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第１章 総則

第１節 計画の目的

噴火に伴う火山現象は多様であるが、雲仙岳が噴火した場合、火口近傍の登山者・観

光客等に影響が及ぶ火⼭現象は特に、火砕流、火砕サージ、⼤きな噴⽯（火⼭弾）、⼩さ

な噴石、及び火山灰（高温・湿潤状態の場合は特に危険）などがある。小規模で山麓の

居住地域には影響がない噴火であっても、これらの現象は火口近傍にいる人には非常に

危険性の高い現象といえる。従って、現象が発生する前からの各種規制及び避難準備・

避難等が極めて重要である。

また、噴火の兆候から本格的な噴火に⾄るまでの時間を⾒積もることは難しい。この

ため、混乱なく迅速な避難を実施するためには、噴火警戒レベル毎の対応や、突発的な

噴火に備えた火口近傍における登山者・観光客等の避難計画をあらかじめ具体的に定め

ておくことが重要である。

なお、突発的な噴火の際は、避難準備情報・高齢者等避難開始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、火口近傍の登山者・観光客等は、直ちに火口近傍から

離れたり、⾝近にある堅牢な施設等に緊急退避し、⾃らの安全を第⼀に確保することが

必要である。

本計画は、雲仙岳において噴火が発生し、または噴火の発生が予想される状況となっ

た場合の、雲仙岳火⼭防災協議会として⾏動すべき対応を、火⼝近傍の登⼭者・観光客

等の避難計画として整理したものである。

第２節 計画の位置付け

当該避難計画以外の防災対策については、島原市、雲仙市及び南島原市並びに⻑崎県

の地域防災計画または各関係機関の防災業務計画等で定めている対応を⾏う（図 1）。

本計画は、「噴火警報（火口周辺）」（噴火警戒レベル２または３）が発表された場合、

及び「噴火予報（活火⼭であることに留意）」（噴火警戒レベル１）の時期を対象とする。

図 1 雲仙岳火山防災協議会・雲仙岳火山防災計画と地域防災計画等との関係性
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第３節 計画の区域

雲仙岳火山防災計画の対象とする区域は島原市、雲仙市及び南島原市のうち、雲仙岳

ハザードマップにおいて影響が及ぶ恐れがあるとされる範囲（影響範囲）及び影響範囲

周辺の避難等の防災対応を⾏う範囲を対象とする。影響範囲の詳細は、第２章第１部第

５節火山活動の影響範囲にて示す。

第４節 県及び関係市の防災体制

島原市⻑、雲仙市⻑及び南島原市⻑並びに⻑崎県知事は、気象庁から発表された情報

に基づき必要と認める場合は、それぞれの地域防災計画の定めるところにより、災害対

策本部、災害警戒本部等を設置するなど速やかに噴火警戒体制を確保するものとする。

また、雲仙岳頭頂部の登山道における登山者の避難に関しては、雲仙市が一体的に取

り扱うものとする。登山道以外の場所において、市の区域を越えて避難もしくは救助が

必要となった場合は、市からの調整要請に基づき、⻑崎県が広域的な調整を⾏うものと

する。

表 1 噴火警戒レベルに対応した防災体制

噴火警戒レベル
（キーワード）

島原市体制 雲仙市体制 南島原市体制 長崎県体制

レベル５
（避難）

・レベル５が発表され、居住地
域に重大な被害を及ぼす噴火
が切迫している状態と予測され
る場合、島原市災害対策本部
（第3配備）

・レベル５が発表され、居住地
域に重大な被害を及ぼす噴火
が切迫している状態と予測され
る場合、南島原市災害対策本
部（第2配備）

・長崎県災害対策本部（第2配
備）

・レベル５発表時で、本部長が
必要と認めるとき、長崎県災害
対策本部（第3配備）

レベル４
（避難準備）

・レベル４が発表され、居住地
域に重大な被害を及ぼす噴火
が発生する可能性が高まってき
ていると予測される場合、島原
市災害対策本部（第1配備、第2
配備）

・レベル４が発表され、居住地
域に重大な被害を及ぼす噴火
が発生する可能性が高まってき
ていると予測される場合、南島
原市災害対策本部（第1配備）

・長崎県災害対策本部（第1配
備）

・レベル４発表時で、本部長が
必要と認めるとき、長崎県災害
対策本部（第2配備）

レベル３
（入山規制）

・レベル３が発表され、居住地
域の近くまで重大な影響を及ぼ
す噴火が発生すると予測される
場合、島原市災害警戒本部拡
大体制（第1配備）

・レベル３が発表され、居住地
域の近傍まで重大な影響を及
ぼす噴火が発生すると予測され
る場合、南島原市災害警戒本
部

・長崎県災害警戒本部

・レベル３発表時で、本部長が
必要と認めるとき、長崎県災害
対策本部（第1配備）

レベル２
（火口周辺規制）

・レベル２が発表され、火口周
辺に影響を及ぼす噴火が発生
すると予測される場合、島原市
災害警戒本部（応急対策班第1
配備の一部）

・レベル２が発表され、火口周
辺に影響を及ぼす噴火が発生
すると予測される場合、情報連
絡体制

・レベル２発表時で、本部長が
必要と認めるとき、長崎県災害
警戒本部

レベル１
（活火山であることに
留意）

・レベル１が発表され、火山活
動の状態によって、火口内で火
山灰の噴出等が見られる場合、
島原市警戒態勢（市民安全課）

・レベル１が発表され、火山活
動の状態によって、火口内で火
山灰の噴出等が見られる場合、
通常体制（火山情報等の収集）

・通常体制

・本部長が認めるときに雲仙市
災害対策本部（第3号配備）、
（第2号配備）、（第1号配備）、特
別配備。

・各種警戒警報が発表されたと
き及びそれに相当する事象が
生じた場合に事前配備態勢。
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第５節 雲仙岳火山防災協議会構成員の役割

