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１．噴火警戒レベルの概要

２．これまでの検討内容



選定理由 火山名

①近年、噴火活動を繰り返している
火山

雌阿寒岳、十勝岳、樽前山、有珠山、北海道
駒ヶ岳、秋田焼山、秋田駒ヶ岳、吾妻山、那
須岳、草津白根山、浅間山、新潟焼山、焼岳、
御嶽山、伊豆大島、三宅島、硫黄島、阿蘇山、
霧島山、桜島、薩摩硫黄島、口永良部島、諏
訪之瀬島（２３火山）

②過去100 年程度以内に火山活動の
高まりが認められている火山

アトサヌプリ、大雪山、恵山、岩手山、栗駒
山、蔵王山、安達太良山、磐梯山、日光白根
山、乗鞍岳、白山、箱根山、伊豆東部火山群、
新島、神津島、八丈島、鶴見岳・伽藍岳、九
重山（１８火山）

③現在異常はみられないが過去の
噴火履歴等からみて噴火の可能性
が考えられる

岩木山、鳥海山、富士山、雲仙岳（４火山）

④予測困難な突発的な小噴火の発生
時に火口付近で被害が生じる可能
性が考えられる

倶多楽、青ヶ島（２火山）

中長期的な噴火の可能性の評価について
－監視・観測体制の充実等の必要な火山の選定－

火山噴火予知連絡会 火山活動評価検討会（平成21 年２月）



○３１火山で運用済み

道内の火山：十勝岳、雌阿寒岳、樽前山、

有珠山、北海道駒ヶ岳

○火山噴火予知連絡会の火山活動評価検

討会（平成21年2月）が、火山防災のため

に監視・観測体制の充実が必要な火山

（常時観測火山）として47火山を選定

○道内では表の4火山について導入を目指す

火山名
協議会
等

訓練
ハザードマッ

プ
警戒が必要な区域を含む市町村 左記以外の予・警報通知対象市町村

アトサヌプリ － － ○ 弟子屈町、大空町、清里町、小清水町

大雪山 － － － 東川町、上川町、美瑛町 愛別町、当麻町、旭川市

倶多楽 － － ○ 登別市、白老町

恵山 － － ○ 函館市

全国の噴火警戒レベルの導入状況



注1： 住民等の主な行動と登山者・入山者への対応には、代表的なものを記載。

注2： 避難・避難準備や入山規制の対象地域は、火山ごとに火山防災協議会での共同検討を通じて地域防災計画等に定められています。ただし、火山活動の状況
によっては、具体的な対象地域はあらかじめ定められた地域とは異なることがあります。

注3： 表で記載している「火口」は、噴火が想定されている火口あるいは火口が出現しうる領域（想定火口域）を意味します。あらかじめ噴火場所（地域）を特定できな
い伊豆東部火山群等では「地震活動域」を想定火口域として対応します。

注4： 火山別の噴火警戒レベルのリーフレットには、「大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等が居住地域まで到達するような大きな噴火が切迫または発生」（噴火
警戒レベル５の場合）等、レベルごとの想定される現象の例を示しています。

噴火警戒レベル



• 火山活動の状況に応じて、火口と居住地との距離、地形等をも考慮して、
噴火時等にとるべき防災対応との関係を明確化。

• すなわち、各レベルにキーワード（「避難」「避難準備」「入山規制」等）を
設定し、具体的な防災対応に結びつくようわかりやすく表現。

• 「噴火警戒レベル」を導入したことにより、市町村長による避難指示の発
令等の防災対応を迅速に講ずることが可能となった。

• ただし、迅速に防災対応を講ずるには、噴火シナリオ、火山ハザードマッ
プに基づき検討された実践的・具体的な避難体制が整備されていること
が前提。

「噴火警戒レベル」の特徴



平成13年2月 作成



ケース１：西側爆裂火
口「X火口（小地獄）、Y

火口（大地獄）」から約
500mの範囲に噴石が
飛散

ケース２：ハザードマップ
にも示されている８つの
想定火口から約1kmの

範囲に噴石飛散と火山
泥流

ケース３：椴法華地区全
域と恵山地区の御崎町
から古武井町の一部に
かけての範囲

ケース１

ケース２

ケース３

Ｘ火口
（小地獄）

Ｙ火口
（大地獄）



「噴石」、「火砕流・火砕サージ」、「火山泥流」、「山体崩壊に伴う岩屑なだれ」に着目して、
それらの到達距離と恵山周辺の居住地域の位置を踏まえ、影響範囲の観点から３つの
ケースに噴火を区分

