
火山災害（富士山）
富士山火山について

富士山は、1707年（宝永4年）の噴火後、300年以上噴火活動が見られません。しかし、地下深くでは、今もマグマ

活動を続けている活火山です。噴火した場合に想定される影響範囲と避難すべき段階は、7ページの「避難対象となる

地区と避難先（市内避難の場合）」をこ確認ください。

また、平成28年2月22日には、活動火山対策特別措置法に基づき、富士山（静岡県側）では、冨士宮市を含めた7

市町が「火山災害警戒地域」として指定されました。

◆富士山噴火災害予想図（富士山ハザードマップ）

この図は、富士山が噴火した場合に、溶岩流、噴石、火砕流などの影響が及ぶと考えられる範囲を重ねたものです。

全方位に同時に発生することを意味するものではありません。また、実際の噴火活動時には、この図に示した範囲外に影響が及ぶ

可能性もあります。

富士山周辺地域の異変(YouTube映像)

http://www.salon-mtbys.red/image-salon/fujisan-syuhen-ihen.mp4
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◆富士山の火山活動に関する情報（噴火警戒レベル）

噴火警戒レベルとは、気象庁が発表する気象警報で、火山活動の状況に応じて 5 段階に区分され、とるべき防災行動

を示しています。※冨士山では ， 火口の位置を特定することが困難なため 、 レベルが上昇する際の噴火警戒レベル21芯運用しないことになっています。

説 明

火山 活動 の 状 況 住民等の行動及び登山者・入山者等への対応

危険な居住地域からの避難等が必要。
※第 1 次• 第2次避難対象エリアにお住まいの方は 、 避難してください。

第3次避難対象エリアにお住まいの方は 、 避難準備をしてください。
（避難行動要支援者は 、 避難してください。）

警戒が必要な居住地域での避難準備、 避難行動要支援者の避難等が必要。
※第 1 次避難対象エリアにお住まいの方は 、 避難してください。

第2次避難対象エリアにお住まいの方は 、 避難準備をしてください。
（避難行動要支援者は 、 避難してください。）

火口から 居住地域の近く まで重大な影響を及ぽす
（この範囲に入った場合には生命に危険が 登山禁止や入山規制等、 危険な地域への立入規制等。

居住地域
近くまで 及ぶ）噴火が発生 、 あるいは発生すると予 ※第 1 次避難対象エリア内での登山や観光は、 できなくなります。また 、 今後の情報の変化

憶される。
に注意し、 素早く対応できるようにしてください。

居住地域に重大な被害を及ぽす噴火が発
生 、 あるいは切迫している状態にある。居住地域

及び
それより
火口側 居住地域に重大な被害を及ぽす噴火が発生

すると予想される（可能性が高まっている）。

火口周辺に影響を及ぽす （この範囲に入っ 住民は通常の生 活。

火口周辺Iた場合には生命に危険が及ぷ） 噴火が発 火口周辺への立入規制等。

生 、 あるいは発生すると予想される。 ※規制された場合は 、 その区域へ近づかないようにしましょう。また 、 今後の情報の変化に注
意し、 素早く対応できるようにしてください。

レベル：l
火山活動は静穏。

活火山である 火口内等
火山活動の状態によって、 火D内で火山灰

ことに留意 の噴出等が見られる（この範囲に入った場 i 特になし。

合には生命に危険が及ぷ）。

→火山現象

火山は、時として大きな災害を引き起こします。特に、大きな噴石の飛来、火砕流、融雪型火山泥流は、噴火から避難に

要するまでの時間がほとんどなく、生命に対する危険性が高い火山現象として位置づけられています。したがって、住民

が火山災害を回避するためには、噴火情報や避難計画を活用した行動が必要になります。

マグマが火口から噴出して高温の液体のまま地表を流
れ下るものです。地形や溶岩の温度・組成にもよりま
すが、 流下速度は比較的遅く人が歩く程度なので余
裕を持って逃げることができます。

火口から噴出した岩石は 、 屋根を突き破る程の力を
持っています。被害は火口周辺の概ね4km以内に限
られますが 、 死傷者を出す事もあります。
※小型の砂岩は、 風にのって数10km先まで飛散することがあり、 風下