雲仙岳火山防災協議会及び幹事会の構成員は表 2のとおりである。

雲仙岳火山防災協議会の各構成機関（島原市、雲仙市及び南島原市並びに県を除く）

の⻑は、気象庁から発表された情報に基づき、防災業務計画等をはじめ、それぞれの計

画に定める体制をとるものとする。

表 2 雲仙火山防災協議会・幹事会の構成

該当 職 名 該当 組 織
都道府県 長崎県 ○ 知事 ○ 危機管理監危機管理

課、環境部自然環境
課、農林部森林整備
室、土木部砂防課、島
原振興局管理部

島原市 ○ 市長 ○ 市民部市民安全課
雲仙市 ○ 市長 ○ 市民生活部市民安全

課、建設部監理課
南島原市 ○ 市長 ○ 総務部総務課
気象庁福岡管区気象台 ○ 気象防災部長 ○
気象庁長崎地方気象台 ○ 台長 ○

地方整備局 国土交通省九州地方整備局 ○ 局長 ○
陸上自衛隊 陸上自衛隊第16普通科連隊 ○ 連隊長 ○

警察 長崎県警察本部 ○ 本部長 ○ 警備本部警備課、九
州管区警察局長崎県
情報通信部機動通信
課、島原警察署、雲仙
警察署、南島原警察
署

島原地域広域市町村圏組合消防本部 ○ 消防長 ○ 警防課
県央地域広域市町村圏組合消防本部 ○ 消防長 ○ 警防救急課
九州大学大学院理学研究院附属地震火
山観測研究センター

○ センター長 ○

熊本大学 ○ 名誉教授 ○
鹿児島大学地域防災教育研究センター ○ 特任教授 ○
環境省雲仙自然保護官事務所 ○ 自然保護官 ○
林野庁九州森林管理局長崎森林管理署 ○ 署長 ○
国土交通省九州地方整備局長崎河川国
道事務所

○ 事務所長 ○

国土交通省九州地方整備局雲仙復興事
務所

○ 事務所長 ○

国土交通省九州地方整備局長崎港湾・空
港整備事務所

○ 事務所長 ○

国土地理院九州地方測量部 ○ 部長
海上保安庁長崎海上保安部 ○ 海上保安部長 ○ 警備救難課
海上保安庁三池海上保安部 ○ 海上保安部長 ○ 警備救難課
一般社団法人島原半島観光連盟 ○ 会長
雲仙ロープウェイ株式会社 ○ 代表取締役社長
島原鉄道株式会社 ○ 代表取締役社長
株式会社ドコモＣＳ九州長崎支店 ○ 支店長
ＫＤＤＩ株式会社九州総支社 ○ 九州総支社長
ソフトバンク株式会社西日本モバイルエリ
ア本部九州技術部

○ 九州技術部長

長崎県 ○ 危機管理監 ○

協議会構成員 幹事会会員

29組織 22組織

区分 所属

組織数

その他

火山専門家

消防

地方気象台等

市町村
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第６節 情報の収集・伝達

第１項 協議会の構成員における情報伝達・共有

島原市、雲仙市及び南島原市並びに県は、あらかじめ収集する情報とその発信元を

整理し、関係機関への情報伝達体制を整備し、噴火時等において迅速かつ適切に必要

な情報を関係機関、住⺠及び登山者等へ伝達するものとする。

また、雲仙岳火山防災協議会構成機関の情報伝達・共有のために平常時と緊急時の

連絡網を整備することとし、雲仙岳に関する噴火予報・警報の伝達系統は以下のとお

り定めるものとする。

図 2 雲仙岳に関する噴火予報・警報の伝達系統

第２項 住民、登山者等への情報伝達と手段

雲仙市は必要に応じ、登⼭者に対して防災⾏政無線や看板等により火⼭活動の状況

伝達を⾏う。また、島原市、雲仙市及び南島原市並びに県、関係機関は、HPや所管す

る各施設、登山道等において住⺠及び登山者等へ火⼭活動の状況伝達を⾏う。

第７節 異常現象等の報告等

（１）観測・監視の実施

気象庁は、地震計による地震活動の観測など、雲仙岳火⼭活動の観測・監視を⾏

う。

また、山体の変形をいち早く正確に把握するため、傾斜計、GPS 等による観測を

⾏う。さらに、表⾯現象を把握するため、地温及び火⼭ガスの観測を⾏う。観測し

た結果はHP等を通じて公開する。
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（２）緊急時の対応

気象庁は、火山性地震の多発など火山活動に変化が認められた場合には、火山機

動観測班による現地確認を⾏い、適切に火⼭の状況に関する解説情報や噴火警報等

を発表する。

（３）火山噴火予知連絡会等との確認

気象庁は、火⼭噴火予知連絡会等に定期的に資料等の提供及び報告を⾏い、適切

な判断のために必要な連携を⾏う。
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第２章 火山噴火対策編

