所があるでしょう。
最高気温・最低気温はともに、平年並か平年より高く、期間の後半はかなり高い所

もある見込みです。
降水量は、平年並か平年より多いでしょう。

2022年8月5日05時 新潟地方気象台 発表



早期注意情報（警報級の可能性） 5日08時発表



石川県の警報・注意報期間 5日07時32分発表

［防災事項］
これまでの記録的な大雨で土砂災害の危険度が高い状態が続いている所があります。
加賀では５日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒し、５日夕方にかけて土砂災害に
注意・警戒。低い土地の浸水、河川の増水に注意。

［情報の発表予定］
次の「大雨に関する石川県気象情報」は、５日１７時頃に発表する予定。



石川県の警報・注意報期間 5日07時32分発表



情報の入手先など

・石川県の天気予報、週間天気予報
https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=offices&area_code=170000

・石川県の警報、注意報、土砂災害警戒情報
https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#area_type=offices&area_code=170000

※早期注意情報（警報級の可能性）もご利用ください。

・石川県の気象情報
https://www.jma.go.jp/bosai/information/#area_type=offices&area_code=170000&format=table

・雨雲の動き（降水ナウキャスト）
https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/

・今後の雨（降水短時間予報）
https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan

・指定河川洪水予報
https://www.jma.go.jp/bosai/flood/#area_type=offices&area_code=170000

・各種のキキクル（危険度分布）もご利用ください。
土砂 https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land

浸水 https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:inund

洪水 https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:flood

★気象情報等は、最新のものをご利用ください。

11



以上です。

天気予報や警報・注意報、気象情報等は、
最新のものを確認して、ご利用ください。



 

８月４日からの大雨による被害の状況について（第３報） 
【令和４年８月５日８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               １   ２      

小松市       ２   １ ２３ １８９ ２   

白山市        ９  ２７    

能美市           １     

計    ２    １  ３３  ２ １９ ２   

 
 

１ 人的被害の状況 

・軽傷 小松市２人 
   

 

２ 住家被害の状況 

   ・床上浸水 金沢市１件、白山市９件、小松市２３件 

   ・床下浸水 金沢市２件、白山市２７件、能美市１件、小松市１８９件 

 

３ 避難所の開設状況 

 ・金沢市 １９箇所 避難者数   ８人 

 ・七尾市  ０箇所 避難者数   ０人 ４日２０時００分閉鎖 

  ・小松市  ３箇所 避難者数 ２５７人 

  ・加賀市  ０箇所 避難者数   ０人 ４日２３時３０分閉鎖 

 ・白山市  ０箇所 避難者数   ０人 ５日７時４０分閉鎖 

 ・能美市  １箇所 避難者数  １１人  

 ・野々市市 ０箇所 避難者数   ０人 ４日１７時３０分閉鎖 

 ・川北町  ０箇所 避難者数   ０人 ４日１８時１０分閉鎖 

 

４ 避難指示等の状況  

(1)緊急安全確保 

   ・小松市：１２時００分(全域) →１８時４０分避難指示に切替 

   ・白山市：４日１３時００分（１５地区）→５日７時４０分解除 

 (2)避難指示 

・金沢市：４日 ７時２０分 →４日２０時３０分解除 

・七尾市：４日１４時３０分 →４日１９時４０分解除 

・小松市：４日 ６時１５分 →５日８時１５分解除 

・白山市：４日 ６時４０分 →５日７時４０分解除 

・川北町：４日１２時５０分 →４日１７時３０分解除 

   (3)高齢者等避難 

   ・加賀市：４日１５時００分 →４日２３時３０分解除  

 

 

 



５ 災害対策本部の設置 

   ・石川県 ：４日１２時００分設置 

   ・金沢市 ：４日 ７時２０分設置 

   ・加賀市 ：４日１７時３０分設置 →４日２３時３０分解散 

   ・小松市 ：４日 ６時１５分設置  

   ・白山市 ：４日１２時００分設置 →５日７時４０分解散 

   ・能美市 ：４日 ６時３０分設置  

   ・野々市市：４日 ９時２０分設置 →４日１９時５６分解散 

      ・川北町 ：４日１１時００分設置 →４日１９時４０分解散 

 

６ 消防の広域応援状況 

   ・小松市消防本部の要請を受け、金沢市消防局・かほく市消防本部・津幡町消防 

本部が小松市中ノ峠等において救出救助活動を実施 

 

７ 自衛隊関係 

   ・４日１３時００分 県から自衛隊に人命救助に係る災害派遣要請 

 

８ 災害救助法の適用 

   ６市１町（金沢市、小松市、加賀市、白山市、能美市、野々市市、川北町） 

 

９ その他の被害情報 

・道路関係：【県管理道路】通行止め１８路線２６箇所 

   ・河川関係：【県管理河川】決壊   １河川（鍋谷川） 

                護岸損壊 １河川（滓上川） 

   ・砂防関係：土砂流出 １件（白山市鶴来日詰地内） 

   ・下水関係：河田中継ポンプ場、国府中継ポンプ場  ポンプ停止 
・森林関係：白山白川郷ホワイトロード 通行止め 

      ⇒道路損壊 １箇所 

       土砂堆積 １箇所 

・航空関係：【小松空港】 

・羽田便 ２０便中 欠航２便 

・鉄道関係：【ＪＲ北陸本線】 

普通列車は、始発から１７時頃まで運休予定 

特急列車（サンダーバード、しらさぎ）は 

始発から最終まで運休予定 

【ＪＲ七尾線】 

かがり火４号（９時０２分和倉温泉発）が運休予定 

          その他の列車は通常運行予定 

・路線バス関係：小松市、白山市の一部区間運休や迂回運行あり 

   ・教育関係施設：教員総合研修センターの敷地内斜面の一部が崩落し、 

土砂が金沢市道に流出 

     ・文化関係施設：白山ろく民俗資料館で小屋の壁面が一部破損 

   ・スポーツ関係施設：木場潟カヌー場のカヌーボート乗り入れ用桟橋が破損 

・児童関係施設 

 小松市：床上浸水２件、雨漏り２件 

 能美市：雨漏り１件、火災報知器の故障１件 

・医療関係施設：小松市で浸水被害２件 

・高齢者関係施設：白山市の高齢者関係施設で施設内に泥水が流入し、ボイラー 

室が浸水の上、断水 

→給水車に出動依頼し、当面の水は確保    



 ・水道施設 

小松市：麦口地区、中ノ峠・嵐地区で断水（６１戸）、給水車により応急対応中 

白山市：一里野地区で断水（５６戸）、給水車により応急対応中 

津幡町：上藤又地区で断水（１０戸）、ポリタンク各戸配付により応急対応中 


