
浅間山避難計画（LV1-3 想定）（改正案） 新旧対照表 
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目 次 

（略） 

２．３ 避難のための事前対策.........................................- 23 - 

（１） 避難の基本的な考え方.........................................- 23 - 

（２） 火口周辺規制、入山規制及び避難指示等の発令基準...............- 23 - 

（３） 避難指示等の伝達方法.........................................- 25 – 

（略） 

 



改正前 改正後 
 
１ 計画の基本的事項 

１．１ 計画の目的・位置づけ 

（１） 計画の目的 

 （略） 

なお、突発的な噴火の際は、避難準備・高齢者等避難開始から避難指示（緊急）

などの段階的な避難情報を発令することができず、また発令後の十分な避難時間

を確保できない可能性が高い。このような場合、住民等は、直ちに地区内の河川

沿いや渓流等から離れた場所、あるいは近隣の高層かつ堅牢な建物等に緊急退避

し、自らの安全を第一に確保することが必要である。 

（略） 

 

（２）（略） 

 

１．２ 

（１） 浅間山の概要 

（略） 

気象庁日本火山総覧浅間山地形図より 

(元データは国土地理院発行の５万分の１地形図(小諸、御代田、上田、軽井沢)及び数値地図 50m メッシュ(標高)による) 

 

（２） 監視・観測体制 

  （略） 

 

１ 計画の基本的事項 

１．１ 計画の目的・位置づけ 

（１） 計画の目的 

 （略） 

なお、突発的な噴火の際は、高齢者等避難から避難指示などの段階的な避難情

報を発令することができず、また発令後の十分な避難時間を確保できない可能性

が高い。このような場合、住民等は、直ちに地区内の河川沿いや渓流等から離れ

た場所、あるいは近隣の高層かつ堅牢な建物等に緊急退避し、自らの安全を第一

に確保することが必要である。 

（略） 

 

（２）（略） 

 

１．２ 

（１） 浅間山の概要 

（略） 

気象庁日本活火山総覧（第 4 版）浅間山地形図より 

(元データは国土地理院発行の５万分の１地形図(小諸、御代田、上田、軽井沢)及び数値地図 50m メッシュ(標高)による) 

 

（２） 監視・観測体制 

  （略） 



   図１ 浅間山観測点配置図 

 

１．３ 想定火山現象・噴火シナリオ・噴火警戒レベル 

（１） ～（３）（略） 

 

（４）噴火警戒レベル 

図５ 浅間山噴火警戒レベル 

 

図１ 浅間山観測点配置図 

 

１．３ 想定火山現象・噴火シナリオ・噴火警戒レベル 

（１） ～（３）（略） 

 

（４）噴火警戒レベル 

図５ 浅間山噴火警戒レベル 

 



  



改正前 改正後 
 

１．４（略） 

 

２ 事前対策 

２．１ 防災体制の構築 

（１）（略） 

 

（２） 協議会構成機関の役割 

  ① 第１号機関 

 

表３-１ 第１号機関の役割 

長野県側 群馬県側 主な役割 

長野県 群馬県 （略） 

軽井沢町 

御代田町 

小諸市 

佐久市 

長野原町 

嬬恋村 

○関係機関との情報共有 

○住民、登山者等への避難勧告・避難指示等の発令 

○住民、登山者等の避難等の防災対応 

② （略） 

 
（３） 噴火警戒レベルと防災対応の概要 

長野県、群馬県、小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、長野原町及び

 

１．４（略） 

 

２ 事前対策 

２．１ 防災体制の構築 

（１）（略） 

 

（２） 協議会構成機関の役割 

  ① 第１号機関 

 

表３-１ 第１号機関の役割 

長野県側 群馬県側 主な役割 

長野県 群馬県 （略） 

軽井沢町 

御代田町 

小諸市 

佐久市 

長野原町 

嬬恋村 

○関係機関との情報共有 

○住民、登山者等への避難指示等の発令 

○住民、登山者等の避難等の防災対応 

② （略） 

 
（３） 噴火警戒レベルと防災対応の概要 

長野県、群馬県、小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、長野原町及び



改正前 改正後 
嬬恋村の噴火警戒レベルに応じた防災対応の概要は、表４-１及び表４-２

のとおりである。 

   ① （略） 

   ② 小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、長野原町及び嬬恋村の防災対応の概要 

   表４-２ 小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、長野原町及び嬬恋村の防災対応 

噴火警戒 

レベル  
対応等 

１ （略） 

２ （略） 

３ 

１～５ （略） 

６ 「避難準備・高齢者等避難開始」発令 

７ （略） 

４ 

１～３ （略） 

４ 「避難準備・高齢者等避難開始」及び「避難勧告」発令、避難

広報 

５～８ （略） 

５ 

１～３ （略） 

４ 「避難勧告」及び「避難指示（緊急）」発令、避難広報 

５～８ （略） 

 