第１部 基本事項

第１節 雲仙岳の概要

（１）雲仙岳の特性

島原半島の中央部を東⻄に横断する雲仙地溝(幅約９km)内に山体の中心部があり、

裾野まで含めると南北 25km の成層火山である。火⼭の⻄部は古期⼭体、中央部に

東に開いた妙⾒カルデラがあり、その中に普賢岳等の最新期の溶岩ドーム群、さら

に東に眉山溶岩ドームがある。岩石は安山岩・デイサイトである。有史以降の噴火

で、溶岩を３回流出したが、噴火活動はいずれも普賢岳に限られる。

地震や地熱活動は⻄側でより活発である。1990(平成２)年 11月 17日、普賢岳山

頂東側の地獄跡火⼝及び九⼗九島火⼝で⽔蒸気噴火が発⽣、翌年溶岩ドームが出現

して成⻑、火砕流を頻発した。

安山岩・デイサイトのSiO２量は55.3〜66.6wt.%である。

（２）噴火の履歴

（ア）過去１万年間の噴火活動

約 7,300 年前のアカホヤ火⼭灰の堆積後に、岩屑なだれが発⽣し現在の眉⼭の

北⽅に堆積物を残しているが、その給源は不明である。その後、約 4,000 年前に

は島ノ峰溶岩が噴出し、火砕流を発⽣させた。さらに、約 4,000 年前には雲仙火

⼭のうち、最も東に位置する場所に眉⼭が⽣成し、北斜⾯に火砕流が発⽣した。

これ以降の活動は、有史の活動であり、1663、1792年に溶岩の流出、1990〜1996

年には、溶岩ドームの形成とドームの崩壊に伴って火砕流が発⽣した。

（イ）有史以降の主な噴火履歴

有史後の火山活動としては、寛文の噴火活動、寛政の噴火活動、1990〜1996

年の噴火活動が挙げられる。寛⽂、寛政の噴火活動は、1990年〜1996 年の活動

のような、多数の溶岩ドームの形成・崩落と火砕流の発⽣といった活動様式とは

異なり、ともに⽐較的粘性の低い溶岩の流下と噴煙や噴気、降灰を主体とした火

山活動であった。

① 寛文の噴火（1663年〜64 年）

1663 年 12 月、噴火場所は普賢岳の北北東 900m。普賢岳の北北東 900m の

飯洞岩(はんどういわ)から北⽅へ溶岩流出(古焼溶岩)。溶岩流の幅は約 0.15km、

全⻑約１km で、量は約５×106㎥。翌年春には、普賢岳南東⼭腹 600m の低地、

九十九(つくも)島火⼝より出⽔、⾚松⾕に沿って安徳川原へ氾濫。死者 30 余名。
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② 寛政の噴火（1791〜1792 年）

２月 10日。噴火場所は地獄跡火口。1791年 11 月から地震、12月には小浜で

山崩れによる死者２名。1792 年２月 10日普賢岳で鳴動、山頂付近の地獄跡火口

から噴気、土砂を噴出。２月 28日穴迫谷(あなさこだに)の琵琶の首から噴煙、土

砂噴出。３月１⽇に新焼溶岩流出開始(約２ヶ月続く)。22 日には峰の窪からも噴

煙、溶岩も流出し、新焼溶岩と合流。新焼溶岩は幅 220〜360m、全⻑ 2.7km、

量約２×107㎥。３月 25 ⽇には古焼頭からも噴煙。その後ときどき地震あり。５

月 21日強い地震と同時に眉山(当時前山)が⼤崩壊を起し、有明海に流れ込み津波

発生。このため島原及び対岸の肥後・天草に被害、死者約 15,000 名、「島原大変

肥後迷惑」、崩壊量4.4×108㎥。その後地震・鳴動がしばらく続く。６、７月に時々

噴火、降灰。

③ 1990〜1996年の噴火活動

1990 年から 1996 年の噴火活動では、２億㎥（国⼟地理院、1995）のデイサ

イト溶岩を噴出し、新たな溶岩ドームを形成した。溶岩ドーム崩落による火砕流

が発生し、1991 年６月３⽇に死者・⾏⽅不明者が 43 名の人的被害、その後も火

砕流が居住地域に到達するなど被害は⼤きなものとなった。雲仙岳では、このよ

うな溶岩ドームを形成するような大噴火は、今回も含めて過去１万５千年間で４

回発生している。

第２節 噴火シナリオ

雲仙岳における噴火の想定シナリオは以下のとおりである。

（１）噴火場所

平成新山山頂部周辺

※山頂部周辺以外の場所からの噴火も考えられるが、噴火の場所を特定できない

ため、山頂部周辺からの噴火と想定した。噴火場所は地殻変動や地震の震源に

より特定する。

（２）噴火に伴う現象

（ア）溶岩ドーム崩壊型火砕流

（イ）大規模噴火（プリニー式噴火）

（ウ）溶岩流出

（エ）⼩〜中規模噴火

（３）噴火規模

（ア）1990〜1996年の噴火活動程度の規模（約２億㎥の溶岩を噴出）を想定 

（イ）⼤規模噴火（プリニー式噴火）（約？㎥の噴出物）を想定 

（ウ）寛政の噴火活動程度の規模（約 2000万㎥の溶岩を流出）を想定

（エ）⼩〜中規模噴火を想定
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（４）噴火シナリオ

（ア）シナリオ１

溶岩ドーム崩壊型火砕流発⽣のケースにおける火⼭活動の推移表※ レベル５

（1990〜1995年の噴火事例に基づき作成）

（イ）シナリオ２

大規模噴火（プリニー式噴火）発生のケースにおける火山活動の推移表※ レベ

ル５（事例なし）

（ウ）シナリオ３

溶岩流出のケースにおける火⼭活動の推移表※ レベル４（寛政の噴火事例に基

づき作成）

（エ）シナリオ４

⼩〜中規模噴火のケースにおける火⼭活動の推移表※ レベル３（事例なし）

※推移表は、巻末資料２（火⼭防災対策を検討するための雲仙岳の噴火シナリオ）

に示す。

第３節 計画の対象となる火山現象

表 3 計画の対象となる火山現象

想定される主な現象 火山現象等の特徴

大きな噴石

爆発的な噴火によって火口から吹き飛ばされる直径約

50cm以上の大きな岩石等は、風の影響を受けずに火口か

ら弾道を描いて⾶散して短時間で落下し、建物の屋根を打

ち破るほどの破壊⼒を持っている。被害は火⼝周辺の概ね

２〜４km以内に限られるが、過去、大きな噴石の飛散で

登山者等が死傷したり建造物が破壊されたりする災害が

発生しており、噴火警報等を活用した事前の入山規制や避

難が必要。

⼩さな噴⽯・火⼭灰（降灰）

噴火により噴出した小さな固形物のうち直径２mm 以

上のものを小さな噴石（火山れき）、直径２mm以下のも

のを火⼭灰といい、粒径が⼩さいほど火⼝から遠くまで⾵

に流されて降下する。

小さな噴石は、火口から 10km 以上遠⽅まで⾵に流さ

れて降下する場合もあるが、噴出してから地⾯に降下する

までに数分〜⼗数分かかることから、火⼭の⾵下側で爆発

的噴火に気付いたら屋内等に退避することで小さな噴石

から身を守ることができる。

火山灰は、時には数十 kmから数百 km以上運ばれて広

域に降下・堆積し、農作物の被害、交通⿇痺、家屋倒壊、
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想定される主な現象 火山現象等の特徴