では特に注意が必要です。火口から距離がある場合、 迅速に屋内に

避難しましょう。

高温の火山灰や砂岩、 火山ガスが一体となって急速
に山体を流下し、 広範囲を焼失、 埋没させる極めて恐
ろしい火山現象です。流下速度は時速100km以上、

温度は数100℃にも達します。

積雪期の火山において噴火に伴う火砕流等の熱に
よって斜面の雪が融かされて大量の水が発生し 、 周辺
の砂岩を巻き込みながら高速で流下する現象です。流
下速度は時速60kmに達し、 広範囲に大規模な災害
を引き起こします。

火山灰は、 時 に数10kmから数100km以上運ばれ
て広域に降下・堆積し、 農作物の被害、 交通麻痺 、

家屋伺壌、 航空援のエンジントラブルなど広く社会生
活に深刻な影響を及ばします。

噴火により堆積した岩石や火山灰に雨が降ると 、 土石
流や泥流が発生しやすくなり、 大災害を引き起こす事
があります。これらの土石流や泥流は 、 高速で斜面を
流下し、 下流地域に大きな被害をもたらします。



溶岩流に伴う段階的な避難

①：溶岩流等の流化物が流れる範囲を示す「ラインJ。

②：溶岩流等の流化物が到着する範囲を時間軸で示す「避難対象エリア」。
③：ラインと避難対象エリアを重ねた「ブロックJ を運用し、自主防災会単位で弾力的に避難していただくことになります。
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火口ができる可能性が高い範囲 ｜ 
（との範囲外にできる可能性もあります。）｜
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右図のように、赤い点線と点線で固まれた範囲がラ
インとなり、この範囲に溶岩流等の流下物が流れる
ことが想定されています。当市は、図のようにライ
ン5～ 10に該当し、ライン1 ～ 6は小山町、御殿場市、
裾野市、三島市、長泉町、富士市、ライン9～ 17は
山梨県にまたがっています。

ライン5 ライン6 ライン7 ライン8 : ラインS ライン10

杉田3区 ：阿幸地区 日の出区 青木区 常磐区 青木区 青木区 下柚里子区 猪之頭区
杉田4区 ：粟倉l区 ひばりがE区 阿幸地区 二の宮区 馬見塚区 青木平区 精進川上区 内野区
高原区 ：粟倉2区 富士見ヶE区 浅間区 野中1区 上井出区 浅間区 精進川下区 内房第2区
山本区 ：粟倉3区 舟久保区 粟倉3区 里子中2区 上条下区 猪之頭区 高原区 内房第3区

粟倉4区 万里子1区 大中里区 野中3区 北山1区 内野区 田中区 内房第4区
粟倉南区 万野3区 神田区 羽衣区 北山2区 内房第2区 外神区 大久保区
大岩l区 万里子4区 神田川区 ひばりが巨区 北山3区 内房第3区 常磐区 大鹿窪区
大岩2区 万里子希望区 神立区 福地区 北山4区 内房第4区 鳥並区 土井出区
大岩3区 瑞穂区 北山2区 富士見ヶE区 外神区 馬見塚区 長貫区 上条上区
上小泉区 村山1区 北山3区 松山区 大久保区 西山区 上羽鮒区
j原道寺区 村山2区 北山4区 万野1区 大鹿窪区 沼久保区 上柚里子区
小泉l区 村山3区 貴船区 万里:r2区 大中里区 猫沢区 佐折区
小泉2区 大和区 黒田区 万野3区 上井出区 根原区 下羽鮒区
小泉3区 山富2区 i原道寺区 万野4区 上条上区 野中1区 下柚野区
小泉4区 山本区 小泉1区 端穂区 上条下区 野中2区 精進川上区
小泉5区 琴平区 三園平区 上羽鮒区 野中3区 精進川｜下区
小泉6区 木の花区 宮原区 上袖野区 羽衣区 鳥並区
咲花区 咲花区 宮原1区 狩宿区 原区 長貫区
清水窪区 清水窪区 宮本区 神田川区 半野区 西山区
杉田1区 城山区 大和区 北山l区 人穴区 沼久保区
杉田2区 神賀区 山富1区 北山2区 富士E区 猫沢区
杉田3区 高嶺区 山富2区 黒田区 明光台区 根原区
杉田4区 高原区 山富3区 J原道寺区 山本区 原区
杉田5区 高原1区 山富4区 芝山区 j定師区 半里子区
杉田6区 田中区 山本区 下条上区 淀橋区 人穴区
高原区 外神区 淀師区 下条下区 富士E区
田中区 外神東区 淀橋区 下羽鮒区 麓区