嬬恋村の噴火警戒レベルに応じた防災対応の概要は、表４-１及び表４-２

のとおりである。 

   ① （略） 

   ② 小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、長野原町及び嬬恋村の防災対応の概要 

   表４-２ 小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、長野原町及び嬬恋村の防災対応 

噴火警戒 

レベル  
対応等 

１ （略） 

２ （略） 

３ 

１～５ （略） 

６ 「高齢者等避難」発令 

７ （略） 

４ 

１～３ （略） 

４ 「高齢者等避難」及び「避難指示」発令、避難広報 

 

５～８ （略） 

５ 

１～３ （略） 

４ 「避難指示」及び「避難指示（緊急）」発令、避難広報 

５～８ （略） 

 



 

（４）（略） 

 

２．２ 情報伝達体制の構築 

（１）火山に関する情報 

協議会構成機関が防災対応のために収集する火山に関する情報は表７のとおり。 

表７ 収集する火山に関する情報 

種類 内容 発信元 

噴火警報（居

住地域）又は

噴火警報 

（略） 

気象庁 

噴火警報（火

口周辺）又は

火口周辺警報 

噴火予報 （略） 

噴火速報 （略） 

火山現象に関

する情報等 

○火山の状況に関する解説情報（臨時） 

火山の活動が活発な場合等において、噴火警戒レベル

の引き上げ基準に現状達していないが、今後の活動の

推移によっては噴火警戒レベルを引き上げる可能性

があると判断した場合、または判断に迷う場合に、「火

山の状況に関する解説情報（臨時）」を発表します。 

 

（４）（略） 

 

２．２ 情報伝達体制の構築 

（１）火山に関する情報 

協議会構成機関が防災対応のために収集する火山に関する情報は表７のとおり。 

表７ 収集する火山に関する情報 

種類 内容 発信元 

噴火警報（居

住地域）又は

噴火警報 

（略） 

気象庁 

噴火警報（火

口周辺）又は

火口周辺警報 

噴火予報 （略） 

噴火速報 （略） 

火山現象に関

する情報等 

○火山の状況に関する解説情報（臨時） 

噴火警戒レベルの引上げ基準に現状達していない、ま

たは警戒が必要な範囲を拡大する状況ではないが、今

後の活動の推移によってはこれらの可能性があると

判断した場合、または判断に迷う場合に、火山活動の

状況や防災上警戒・注意すべき事項等を発表する。 



○火山の状況に関する解説情報 

火山活動が活発な場合等に火山の状況を知らせる情

報。噴火や噴煙の状況、火山性地震・微動の発生状況

等の観測結果から、火山の活動状況の解説や警戒事項

について、必要に応じて定期的に発表する。 

○火山活動解説資料 

（略） 

○月間火山概況 

（略） 

○噴火に関する火山観測報 

（略） 

降灰予報（定

時） 

（略） 

降灰予報（速

報） 

（略） 

降灰予報（詳

細） 

（略） 

火山ガス予報 
（略） 

土砂災害緊急

情報 

（略） 国土交通省 

 
（２）～（３）（略） 

○火山の状況に関する解説情報 

現時点では、噴火警戒レベルを引き上げる、または警

戒が必要な範囲を拡大する可能性は低いが、火山活動

に変化がみられるなど、火山活動の状況を伝える必要

があると判断した場合に、適時発表する。 

○火山活動解説資料 

（略） 

○月間火山概況 

（略） 

○噴火に関する火山観測報 

（略） 

降灰予報（定

時） 

（略） 

降灰予報（速

報） 

（略） 

降灰予報（詳

細） 

（略） 

火山ガス予報 
（略） 

土砂災害緊急

情報 

（略） 国土交通省 

 
（２）～（３）（略） 



 
２．３ 避難のための事前対策 

（１） 避難の基本的な考え方 

気象庁が発表する「噴火警戒レベル」に基づき、本計画で定める避難等の

防災対応を確実に実施する。また、噴火警戒レベルの引上げ等により、住民、

登山者、観光客等に避難行動が必要となった場合は、「避難準備・高齢者等

避難開始」、「避難勧告」及び「避難指示（緊急）」（以下「避難勧告等」

という。）を的確かつ迅速に発令する。 

（略） 

 