航空機のエンジントラブルなど広く社会生活に深刻な影

響を及ぼす。

溶岩流(溶岩ドーム)

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。通過域の建物、道路、農耕地、森林、集落を焼失、

埋没させて完全に不⽑の地と化す。地形や溶岩の温度・組

成にもよるが、流下速度は⽐較的遅く基本的に⼈の⾜によ

る避難が可能。

火砕流

火砕流は岩⽚、火⼭灰、火⼭ガス及び空気が混ざった熱

い流れで、⾼速で流れ下り、場合によってはその速度が

100km/hを超えることもある。このため発生を確認して

から、避難を開始しても間に合わない可能性が高い。数

百℃と高温な場合もあるため、巻き込まれた場合に生命の

危険が生じる。また、火災の恐れもある。

火砕サージ

火砕サージは火砕流の⼀種であるが、岩⽚や火⼭灰の濃

度が薄いものであり、⾼速で流れ下るという点では変わら

ない。マグマ水蒸気噴火や水蒸気噴火で発生する比較的低

温の火砕流を本計画では「火砕サージ」と呼ぶ。⽔蒸気噴

火で発⽣する火砕サージはマグマ噴火で発⽣する火砕流

と⽐べて温度が低いが、部分的には 100℃を超えることも

ある。

火⼝噴出型泥流
噴火に伴い火⼝から地下⽔が直接泥流となってが流れ

出すものを火⼝噴出型火⼭泥流（熱泥流）という。

降灰後の⼟⽯流

火山噴火により噴出された岩石や火山灰が堆積してい

るところに⼤⾬が降ると⼟⽯流や泥流が発⽣しやすくな

る。火山灰が積もったところでは、数 mm 程度の⾬でも

発⽣することがあり、これらの⼟⽯流や泥流は、⾼速で斜

⾯を流れ下り、下流に⼤きな被害をもたらす。

火山ガス

火山地域ではマグマに溶けている水蒸気や二酸化炭素、二

酸化硫⻩、硫化⽔素などの様々な成分が、気体となって放

出される。ガスの成分によっては人体に悪影響を及ぼし、

過去に死亡事故も発生している。

2000年からの三宅島の活動では、多量の火⼭ガス放出

による居住地域への影響が続いたため、住⺠は４年半にお

よぶ⻑期の避難⽣活を強いられた。

その他の現象 空振：爆発的な噴火では、衝撃波が発生して空気中を伝
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想定される主な現象 火山現象等の特徴

わり、窓ガラスが割れたりすることがある。

火山性地震：マグマの移動等に伴い発生する地震を火山性

地震という。

第４節 噴火警報等及び噴火警戒レベル

（１）気象庁が発表する噴火警報や火⼭活動解説資料

（ア）噴火警報（居住地域）・噴火警報（火口周辺）・噴火警報（周辺海域）

噴火に伴って発⽣し⽣命に危険を及ぼす火⼭現象（⼤きな噴⽯、火砕流、融雪

型火⼭泥流等、発⽣から短時間で火⼝周辺や居住地域に到達し、避難までの時間

的猶予がほとんどない火山現象）の発生やその拡大が予想される場合に、「警戒が

必要な範囲」（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表する。「警戒が必要な範

囲」に居住地域が含まれる場合は「噴火警報（居住地域）」、含まれない場合は「噴

火警報（火口周辺）」、影響が海域に限られる場合は「噴火警報（周辺海域）」とし

て発表する。噴火警報（居住地域）は、警戒が必要な居住地域を含む市町村に対

する火山現象特別警報に位置づけられる。

（イ）噴火予報

噴火警報の解除を⾏う場合等に発表する。

（ウ）噴火警戒レベル

噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災機関

や住⺠等の「とるべき防災対応」を５段階に区分して発表する指標である。

国の防災基本計画（火山災害対策編）に基づき、各火山の地元の都道府県等は、

火山防災協議会を設置し、平常時から噴火時の避難について共同で検討を実施す

る。噴火警戒レベルに応じた「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災対応」を設

定し、市町村・都道府県の「地域防災計画」に定められた火山で、噴火警報レベ

ルは運用される。

火山防災対策を検討するための雲仙岳の噴火シナリオ及び雲仙岳の噴火警戒レ

ベルは、雲仙岳火⼭防災協議会で協議を⾏ったうえで必要に応じて⾒直しを⾏う

ものとする。
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雲仙岳の噴火警戒レベルを表 4に示す。

表 4 噴火警戒レベルごとの火山活動の状況、対応、現象等
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（２）降灰予報

火⼭噴火に伴い空から降ってくる火⼭灰（降灰）は、その量に応じて様々な被害

をもたらす。降灰予報では量の予測を含めた予報（量的降灰予報）として、噴火を

想定した事前の予報（定時）、噴火発⽣直後の予報（速報）、噴火発⽣後の精度の良

い予報（詳細）を発表する。

（ア）降灰予報（定時）

・噴火警報発表中の火⼭で、予想される噴火により住⺠等に影響を及ぼす降灰

のおそれがある場合に発表。

・噴火の発生に関わらず、一定規模の噴火を仮定して定期的に発表。

・18時間先（３時間ごと）までに噴火した場合に予想される降灰範囲や⼩さな

噴⽯の落下範囲を発表。

（イ）降灰予報（速報）

・噴火が発生した火山に対して、直ちに発表。

・発⽣した噴火により、降灰量階級が「やや多量」以上の降灰が予想される場

合に、噴火発生から１時間以内に予想される降灰量分布や⼩さな噴⽯の落下

範囲を発表。

（ウ）降灰予報（詳細）

・噴火が発⽣した火⼭に対して、より精度の⾼い降灰量の予報を⾏い発表。

・降灰予報の結果に基づき、「やや多量」以上の降灰が予想される場合に、噴火

後 20〜30 分程度で発表。

・噴火発生から６時間先まで（１時間ごと）に予想される降灰量分布や降灰開

始時刻を、市区町村を明示して発表。

（３）火山ガス予報

居住地域に⻑時間影響するような多量の火⼭ガスの放出がある場合に、火⼭ガス

の濃度が⾼まる可能性のある地域を発表する予報。

（４）火山現象に関する情報等

噴火警報・予報、降灰予報及び火⼭ガス予報以外に、火⼭活動の状況等を周知す

るための情報等。

（ア）火山の状況に関する解説情報

火山性地震や微動の回数、噴火等の状況や警戒事項を取りまとめたもので、定

期的または必要に応じて臨時に発表する。

（イ）火⼭活動解説資料

地図や図表等を用いて火山活動の状況や警戒事項を詳細に取りまとめたもので、

毎月⼜は必要に応じて臨時に発表する。

（ウ）週間火山概況
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過去⼀週間の火⼭活動の状況や警戒事項を取りまとめたもので、毎週⾦曜⽇に

