
ながら汗を流し、郷土の海岸線の再生に向けた活躍を残

している。

また、平成23年３月11日に発生した東日本大震災を

受け、平成23年５月７日から６月19日までの間、本市

指定の津波来襲一時避難場所である（正院地区）殿山を

自主的に整備した。

山林の所有者のご理解から、自主防災組織をはじめ、

消防団・各ボランティア団体・青年団・ＰＴＡ等、住民

の有志200名以上が参加し、それぞれの経験や職業を生

かし、木を伐採して避難路を拡幅したり、登坂に枕木や

砂利を敷設、手すりを設置した外、登り下りしやすいよ

うにコンクリートにより固め、避難路や避難場所の整備

を施し、津波からの避難に備えるものとした。

正院地区自主防災組織の防災津波避難訓練は、２ケ所

の津波一時避難場所に住民が避難を実施したが、その内

正院町は、石川県珠洲市の東部地域に位置し、その北

側の山岳から海に流れる二本の河川により、田畑を潤い、

海・平野・山岳と豊かな自然に恵まれている。

また、町を東西に走る県道沿いの海岸線を中心に、住

宅街が広がっており、町内の世帯数は、681世帯、人口

は1,705人となっている。

正院地区自主防災組織では、積極的に住民同士の協力

性を図り、万一の災害時には、自分たちの地域を、自分

たちで守れるように防災活動に取り組んでいる。

正院地区自主防災組織には、会長の下、長浜（５区長）・

耕道（４区長）・羽黒（２区長）・黒滝平床（４区長）・

古塚（３区長）の５部落（18区長）が主体となって設

置されている。

平成24年９月30日には、珠洲市総合防災訓練が行わ

れ、正院地区自主防災組織に

於いても防災津波避難訓練を

実施し、562名の住民が参加

して防災意識を高めた。

この地区は、平成５年２月

７日発生した能登半島沖地震

や、平成７年８月の豪雨出水、

平成13年１月の大雪等の災害

発生時には、当地区に対策本

部を立ち上げ減災につなげる

等、防災に関する意識が非常

に高く、平成９年１月のロシ

アタンカー重油流出災害の際

には、多数の住民がボランティ

アとして参加し、油にまみれ
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津波に備えて、あなたの 宅の地盤の さを確認しておきましょう。
また、もしもの時に避難する周辺の津波避難ビルや津波避難場所について、
家族で決めておきましょう。

 標称名地区名

津波避難ビル､      津波避難場所 覧

30.3m蛸島 のとスターラインCのとスターラインC

30.9m蛸島 のとスターラインBのとスターラインB

33.6m正院  瀧城跡地 瀧城跡地

32.2m正院 殿 殿 

19.1m正院 観寿 観寿 

18.9m正院 のとスターラインAのとスターラインA

50.1m上 道正院配 池上 道正院配 池

11.8m

直

直 直 学校(3階)直 学校(3階)

22.7m蛸島 のとスターラインEのとスターラインE

27.7m蛸島 珠洲ビーチホテル(6階)珠洲ビーチホテル(6階)

30.0m蛸島  王の森 王の森

    は避難路として指定されています。  優先的に除雪、整備が われますので、避
難経路の参考にしましょう。この避難路は、普段から地域ぐるみで、避難のしやすい状態
を維持することが 切です。

避難路とは？

14.3m蛸島 蛸島 学校(3階)蛸島 学校(3階)

19.7m蛸島 弁天近隣公園弁天近隣公園

12.0m蛸島 市営野球場(観客席)市営野球場(観客席)

23.5m蛸島 のとスターラインDのとスターラインD

お問い合わせ
珠洲市役所
危機管理室

〒927-1295
珠洲市上 町北 1-6-2 
TEL:82-2222(代表)、82-7725(直通)

避難情報地図上の標 ライン
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<想定津波 >正院

津波 ：5.8m

到達予想時間：19 分

<想定津波 >蛸島

津波 ：9.4m

到達予想時間：15 分

<想定津波 >雲津

津波 ：13.7m

到達予想時間：14 分

※このマップに表 されている津波浸 想定区域、津波 、津波の到達予想時間は、
 平成 24 年度に公表された「 川県津波浸 想定区域図」に基づくものです。
※このマップに表 されている津波浸 想定区域、津波 、津波の到達予想時間は、
 平成 24 年度に公表された「 川県津波浸 想定区域図」に基づくものです。
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石川県　珠洲市正院地区自主防災組織

地域の宝を地域の手で守るために
〜地域による津波一時避難場所の整備〜



１ヶ所の避難場所では、避難路の整備や手す

りの設置等の要望があり、今後、整備を進め

ていきたい。

また、今回の訓練は、津波のみの避難訓練

だけではなく、海から離れた山間部や高台地

区に対しても、地震による各種災害、台風・

豪雨による災害等、多種多様な天災・人災を

想定して訓練を実施した。

今後も、ある日突然起こり得る災害に備え、

正院地区自主防災組織は、住民一人一人が安

全に避難出来るよう活動していきたい。

正院殿山整備

珠州市　災害に対する心得
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