（２） 火口周辺規制、入山規制及び避難勧告等の発令基準 

火口周辺規制、入山規制及び避難勧告等の発令基準は、概ね表９のとおり

である。 

 

表９ 火口周辺規制、入山規制及び避難勧告等の発令基準と範囲 

情報の種類 発令基準 範囲 

火口周辺規制 

・噴火警戒レベル２（火口

周辺規制）の火口周辺警

報が発表された場合 

・火口周辺に影響を及ぼす

噴火が発生、あるいは発

生すると予想される場合 

噴火警報で発表する「警戒が必要な

範囲」 

（火口から２ｋｍ以内） 

 
２．３ 避難のための事前対策 

（１） 避難の基本的な考え方 

気象庁が発表する「噴火警戒レベル」に基づき、本計画で定める避難等の

防災対応を確実に実施する。また、噴火警戒レベルの引上げ等により、住民、

登山者、観光客等に避難行動が必要となった場合は、「高齢者等避難」及び

「避難指示」（以下「避難指示等」という。）を的確かつ迅速に発令する。 

（略） 

 

 

（２） 火口周辺規制、入山規制及び避難指示等の発令基準 

火口周辺規制、入山規制及び避難指示等の発令基準は、概ね表９のとおり

である。 

 

表９ 火口周辺規制、入山規制及び避難指示等の発令基準と範囲 

情報の種類 発令基準 範囲 

火口周辺規制 

・噴火警戒レベル２（火口

周辺規制）の火口周辺警

報が発表された場合 

・火口周辺に影響を及ぼす

噴火が発生、あるいは発

生すると予想される場合 

噴火警報で発表する「警戒が必要な

範囲」 

（火口から２ｋｍ以内） 



改正前 改正後 

入山規制 

・噴火警戒レベル３（入山

規制）の火口周辺警報が

発表された場合 

・居住地域の近くまで影響

を及ぼす噴火が発生ある

いは発生すると予想され

る場合 

噴火警報で発表する「警戒が必要な

範囲」 

（火口から４ｋｍ以内） 

 

避難準備・高齢者

等避難開始 

・噴火警戒レベル３（入山

規制）の火口周辺警報が

発表され、居住地域の近

くまで影響を及ぼす噴火

が切迫している場合で、

発令が必要な場合 

・長野原町 

 太平洋クラブ軽井沢リゾート、プ

レジデントリゾート軽井沢 

・嬬恋村 

湯本地区、溶岩樹型周辺地区、し

ゃくなげ園、鬼押出し園、浅間六

里ヶ原休憩所、レストランブル

ーベリー 

・小諸市 

 浅間山荘、高峰高原ホテル、高峰

高原ビジターセンター、アサマ２

０００パークスキー場、高峰マウ

ンテンホテル、高峰温泉、火山館 

・軽井沢町 

 峰の茶屋 

入山規制 

・噴火警戒レベル３（入山

規制）の火口周辺警報が

発表された場合 

・居住地域の近くまで影響

を及ぼす噴火が発生ある

いは発生すると予想され

る場合 

噴火警報で発表する「警戒が必要な

範囲」 

（火口から４ｋｍ以内） 

 

高齢者等避難 
 

・噴火警戒レベル３（入山

規制）の火口周辺警報が

発表され、居住地域の近

くまで影響を及ぼす噴火

が切迫している場合で、

発令が必要な場合 

・長野原町 

 太平洋クラブ軽井沢リゾート、プ

レジデントリゾート軽井沢 

・嬬恋村 

湯本地区、溶岩樹型周辺地区、し

ゃくなげ園、鬼押出し園、浅間六

里ヶ原休憩所、レストランブル

ーベリー 

・小諸市 

 浅間山荘、高峰高原ホテル、高峰

高原ビジターセンター、アサマ２

０００パークスキー場、高峰マウ

ンテンホテル、高峰温泉、火山館 

・軽井沢町 

 峰の茶屋 



改正前 改正後 

・噴火警戒レベル４（避難

準備）が発表され、居住

地域に重大な被害を及ぼ

す噴火が発生すると予想

される場合 

 想定される火山現象の範囲と火

山活動の推移に応じて発令する範

囲を判断する。 

避難勧告 

・噴火警戒レベル４（避難

準備）が発表され、居住

地域に重大な被害を及ぼ

す噴火が発生すると予想

される場合 

 想定される火山現象の範囲と火

山活動の推移に応じて発令する範

囲を判断する。 

避難指示（緊急） 

・噴火警戒レベル３（入山

規制）の火口周辺警報が

発表された場合 

・長野原町 

 （仮称）浅間山北麓ビジターセン

ター 

・嬬恋村 

 しゃくなげ園 

・小諸市 

 火山館 

・噴火警戒レベル３（入山

規制）の火口周辺警報が

発表され、居住地域の近

くまで影響を及ぼす噴火

・長野原町 

 （仮称）浅間山北麓ビジターセン

ター、太平洋クラブ軽井沢リゾー

ト、プレジデントリゾート軽井沢 

・噴火警戒レベル４（高齢

者等避難）が発表され、

居住地域に重大な被害を

及ぼす噴火が発生すると

予想される場合 

 想定される火山現象の範囲と火

山活動の推移に応じて発令する範

囲を判断する。 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 
 

 