発表する。

（エ）月間火山概況

前月一ヶ月間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめたもので、毎月上旬に

発表する。

（オ）噴火に関する火山観測報

噴火が発⽣したときに、発⽣時刻や噴煙⾼度等の情報を直ちに発表する。

（カ）噴火速報

噴火の発⽣事実を迅速に発表する情報。登⼭者や周辺の住⺠に、火⼭が噴火し

たことを端的にいち早く伝え、⾝を守る⾏動を取ってもらうために、火⼭活動を

24 時間体制で観測・監視している火山を対象に発表する。

なお、以下のような場合には発表しない。

・普段から噴火している火山において、普段と同じ規模の噴火が発生した場合

・噴火の規模が小さく、噴火が発生した事実をすぐに確認できない場合

（５）火山観測データ

雲仙岳の観測データを気象庁ホームページで公開を⾏っている。データについて

は、原則として毎日１回夕方に前日分までの値を掲載する。

第５節 火山活動の影響範囲（火山ハザードマップ）

対象となる火山現象の影響範囲を図 3に示す。

出典：雲仙復興事務所

図 3 発生が想定される現象による想定影響範囲
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第６節 火山の観測体制

気象庁、九州大学及び防災科学研究所並びに国⼟交通省九州地⽅整備局雲仙復興事務

所が島原半島に設置している観測点の配置図を図 4 に示す。

図 4 雲仙岳 観測点配置図
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第２部 事前対策

第１節 避難の基本的な方針

雲仙岳火山防災協議会の構成機関は、協議会において、火山地域の特性、想定されて

いる火⼭現象とその影響範囲、噴火シナリオ等を踏まえ、登⼭者、住⺠等の属性に応じ

て、避難のタイミングや避難の方向（避難先）、避難の方法について、基本方針を定め共

有するものとする。

島原市、雲仙市及び南島原市は、雲仙岳火山防災協議会の協議を経て、火山防災対策

を検討するための雲仙岳の噴火シナリオ及び雲仙岳の噴火警戒レベルをもとにした防災

対応（入山規制、避難勧告・避難指示等）を定めておくものとする。

噴火時等の避難は、登⼭者、住⺠等が火⼭現象の影響範囲外もしくは安全な地域に退

避することを基本とする。

特に登山者等においては、火砕流、溶岩流、火⼭性ガスからの避難においては、でき

るだけ⾕や川を避けて⾏うものとする。

噴石からの避難においては退避壕、退避舎等の施設のほか、岩陰や風穴等の身を隠す

ことのできる場所を地図に明示し、これを活用するものとする（図 5、図 6）。
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図 5 雲仙岳登山道防災マップ（表面）

図 6 雲仙岳登山道防災マップ（裏面）
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第２節 平常時及び火山活動が活発化し始めた場合（噴火警戒レベル１）の対応