ケース１
「火口周辺に影響を及ぼす噴火」

ケース２
「山麓に影響を及ぼす噴火」

ケース３
「居住地域に影響を及ぼす噴火」

噴火の規模 ごく小規模 ごく小規模～小規模 中～大規模

想定する火口 爆裂火口内の想定火口
（X火口、Y火口）

すべての想定火口
（泥流の発生は爆裂火口原内
の想定火口を除く）

すべての想定火口

着目すべき火山現象 噴石 噴石・火山泥流 噴石・岩屑なだれ・
火砕流

その他の火山現象 降灰、空振、降雨による二次
泥流

降灰、空振、降雨による二次
泥流

降灰、空振、降雨による二
次泥流

影響範囲 爆裂火口から約500mの範囲に
飛散

噴石は火口から約1kmの範囲
に飛散
泥流の影響が予想される範囲

椴法華地区全域と恵山地区
の御崎町から柏野町にかけ
ての範囲
（火山防災マップに示され
た火砕流の到達範囲）

噴火の様式 水蒸気噴火 水蒸気噴火 水蒸気噴火
マグマ噴火

噴火の想定



平成12年 有珠山 平成4年 雲仙岳 大正15年 十勝岳

大きな噴石 火砕流 融雪型火山泥流

提供：上富良野町

噴火開始から避難までの時間的余裕がほとんどなく、生命に対する危険が高い火山現
象を、防災対策上重要度の高いものと位置付け、事前の避難のあり方等について検討

対象とする火山現象



1980年ｾﾝﾄﾍﾚﾝｽﾞ
の山体崩壊



恵山噴火ケースと防災対応 案 ケース３の範囲を過去の火砕流の範囲とした場合

H26.10.24 ver.3

火山活動の状況 保全対象施設および道路 椴法華地域 恵山地域 渡島総合振興局 北海道開発局

ケ
ー
ス
３

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、あ
るいは切迫している状態にある

■中規模～大規模な噴火の発生
・溶岩ドーム形成とそれに伴う崩落型火砕流、噴
煙柱崩壊型火砕流
・山体崩壊に伴う岩屑なだれ
・噴石および風下側で大量の降灰

約8000年前の火砕流の到達範囲
◎椴法華地区
【施設】 全地域(椴法華小学校、島泊会館、新八

幡町会館、椴法華中学校、椴法華支所、
椴法華総合センター、高齢者福祉総合
センター、消防署椴法華出張所、
椴法華駐在所、漁協椴法華支所、
椴法華郵便局、椴法華クリニック）

【国道】 国道278号
【道道】 国道の規制に含まれる
【市道】 国道の規制に含まれる

◎恵山地区
【施設】 柏野会館、恵山中学校、古武井会館、

漁協山背支所、ウニ種苗センター、山背
泊漁港

【国道】 国道278号
【道道】 道道231号（元村・恵山線）
【市道】 道道の規制に含まれる

【居住地域】
椴法華地区全避難
・富浦町：住民避難
・島泊町：島泊会館の閉鎖，住民避難
・新八幡町：新八幡町会館の閉鎖，住民避難
・新浜町：新浜町会館の閉鎖，住民避難
・銚子町：銚子会館の閉鎖，住民避難
・絵紙山町・新恵山町：住民避難