 

（削除） 

 
 

避難指示 

・噴火警戒レベル３（入山

規制）の火口周辺警報が

発表された場合 

・長野原町 

 （仮称）浅間山北麓ビジターセン

ター 

・嬬恋村 

 しゃくなげ園 

・小諸市 

 火山館 

・噴火警戒レベル３（入山

規制）の火口周辺警報が

発表され、居住地域の近

くまで影響を及ぼす噴火

・長野原町 

 （仮称）浅間山北麓ビジターセン

ター、太平洋クラブ軽井沢リゾー

ト、プレジデントリゾート軽井沢 



改正前 改正後 

が切迫している場合で、

発令が必要な場合 

・嬬恋村 

湯本地区、溶岩樹型周辺地区、し

ゃくなげ園、鬼押出し園、浅間六

里ヶ原休憩所、レストランブル

ーベリー 

・小諸市 

 浅間山荘、高峰高原ホテル、高峰

高原ビジターセンター、アサマ２

０００パークスキー場、高峰マウ

ンテンホテル、高峰温泉、火山館 

・軽井沢町 

 峰の茶屋 

・噴火警戒レベル４（避難

準備）が発表され、居住

地域に重大な被害を及ぼ

す噴火が発生すると予想

される場合 

想定される火山現象の範囲と火

山活動の推移に応じて発令する範

囲を判断する。 

・噴火警戒レベル５（避難）

が発表され居住地域に重

大な被害を及ぼす噴火が

発生又は切迫している状

 想定される火山現象の範囲と火

山活動の推移に応じて発令する範

囲を判断する。 

が切迫している場合で、

発令が必要な場合 

・嬬恋村 

湯本地区、溶岩樹型周辺地区、し

ゃくなげ園、鬼押出し園、浅間六

里ヶ原休憩所、レストランブル

ーベリー 

・小諸市 

 浅間山荘、高峰高原ホテル、高峰

高原ビジターセンター、アサマ２

０００パークスキー場、高峰マウ

ンテンホテル、高峰温泉、火山館 

・軽井沢町 

 峰の茶屋 

・噴火警戒レベル４（高齢

者等避難）が発表され、

居住地域に重大な被害を

及ぼす噴火が発生すると

予想される場合 

想定される火山現象の範囲と火

山活動の推移に応じて発令する範

囲を判断する。 

・噴火警戒レベル５（避難）

が発表され居住地域に重

大な被害を及ぼす噴火が

発生又は切迫している状

 想定される火山現象の範囲と火

山活動の推移に応じて発令する範

囲を判断する。 



改正前 改正後 

態であり、住民を災害か

ら保護する必要がある場

合 

 

（３） 避難勧告等の伝達方法 

長野県、群馬県、小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、長野原町及び嬬

恋村は、避難勧告等を発令した場合は、次の方法で地域住民及び登山者・観

光客等に伝達する。 

（略） 

 

（４） 避難対象地域及び避難場所、避難経路（方向） 

   ①（略） 

② 避難場所 

（略） 

図７ 緊急的な避難所 

             （図略）              
      背景地図は地理院地図を使用 

   ③～ （略） 

 

態であり、住民を災害か

ら保護する必要がある場

合 

 

（３） 避難指示等の伝達方法 

長野県、群馬県、小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、長野原町及び嬬

恋村は、避難指示等を発令した場合は、次の方法で地域住民及び登山者・観

光客等に伝達する。 

（略） 

 

（４） 避難対象地域及び避難場所、避難経路（方向） 

   ①（略） 

② 避難場所 

（略） 

図７ 緊急的な避難所 

             （図略）              
      （削除） 

   ③～ （略） 

 
 

巻末資料１～４ （略） 

 

 

巻末資料１～４ （略） 



改正前 改正後 

 

 

 

（略） 

 

 
 

（略） 



改正前 改正後 
巻末資料６ 浅間山 防災無線・メール 噴火警戒レベル別例文 

 