火山活動が活発化し始めた場合とは、「噴火警戒レベルはレベル１を維持しているが、

群発地震の発生等により臨時の火⼭の状況に関する解説情報が発表されるなど雲仙岳に

何らかの異常現象が発⽣していると認められる場合」を指す。

第１項 火口周辺規制及び入山規制の範囲

平成新山周囲の警戒区域を除き火口周辺等の入山規制は実施せず通常対応とする。

第２項 避難対象者及び避難対象地域の範囲

避難対象者及び避難対象地域はなし。

第３項 噴火警戒レベルと防災対応の整理

（１）体制

島原市は、火山活動が活発化し火⼝内で火⼭灰の噴出が⾒られる場合、警戒体制

をとるものとする。また、雲仙市、南島原市及び県は通常体制（情報収集体制）を

とるものとする。

また、必要に応じて雲仙岳火山防災協議会を開催するものとする。

（２）周知方法

平常時は、登山者等に以下の内容を周知し注意を喚起するよう努めるものとする。

・雲仙岳が活火山であること（ハザードマップ、雲仙岳登山道防災マップの携

⾏、及びヘルメット等の装備）

・突発的に噴火した場合の緊急退避施設や⾝の守り⽅、避難経路等の確認

・異常発⾒時の連絡先の確認

・その他必要な事項（情報周知を⾏う箇所、登⼭届、警戒が必要な場所等）

臨時の火⼭の状況に関する解説情報が発表された場合、県市や関係機関は防災⾏

政無線やエリアメール、HP等における情報提供並びに主要観光施設、ロープウェイ

駅や登山道における看板等による周知など、登⼭者等に対して必要な情報提供を⾏

うよう努めるものとする。

第３節 噴火警戒レベルが引き上げられた場合（噴火警戒レベル２又は３）

第１項 火口周辺規制及び入山規制の範囲

噴火警戒レベル２が発表された場合、想定火口域から概ね半径１km以内について⽴

入を規制するものとする。

噴火警戒レベル３が発表された場合、想定火口域から概ね半径２km ないし 2.5km

以内について⽴⼊を規制するものとする（規制範囲は気象庁発表による）。（図 7）



18

図 7 規制範囲及び警戒区域

このための登山道及び道路規制は発表された噴火警戒レベルに応じて表 5 のとおり

⾏うものとする。

表 5 噴火警戒レベルに応じた規制対応

規制箇所 規制範囲 規制実施機関 規制方法

噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
２
（
１
ｋ
ｍ
）

仁田峠駅そば

（アザミ谷方面登

山道入口）

九州自然歩道

（仁⽥峠駅〜紅

葉茶屋）

島原振興局総務課

及び公園監視員

⽴⼊禁⽌看板設置

⽴⼊禁⽌ロープ

吹越分かれ先

（国⾒岳側）

普賢岳登山道

（吹越分かれ先

〜紅葉茶屋〜鳩

穴分かれ）

島原振興局総務課

及び公園監視員

⽴⼊禁⽌看板設置

⽴⼊禁⽌ロープ

噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
３
（
２
ｋ
ｍ
）

第２吹越

九州自然歩道

（吹越分かれ先

〜第２吹越）

島原振興局総務課

及び公園監視員

⽴⼊禁⽌看板設置

⽴⼊禁⽌ロープ

仁田峠
普賢岳登山道・

雲仙ロープウェイ
雲仙市

⽴⼊禁⽌看板設置

⽴⼊禁⽌ロープ

上大野木場登山口

九州自然歩道

（上大野木場登

⼭⼝〜仁⽥峠）

島原振興局総務課

及び公園監視員

⽴⼊禁⽌看板設置

⽴⼊禁⽌ロープ
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規制箇所 規制範囲 規制実施機関 規制方法

噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
３
（
２
．
５
ｋ
ｍ
）

池の原

九州自然歩道

（池の原〜仁⽥

峠）

島原振興局総務課

及び公園監視員

⽴⼊禁⽌看板設置

⽴⼊禁⽌ロープ

市道小浜仁田峠循

環道路（⼊⼝：国道

57 号側）

市道小浜仁田峠

循環道路
雲仙市監理課

⽴⼊禁⽌看板設置

⽴⼊禁⽌ロープ

市道小浜仁田峠循

環道路（出⼝：国道

389 号側）

市道小浜仁田峠

循環道路
雲仙市監理課

⽴⼊禁⽌看板設置

⽴⼊禁⽌ロープ

国道389号

（池の原側）
国道389号 島原振興局管理課

⽴⼊禁⽌看板設置

⽴⼊禁⽌ロープ

国道389号

（田代原側）
国道389号 島原振興局管理課

⽴⼊禁⽌看板設置

⽴⼊禁⽌ロープ

深江林道 深江林道 南島原市
⽴⼊禁⽌看板設置

⽴⼊禁⽌ロープ

また、噴火警戒レベル３の場合、表 6 の施設についても概ね２ｋｍないし 2.5ｋｍ

の範囲内となるため規制を⾏う。

表 6 規制施設・規制実施機関一覧

規制施設 規制実施機関

噴
火
警
戒

レ
ベ
ル
３

（
２
ｋ
ｍ
）

雲仙ロープウェイ（両駅舎、事務所） 雲仙ロープウェイ

仁田峠インフォメーションセンター 雲仙市

仁田峠園地 雲仙市

噴
火
警
戒

レ
ベ
ル
３

（
２
．
５
ｋ
ｍ
）

池の原園地 雲仙市

平成新山ネイチャーセンター 島原市

垂⽊台地森林公園 島原市

第２項 避難対象者と避難対象地域

噴火警戒レベル２の場合、想定火口域から概ね１km以内及び規制箇所より山頂側の

登山道を避難対象地域とし、これらの地域に存在する登山者等を避難対象者とする。

噴火警戒レベル３の場合、想定火口域から概ね２km ないし 2.5km 及び規制箇所よ

り⼭頂側の登⼭道及び道路並びに施設等を避難対象地域とし、これらの地域に存在す

る登山者等を避難対象者とする。

島原市、雲仙市及び南島原市は、避難対象者に対して規制範囲外への避難を呼びか
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け、避難誘導を⾏う。必要に応じて避難勧告等を発令することとする。