※最大で4つのラインにまたがっている地区もあります。
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― 
避難対象エリアとは、溶岩流等の流化物が到達する範囲を時間軸で示したものです。時間とともに避難が必要な地域の

拡大が想定されるため、想定される火口の位置からの距離に応じ図のように5つのエリアに分割しています。

●第1次避難対象エリア
火口ができる可能性が高い範囲

登山者 、 観光客 、 山小屋

●第2次避難対象エリア
火砕流と大きな噴石の危険があり、溶岩流が3時間以内に到達する可能性がある範囲

上井出区、 根原区、 人穴区

第3次避難対象エリア
溶岩流が3-24時間に到達する可能性がある範囲

粟倉2区、 粟倉3区、 粟倉4区、 猪之頭区 、 内野区、 馬見塚区 、 上条上区、 上条下区 、

狩宿区北山1区、 北山2区、 北山3区、 北山4区、 芝山区、 下条上区、 精進川上区 、

原区 、 半野区、 富士丘区、 村山2区 、 山宮1区、 山宮2区

●第4次A避難対象エリア
溶岩流が24時間-7日間に到達する可能性がある範囲

青木区、 阿幸地区、 粟倉1区、 粟倉南区 、 大岩3区、 大久保区、 大鹿窪区、 大中里区 、

上羽鮒区、 上柚野区、 神田川区、 神立区、 貴船区、 琴平区、 佐折区、 神賀区 、 下条下区、

下柚野区精進川下区、 杉田1区、 杉田2区 、 杉田3区、 杉田4区、 高嶺区、 外神区、

外神束区 、 鳥並区、 西山区、 二の宮区、 猫沢区 、 野中1区、 羽衣区、 ひばりが丘区、

福地区 、 富士見ヶ丘区、 舟久保区、 麓区、 松山区、万野1区、 万野2区、 万野3区、

万野4区 、 万野希望区、 三園平区、 宮原区、 宮原1区 、 宮本区 、 村山1区、 村山3区 、

山宮3区、 山宮4区 、 淀師区、 淀橋区

第4次B避難対象エリア
溶岩流が7日-40日間に到達する可能性がある範囲

’� 

青木平区、 浅間区、 内房第2区、 内房第3区 、 内房第4区、 大岩l区、 大岩2区 、 上小泉区、 神田区 、 黒田区、 源道寺区、 小泉l区 、 小泉2区、 小泉3区 、

小泉4区 、 小泉5区、 小泉6区、 木の花区、 咲花区、 清水窪区 、 下羽鮒区、 城山区 、 杉田5区、 杉田6区 、 高原区、 高原l区、 田中区、 常磐区、 長貫区、 沼久保区、

野中2区 、 野中3区 、 日の出区、 瑞穂区、 明光台区、 大和区、 山本区

一
ブロックとは、ラインと避難対象エリアを

重ねて避難範囲を設定したものです。気象庁

が発表する噴火警戒レベルに応じて、自主防

災会単位で弾力的に避難していただくことに

なります。

.
． 
......... .. 

ライン I......... 

第1次避難対象エリア

第2次避難対象エリア

第3次避難対象エリア

第4次A避難対象エリア

第4次B避難対象エリア

•• 

”例
ヽ ライン6の第4次A避難対象エリアは

6-4Aブロック

user
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避難対象となる地区と避難先（市内避難の場合）

避難対象地区は、火口形成、溶岩流、噴石、火砕流の影響が想定される範囲をもとに区分しています。火山活動の状況

によって、避難対象エリアに避難勧告や避難指示等を発令します。

I ゜

登山者 入山規制等 避難準備 遵纏 I I I 1駅前交流センター（きらら）
l 上井出区(8,9, 1 0)

鎗
鱒2次

エリア 根原区(9,10) 避難準備 遵篇 l 市民体育館
人穴区(9.10)
粟倉2区(6)
粟倉3区(6,7) 避難準備 避麓 I I I 黒田小学校
粟倉4区(6)

猪之頭区(9. 1 0) 避難準備 避麟 I I I 東小学校

内野区(9,10) 避難準備 避難 I I 1大富士小学校

馬見塚区(8,9) 避難準備 避離 I I I 大宮小学校精進川上区(9, 1 0)