噴火警戒レベル２が発表された場合 

（略） 

 

噴火警戒レベル３が発表された場合 

広報文案（防災無線等） メール文案 

【山頂部】 

（略） 

（略） 

【居住区】 

（略） 

噴火警戒レベル３で居住地域の近くまで影響を及ぼす噴火が切迫している場合 

広報文案（防災無線等） メール文案 

【山頂部】 

こちらは防災○○です。 

本日、午前（午後）○時○分、浅間山に噴

火警戒レベル３（入山規制）が発表され、

中噴火が切迫しています。 

山頂付近にいる方は、直ちに山頂の火口か

ら４ｋｍ以上遠くへ避難をしてください。 

本日午前（午後）〇時〇分、浅間山に噴火

警戒レベル３（入山規制）が発表され、中

噴火が切迫しています。 

これより、○○地区において、避難準備・

高齢者等避難開始を発表します。 

お年寄りの方等は、直ちに〇〇公民館へ避

難を開始してください。その他の住民の皆

巻末資料６ 浅間山 防災無線・メール 噴火警戒レベル別例文 

 

噴火警戒レベル２が発表された場合 

（略） 

 

噴火警戒レベル３が発表された場合 

広報文案（防災無線等） メール文案 

【山頂部】 

（略） 

（略） 

【居住区】 

（略） 

噴火警戒レベル３で居住地域の近くまで影響を及ぼす噴火が切迫している場合 

広報文案（防災無線等） メール文案 

【山頂部】 

こちらは防災○○です。 

本日、午前（午後）○時○分、浅間山に噴

火警戒レベル３（入山規制）が発表され、

中噴火が切迫しています。 

山頂付近にいる方は、直ちに山頂の火口か

ら４ｋｍ以上遠くへ避難をしてください。 

本日午前（午後）〇時〇分、浅間山に噴火

警戒レベル３（入山規制）が発表され、中

噴火が切迫しています。 

これより、○○地区において、高齢者等避

難を発表します。 

お年寄りの方等は、直ちに〇〇公民館へ避

難を開始してください。その他の住民の皆



改正前 改正後 

周囲の方にも避難を呼びかけてください。 

今後の浅間山に関するお知らせ、テレビ・

ラジオの報道に注意してください。 

（以上、繰り返し） 

様は、今後、噴火の恐れがありますので、

避難の準備を始めてください。 

住民の皆様は、今後の火山に関するお知ら

せ、テレビ・ラジオの報道に注意して下さ

い。なお、入山規制は継続中です。 

詳しい情報が入り次第、またお知らせしま

す。 

【居住区】 

こちらは防災○○です。 

本日、午前（午後）○時○分、浅間山に噴

火警戒レベル３（入山規制）が発表され、

中噴火が切迫しています。 

これより、○○地区において、避難準備情

報を発表します。 

お年寄りの方等は、直ちに〇〇公民館へ避

難を開始してください。その他の住民の皆

様は、今後、噴火の恐れがありますので、

避難の準備を始めてください。 

住民の皆様は、今後の火山に関するお知ら

せ、テレビ・ラジオの報道に注意して下さ

い。なお、入山規制は継続中です。 

詳しい情報が入り次第、またお知らせしま

す。 

（以上、繰り返し） 

 

周囲の方にも避難を呼びかけてください。 

今後の浅間山に関するお知らせ、テレビ・

ラジオの報道に注意してください。 

（以上、繰り返し） 

様は、今後、噴火の恐れがありますので、

避難の準備を始めてください。 

住民の皆様は、今後の火山に関するお知ら

せ、テレビ・ラジオの報道に注意して下さ

い。なお、入山規制は継続中です。 

詳しい情報が入り次第、またお知らせしま

す。 

【居住区】 

こちらは防災○○です。 

本日、午前（午後）○時○分、浅間山に噴

火警戒レベル３（入山規制）が発表され、

中噴火が切迫しています。 

これより、○○地区において、高齢者等避

難を発表します。 

お年寄りの方等は、直ちに〇〇公民館へ避

難を開始してください。その他の住民の皆

様は、今後、噴火の恐れがありますので、

避難の準備を始めてください。 

住民の皆様は、今後の火山に関するお知ら

せ、テレビ・ラジオの報道に注意して下さ

い。なお、入山規制は継続中です。 

詳しい情報が入り次第、またお知らせしま

す。 

（以上、繰り返し） 

 



改正前 改正後 
 

 

 

突発的な噴火が発生した場合 

（略） 

 

 

 

 

 

突発的な噴火が発生した場合 

（略） 

 

 
 