第３項 噴火警戒レベルと防災対応の整理

（１）体制

島原市、雲仙市及び南島原市並びに県は、必要に応じて災害警戒（対策）本部を

設置するなどの情報連絡体制をとるものとする。また、噴火の発生が予想される位

置等がある程度判明した場合、状況に応じた防災体制に移⾏するものとする。

協議会の構成機関も必要に応じて非常体制をとり、市や県と連携して防災対応に

あたるものとする。

（２）情報の収集・伝達

気象庁及び⻑崎県は第１章第６節第１項に定める情報連絡体制により関係機関に

対して噴火警戒レベル等の必要な情報を伝達するものとする。

また、雲仙市は避難促進施設や関係機関との情報共有を図るとともに、防災⾏政

無線やエリアメール、HP、ラジオ等の広報媒体を活用して、避難対象地域に存在す

る登山者等に対して噴火警報の発表及び避難勧告等の発令等、状況の理解に必要な

情報を伝達する。

⻑崎県及び各関係機関においても、HP等の広報媒体や主要観光施設、ロープウェ

イ駅及び登山道における看板等の設置により、噴火警報の発表及び避難勧告等の発

令等、状況の理解に必要な情報提供を⾏うよう努めるものとする。

（３）登山者等の避難誘導

雲仙市は登山者等に対して規制範囲外への退避を呼びかけるとともに、避難促進

施設や関係機関と連携し、避難誘導や⼊⼭者の残留者確認等にあたることとし、⻑

崎県は必要な調整や雲仙市の支援等を実施するものとする。

警察、消防は、必要に応じて雲仙市等と協⼒して⽴⼊制限等の実施、規制範囲外

への退避の支援など登山者等の避難誘導や規制範囲内の残存者確認などにあたる。

その他関係機関は、必要に応じて登山者等の避難誘導や輸送支援等について協⼒

する。

第４節 突発的な噴火が発生した場合（噴火警戒レベル１→２又は３）

第１項 火口周辺規制及び入山規制の範囲

発表された噴火警戒レベルに応じて第３節第１項の表 5 のとおり登⼭道及び道路規

制を⾏うものとする。突発的に噴火した直後の火山は大変危険なため、入山規制等を

速やかに⾏う。
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第２項 避難対象地域と避難対象者

噴火警戒レベル２の場合、想定火口域から概ね１km以内及び規制箇所より山頂側の

登山道を避難対象地域とし、これらの地域に存在する登山者等を避難対象者とする。

噴火警戒レベル３の場合、想定火口域から概ね２km ないし 2.5km 及び規制箇所よ

り⼭頂側の登⼭道及び道路並びに施設等を避難対象地域とし、これらの地域に存在す

る登山者等を避難対象者とする。

島原市、雲仙市及び南島原市は避難対象者に対して規制範囲外への避難を呼びかけ、

避難誘導を⾏う。必要に応じて避難勧告等を発令することとする。

第３項 噴火警戒レベルと防災対応の整理

（１）体制

島原市、雲仙市及び南島原市並びに県は、災害警戒（対策）本部設置等の情報連

絡体制又は非常体制をとるものとする。また、噴火が発生した位置、規模や被害状

況等がある程度判明した場合、状況に応じた防災体制に移⾏するものとする。

⻑崎県は、必要に応じて⾃衛隊への災害派遣要請を⾏う。

協議会の構成機関も必要に応じて非常体制をとり、市や県と連携して防災対応に

あたるものとする。

（２）情報の収集・伝達

突発的な噴火を認知した場合、認知した機関は気象庁及び⻑崎県に対して速やか

に伝達するものとし、気象庁及び⻑崎県は第１章第６節第１項に定める情報連絡体

制により関係機関に対して噴火の発生を伝達するものとする。

また、雲仙市は防災⾏政無線やエリアメール、HP、ラジオ等の広報媒体を活用し

て、避難対象地域に存在する登山者等や住⺠に対して火山が噴火したこと、噴火警

報の発表内容及び緊急避難の実施（避難指⽰の発令等）等、状況の理解に必要な情

報を伝達する。

島原市、雲仙市及び南島原市並びに県は、噴火に関する情報の収集及び関係機関

との情報共有を図るものとする。

気象庁、九州地方整備局及び火山専門家等は、噴火に関する情報の把握に努め、

火山現象及びその影響範囲等について情報共有を図るものとする。

警察、消防、自衛隊は要救助者の情報を把握した場合、関係機関と情報を共有す

るとともに、救助の体制をとる。

各関係機関においても、HP等の広報媒体や主要観光施設、ロープウェイ駅及び登

山道における看板等の設置により、登山者等に対して必要な情報提供を⾏うよう努

めるものとする。
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（３）登山者等の避難誘導

突発的な噴火に遭遇した登山者等は、噴石、火⼭ガス、降灰等の火山現象から身

を守るための緊急避難⾏動を自ら取ることが重要である。緊急退避実施後、入山規

制範囲内にいる登山者等を規制範囲外へ避難させる際には、火山活動の状況等を踏

まえて協議会等で対応を協議し、登⼭者等の避難誘導を⾏う。

雲仙市は登山者等に対して緊急退避を呼びかけるとともに、避難促進施設や関係

機関と連携し、協議会での協議を踏まえ避難誘導や⼊⼭者の残留者確認等にあたる

こととする。

⻑崎県は、登山者等の避難誘導実施時期に関する協議等にあたり必要な調整や、

雲仙市の支援等を実施するものとする。

気象庁、火山専門家等は、火山活動の推移予測等から、緊急退避後の避難誘導の

実施時期について助⾔を⾏う。

警察、消防、自衛隊は、必要に応じて、雲仙市等と協⼒して交通整理、規制や⽴

⼊制限等を⾏い登⼭者等の避難誘導にあたる。

その他関係機関は、必要に応じて登山者等の避難誘導や輸送支援等について協⼒

する。

第５節 避難経路の設定

避難経路の設定に当たっては、第２部第１節避難の基本的な方針に則り設定するもの

とする。

第１項 普賢岳登山道からの避難経路

登⼭者等がメイン登⼭ルートである普賢岳登⼭道及び九州⾃然歩道（仁⽥峠〜国⾒

岳分かれ〜⻤⼈⾕⼝〜鳩⽳分かれ〜⽴岩の峰〜普賢岳〜紅葉茶屋〜アザミ⾕）から影

響範囲外に退避する場合、原則として仁田峠方面に退避するものとし、状況により第

２吹越方面への退避も検討する。

第２項 仁田峠方面への避難経路

⻤⼈⾕⼝〜鳩⽳分かれ〜紅葉茶屋から仁⽥峠⽅⾯に退避する場合はアザミ谷経由ル

ートを推奨するものとする。

アザミ⾕ルートを推奨する理由は、国⾒岳分かれ経由ルートが急な登りであること

から避難時間が２倍近くかかること、身を隠す場所が無いことや、アザミ谷ルートは

火山ガスが滞留しにくい地形で前回噴火時も⻑期間滞留する火⼭ガスが発⽣していな

いことが挙げられる。

第３項 一方通行区間の避難経路利用について

登⼭道奥部分の鳩⽳分かれ〜⽴岩の峰は急な登りかつ道が狭いため登⼭道を管理す
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る環境省は通常⼀⽅通⾏区間としているが、噴火が発⽣するなど迅速に噴火⼝から遠

ざかる必要がある場合は、状況により逆走することも推奨することとする。

第６節 救助の体制

第１項 要救助者情報の把握

雲仙市、⻑崎県、警察及び消防や関係機関は、連携して避難促進施設等における緊

急退避状況、下山者からの情報、避難者情報等を照合して要救助者の情報集約・整理

を⾏い協議会の構成機関と情報を共有することとする。

第２項 救助活動の実施

警察、消防、自衛隊等救助に関わる機関は、共有された情報をもとに、救出ルート

や要救助者の⼀時的な搬送場所などを定めて捜索及び救助活動を⾏うものとする。そ

の際、二次被害が発生しないよう十分注意を払うこと。

ヘリの⾶⾏が可能な場合、巻末資料５（レスキュー番号及びホイスト救助ポイント）

のポイントにおいて県防災ヘリ等による救助を検討するものとする。

第３項 医療活動

雲仙市及び⻑崎県並びに警察、消防、⾃衛隊等救助に関わる機関は、負傷者が発⽣

した場合別表（病院一覧表）に記載した１次〜３次救急病院等に対して受⼊等の協⼒

を求めるものとする。また、必要に応じて災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣

を要請することとする。

第７節 避難促進施設

第１項 避難促進施設の指定

平成 28 年度雲仙岳火⼭防災協議会において表 7 の２施設を避難促進施設とするよ

う協議し、雲仙市が平成29年度雲仙市地域防災計画において指定を⾏った。

①雲仙ロープウェイ

②仁田峠インフォメーションセンター
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表 7 避難促進施設の概要

