吾妻山の火山活動が
活発化した場合の避難計画
（火口周辺地域）
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吾妻山火山防災協議会

目
１

２

次

計画の基本的事項
１．１ 目的等
(1) 計画の目的
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(2) 計画の位置付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１
１

１．２ 吾妻山の概要・監視観測体制
(1) 吾妻山の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(2) 監視観測体制等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
① 体制
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
② 観測点配置図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１
２
２
２～３

１．３ 想定火山現象・噴火シナリオ・噴火警戒レベル
(1) 想定される火山現象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(2) 吾妻山噴火シナリオ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
① 想定される現象と噴出物量・・・・・・・・・・・・・・・・・
② 噴火シナリオ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(3) 噴火警戒レベル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４～５
５
５
６
７

１．４ 避難計画の基本的事項
(1) 火口周辺規制及び入山規制の範囲 ・・・・・・・・・・・・・・
(2) 噴火警戒レベルに応じた避難対象範囲と避難対象者 ・・・・・・

８
８

事前対策
２．１ 防災体制の構築
(1) 県及び市町の防災体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９
(2) 噴火警戒レベルと防災対応の概要 ・・・・・・・・・・・・・・ ９
① 福島県、山形県の防災対応の概要 ・・・・・・・・・・・・・ ９
② 福島市、米沢市、猪苗代町の防災対応の概要 ・・・・・・・・１０
(3) 規制看板等設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
① 規制看板設置箇所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
② 看板設置箇所図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１～１３
(4) 協議会構成機関の役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
２．２ 情報伝達体制の構築
(1) 火山に関する予報・警報・情報 ・・・・・・・・・・・・・・・１５
(2) 噴火警報等の伝達系統図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６～１７
(3) 火山異常現象発見の通報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８
① 吾妻山情報連絡系統図
・・・・・・・・・・・・・・・・・１８～１９
② 通報事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０
２．３ 避難のための事前対策
(1) 避難の基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１
(2) 火口周辺規制、入山規制及び避難勧告等の発令基準 ・・・・・・２１
(3) 避難勧告等の伝達方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２
(4) 避難対象地域及び避難所、避難経路（方向） ・・・・・・・・・２２
① 避難対象地域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２

②
③

避難所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２
避難経路（方向） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２～２３
(5) 浄土平地域からの避難経路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・２３
① 噴火警戒レベル２及び３（噴火なし）が発表された場合 ・・・２３
② 突発的噴火が発生した場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・２３
(6) 避難手段の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３
２．４ 救助体制の構築
(1) 救助に関する情報共有体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・２４
(2) 医療体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４
(3) ヘリポート及び医療機関 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４
２．５

３

避難促進施設
避難促進施設

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

噴火時の対応
３．１ 異常現象により噴火警戒レベルが２に引き上げられた場合（噴火なし）の対応
(1) 防災体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
(2) 情報収集・伝達 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
① 福島県・山形県 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
② 福島市・米沢市・猪苗代町 ・・・・・・・・・・・・・・・・２５
③ 住民及び登山者・観光客等への広報内容（文例） ・・・・・・２５～２６
(3) 浄土平地域からの登山者・観光客等の避難誘導 ・・・・・・・・２６
(4) 市町職員の登山口等への配置 ・・・・・・・・・・・・・・・・２６
(5) 道路・登山道規制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６
(6) 規制看板設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６
３．２ 異常現象により噴火警戒レベルが２から３に引き上げられた場合の対応
(1) 防災体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
(2) 情報収集・伝達 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
① 福島県・山形県 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
② 福島市・米沢市・猪苗代町 ・・・・・・・・・・・・・・・・２７
③ 住民及び登山者・観光客等への広報内容（文例） ・・・・・・２７
(3) 登山者・観光客等の避難誘導
・・・・・・・・・・・・・・２８
(4) 市町職員の登山口等への配置 ・・・・・・・・・・・・・・・・２８
(5) 道路・登山道規制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８
(6) 規制看板設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８
３．３ 突発的に噴火が発生した場合の対応
(1) 防災体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８
(2) 情報収集・伝達 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８
① 福島県・山形県 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８
② 福島市・米沢市・猪苗代町 ・・・・・・・・・・・・・・・・２８
③ 住民及び登山者・観光客等への広報内容（文例） ・・・・・・２９
(3) 浄土平地域の登山者・観光客等の避難誘導 ・・・・・・・・・・２９
(4) 市町職員の登山口等への配置 ・・・・・・・・・・・・・・・・２９
(5) 下山者からの情報収集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０
(6) 緊急的な避難所の開設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０

(7)
(8)

道路・登山道規制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０
規制看板設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０

３．４ 救助活動
(1) 行方不明者の把握 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０
(2) 救助活動の体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０
① 合同調整所（現地合同指揮所）等の設置 ・・・・・・・・・・３０
② 救助活動への支援体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０
③ 救助活動の範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
④ 活動基準の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
⑤ 活動部隊の退避等が可能な場所の設定 ・・・・・・・・・・・３１
(3) 医療活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
３．５

災害対策基本法に基づく警戒区域
災害対策基本法に基づく警戒区域

・・・・・・・・・・・・・・・３２

３．６ 報道機関への対応
(1) 福島県 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２
(2) 山形県・福島市・米沢市・猪苗代町 ・・・・・・・・・・・・・３２
４ 緊急フェーズ後の対応
４．１ 規制範囲の縮小又は解除
規制範囲の縮小又は解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２
４．２ 風評被害対策
風評被害対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２
５ 平常時からの防災啓発と訓練
５．１ 防災啓発と学校等での防災教育
(1) 住民、登山者・観光客等への防災啓発 ・・・・・・・・・・・・３３
(2) 平常時からの登山者・観光客等への周知 ・・・・・・・・・・・３３
(3) 学校での防災教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３
５．２

防災訓練
防災訓練

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３

別添巻末資料
・資料１ 「規制看板（案）」
・資料２ 「規制看板設置細部位置」
・資料３ 「ヘリポート及び救急医療機関一覧」
・資料４ 「浄土平火山活動対応マニュアル」
・資料５ 「吾妻山を訪れる観光客・登山客の皆様へ」