上条上区(9,10) 避難準備 避朧 I I I 宮士根南中学校

上条下区(8,9) 避難準備 避離 I I 1第一中学校

狩宿区(9)
I 避難準備芝山区(9) 避難 I I I 西小学校

半野区(9,10)
第3 次 避難I対象エリア 北山1区(8,9) 避難準備 避● 貴船小学校

北山2区(7,8,9) 避難準備 選● 富士根南小学校

北山3区(7,8) 避難準備 避離 芝宮小学校、 芝川中学校

北山4区(7,8) 避難準備 避● 内房小学校

下条上区(9) 避難準備 避● 第二中学校

原区(9.10) 避難準備 避難 大富士中学校

富士丘区(9. 1 0) 避難準備 避● 稲子小学校

村山2区(6) 避難準備 避離 第三中学校

山宮1区(7) 避難準備 避● 芝川公民館

柚野小学校
山宮2区(6,7) 避難準備 避● 柚野中学校

芝川B&G海洋センター
纂鯖4●次エAリ遍ア●l ※． 6ページに掲載 避難準備 避雛 市外へ避難
第対

4象次エBリ避ア難I ※6ページに掲載 避難準備 避鑑 市外へ避難

表の見方について…噴火警戒レベル5が発表された場合、第2次避難対象エリアの地区（上井出区、根原区、人穴区）は、指定さ

れた避難場所（市民体育館）へ避難することになり、第3次避難対象エリアの地区は避難準備となります。

補足事項 1噴火前は、火口の位置が特定できないため 、 全てのラインが入山規制、避難準備及び避難対象となります。

2噴火開始直後は、火口の詳細な位置をすぐに特定できない場合があるため、 第1次避難対象エリアから第3次避難対象エリアまでの必

要なラインが避難対象となります。

3噴火開始後は、火口の位置が特定できるため、溶岩流の流下するラインのみが避難対象となります。

4噴火開始後の噴火警戒レベル5切替は、 溶岩流の流下範囲の拡大に応じて発表されることになっています。
（溶岩流が第4次A避難対象エリア、 第4次B避難対象エリアの範囲に拡大して流下すると予測される際にそれぞれ切替が行われます。）

5避難行動要支援者は、 避難に時間を要することから、 上記の表で示した避難行動より一段階早い対応となります。

市外への避難

噴火の範囲が拡大し、市街地への影響が想定される場合、第4次A避難対象

エリア、第4次B避難対象エリアも避難の対象となる可能性があります。その際、

市内の避難先では収容が困難なため、右図のとおり県中部・西部地域への広域

避難を行うことになります。避難先、避難方法については、今後、県及び他市町

と調整のうえ決定していく予定です。

市外避難者の避難先

user
ハイライト表示

user
ハイライト表示

user
ハイライト表示

user
ハイライト表示



◆降灰による影響

噴火による降灰は、農作物への被害、人体への悪影響、交通機関の麻痺など、社会生活に深刻な影響を及ぽします。

また、影響範囲も非常に広域で、長期間にわたって被害が続く事もあります。

1707年（宝永4年）の宝永噴火の際は、偏西風の影響により、現在の富士宮市域にはほとんど降灰がありませんで

したが、偏西風の弱い季節に大規模な噴火がおきると、富土宮市にも降灰が発生する可能性があります。

降灰の最大影響範囲

噴火時の情報伝達

富士山の噴火警報については、同報無線、同報無線メ ール配信サ ー ビス、ホ ー ムペー ジ、テレビのデータ放送等で伝達

されます。また、気象庁や静岡県からは、噴火警戒レベルに応じて、「緊急速報メ ール」が携帯電話・スマ ー トフオン等に

一斉配信されます。（以下参照）

宝永噴火による影響範囲

一

噴火警戒レベル3、4、5静岡県

気象庁火山登山者向けの情報提供ページ
http:llwww.data.jma.go.jplsvd/vois/dataltokyo/STOCKlactivity_info/map_O.html 

〇西之島

<o 
ほ賣島

゜
褐徳岡ノ場

気象庁では、日本全土の火山の噴火警報や噴火警戒レベルを確認

できる登山者向けのホ ームペー ジを公開しています。入山する場

合には、事前にこれらの情報を入手しておく事をお勧めします。

地図上に表示される情報
-I 

噴火警戒レベル対象外火山

居住地域厳重警戒

入山危険

火口周辺危険

活火山であること

に留意

周辺海域誓戒

活火山であること

に留意
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http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/activity_info/map_3.html