【避難所】 南茅部地域の避難所開設

【居住地域】
・御崎町：住民避難
・柏野町：住民避難
・恵山町：住民避難
・古武井：一部（山背泊漁港より東）の住民避難

【避難所】
・恵山コミュニティーセンター避難所開設
・恵山支所避難所開設

【道道】
◎椴法華地区
国道の規制に含まれる

◎恵山地区
道道231号の山背泊漁港西端で交通
規制

【国道】
◎椴法華地区
国道278号の滝の沢トンネルで交通規
制

◎恵山地区
国道278号日ノ浜町の民家の先のＰエ
リアで交通規制

ケ
ー
ス
２

山麓に影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生
すると予想される

■ごく小規模～小規模の噴火の発生
・すべての想定火口から半径約１kmの範囲で噴
石飛散、風下側で降灰
・火口から約1kmを越える火山泥流の可能性

すべての火口想から半径1km以内
◎椴法華地区
【施設】 ホテル恵風，灯台資料館，水無海浜温泉

椴法華港，市場，元村町会館，富浦会館
【道道】 道道231号（元村・恵山線）、６３５号（椴法

華港線）
【登山道】 八幡川コース，十三曲がりコース

◎恵山地区
【施設】 御崎会館、博物館、市民センター、

介護施設１、温泉旅館２、恵山漁港
【登山道】 柏野2号線

【居住地域】
・恵山岬町：ホテル恵風及び灯台資料館の閉鎖及
び

従業員避難，宿泊客及び観光客の避難，
住民避難

・元村町：元村会館の閉鎖，椴法華港の閉鎖及び
市場等従業員避難，碇泊船の避難出港，
住民避難

・富浦町：富浦会館の閉鎖，一部の住民(番屋川か
ら南）避難

【市道】
島泊町の市道が道道と合流する地点で交通規制

【登山道】 立入規制
八幡川コース、十三曲がりコース

【避難所】 椴法華総合センターに避難所開設

【居住地域】
・御崎町：御崎会館閉鎖

恵山漁港閉鎖、碇泊船の避難出港
住民避難

・柏野町：博物館、市民センター、介護施設、温泉
旅館、介護施設閉鎖、宿泊客及び観光

客
の避難

・恵山町：一部(七つ岩より東）の住民避難

【登山道】 立入規制
柏野2号線

【道道】
◎椴法華地区
道道231号(元村・恵山線）、635号（椴
法華港線）八幡川で交通規制

◎恵山地区
道道231号(元村・恵山線）白浜川で交
通規制

ケ
ー
ス
１

爆裂火口周辺に影響を及ぼす噴火の発生、ある
いは発生すると予想される

■ごく小規模噴火の発生
・X,Y火口から半径約0.5km範囲に噴石
飛散、風下で降灰
■噴火の兆候
・山体浅部での火山性地震・微動の増加
・噴気量増加、火口温度上昇
・火口直下の膨張を示す局所的な地殻
変動等

Ｘ・Ｙ火口から半径1km以内
◎椴法華地区
【登山道】 八幡川コース，十三曲がりコース

◎恵山地域
【登山道】 柏野2号線

【登山道】 立入規制 (登山口にロープやガードを
仮設)
八幡川コース：市道との交差点で規制
十三曲がりコース：ホテル恵風の登山口で規制

元村町からは道道からの入り口で
規制
・降灰に対する注意喚起
・直径約50cm以下の噴石に対する注意喚起

【登山道】 立入規制 (ゲート閉鎖)
柏野2号線：既存のゲートで規制
・降灰に対する注意喚起
・直径約50cm以下の噴石に対する注意喚起

平常

火山活動静穏

火口内では火山灰等が突発的に噴出する可能
性あり

規制なし
活動状況により火口内への立入り規制

※ケース１，２で【居住地域】、【道道】、【登山道】の項目で重複して対応が記載してあるが、事象がが１づつあがるとは限らないので、対応に漏れがないように記載した

３つのケースに応じた防災対応を地元で議論した資料





今はこの段階



○H23年2月 第1回 ～ H24年11月 第３回
・主な参加機関：函館市（含む2支所）、気象庁、

渡島振興局地域政策部、建設管理部
・検討内容 ：噴火警戒レベルの説明（第1回）

噴火シナリオに関する検討、防災協議会の設置形態

○H25年2月 第4回 ～H26年2月 第10回
・参加機関：函館市（含む2支所）、気象庁
・検討内容：噴火シナリオに関する検討

防災協議会の設置形態

○H26年5月 第11回
・参加機関：函館市（含む2支所）、気象庁
・検討内容：椴法華地域の具体的な防災対応についての検討

防災協議会の設置形態

◎H26年7月、10月 第12回、13回
・参加機関：函館市（含む2支所）、気象庁、開発局、総合振興局
・検討内容：具体的な防災対応についての検討

○H20年3月 『火山情報等に対応した火山防災対策検討会』（H18年～）
噴火の規模、現象（火砕流、噴石、火山灰、溶岩等）等から判断される「危険性」に
加えて、火口から居住地域までの距離、各種施設の有無等を考慮し、噴火時等にと
るべき防災対応との関係を明確化して5段階に整理したレベルを提言