第２項 避難確保計画作成の支援

避難促進施設が作成する避難確保計画については、具体的でありかつ雲仙市地域防

災計画や本雲仙岳火山防災計画と整合の取れた計画である必要がある。そのため、雲

仙市及び雲仙岳火⼭防災協議会が必要に応じて助⾔・勧告を⾏うことにより実効性の

高い避難確保計画となるよう支援することが重要である。

仁田峠駅（下の駅） 妙見岳駅（上の駅）

①火口からの距離 約1.3km 約1.6km 約1.7km

②利用者数等

平均（通常期平日）
約200名/日利用

最大（繁忙期土日）
約2,100名/日利用

③常駐の有無、従
業員数

常駐 従業員5名 常駐 従業員3,4名 常駐 従業員2名

④営業時間 8:30～17:30

⑤所在地
雲仙市小浜町雲仙字池の原

５４８番１地先
雲仙市小浜町雲仙551

仁田峠インフォメーション
センター

雲仙ロープウェイ株式会社
施設名

平均（通常期平日） 約200名/日利用
最大（繁忙期土日） 約1,500名/日利用

夏季(4/1～10/31) 8:31～17:23
冬季(11/1～3/31) 8:31～17:11

約 1.6km 約 1.3km
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第３部 平常時からの防災啓発と訓練

雲仙岳の火山活動の前兆は、必ずしも捉えきれるわけではない。また、気象庁が示す噴

火警戒レベルは、避難⾏動の⽬安に過ぎないということを理解しておく必要がある。こう

したことを踏まえ、住⺠、登⼭者等⼀⼈ひとりに正しい知識を普及し、火⼭防災意識を⾼

めていく必要がある。

第１節 住民等への防災啓発

第１項 防災知識の普及

雲仙岳火山防災協議会の構成機関は、防災に関する集客イベント、キャンペーン等

において、県⺠が火⼭災害を正しく理解できるよう、火⼭活動等に関する情報の提供、

普及啓発を⾏うものとする。

第２項 児童・生徒等への防災知識の普及

島原市、雲仙市及び南島原市は教育委員会等を通じ、児童生徒に対して火山に関す

る知識の普及や火⼭防災教育を⾏う。

第３項 講演会・研修会の開催

島原市、雲仙市及び南島原市並びに県は連携して、災害が発生した場合の避難場所、

避難経路、緊急時の避難先の確認に努める。

第４項 活火山及び火山活動状況の周知啓発

島原市、雲仙市及び南島原市並びには、関係機関による各種広報媒体の活用のほか、

観光事業者、交通事業者、関係団体等の協⼒を得て登⼭道、観光施設、宿泊施設、主

要交通機関の駅等において、雲仙岳が活火山であることや現在の火山活動状況（噴火

警戒レベル）などの情報を掲示するとともに、雲仙岳登山道防災マップによる周知啓

発に努める。

第２節 登山者等への防災啓発

第１項 観光客等への防災知識の普及

島原市、雲仙市及び南島原市は、観光協会、各種団体等の関係機関と連携し、各地

で開催される観光イベント等において、雲仙岳の火山活動等に関する正しい情報の提

供、普及啓発に努める。

第３節 防災訓練

協議会構成機関は、関係機関と連携し、雲仙岳の火山活動に伴う各種応急活動を迅速

かつ円滑に進めることを⽬的として訓練を、個別または連動させて実施する。
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訓練の実施にあたっては、必要に応じて介護福祉施設、在宅介護者、避難⾏動要⽀援

者等の要配慮者に配慮した内容とする。

訓練により得られる教訓（必要な役割分担、書類、リスト、⾏動、連携を要する機関

等）を精査し本計画、各種マニュアル、要領等の作成、更新に反映する。

第１項 情報伝達訓練

島原市、雲仙市及び南島原市は、雲仙岳火山防災協議会等と連携し、住⺠及び登山

者等、各種施設管理者及び自治会等を対象とした避難勧告または指示等の情報伝達訓

練を実施する。

第２項 避難誘導訓練

島原市、雲仙市及び南島原市は、雲仙岳火山防災協議会等と連携し、住⺠及び登山

者等、各種施設管理者及び自治会等を対象とした避難誘導訓練を実施する。

第３項 図上訓練

島原市、雲仙市及び南島原市は、各種施設管理者及び自治会等の関係者等、雲仙岳

で噴火が発生または発生するおそれがある場合に避難活動を支える者等を対象に、多

様な火山活動を想定した図上訓練を実施する。

第４項 避難所開設及び運営訓練

島原市、雲仙市及び南島原市は、各構成機関と連携し、雲仙岳で噴火が発生または

発生するおそれがある場合の避難所の開設及び運営訓練を実施する。

第５項 安否確認訓練

島原市、雲仙市及び南島原市は、各種施設及び自治会等と連携し、住⺠等を対象と

した安否確認訓練を実施する。



雲仙岳火山防災協議会規約 
 

平成２８年３月１４日制定 
平成２８年８月１９日改正 
平成２９年２月１５日改正 
平成２９年５月１８日改正 
平成３０年１月３０日改正 

 
（目的） 
第１条 雲仙岳火山防災協議会（以下「協議会」という。）は、活動火山対策特別措置法（昭
和４８年法律第６１号。以下「法」という。）第４条第１項の規定に基づき、雲仙岳にお
いて想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備を行うため、長崎県、島原市、
雲仙市及び南島原市が共同で設置する。 

 
（所掌事務） 
第２条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行う。 
（１）雲仙岳に係る噴火シナリオ、火山ハザードマップ、噴火警戒レベル、具体的な避難計

画等の一連の警戒避難体制の整備に関する事項 
（２）長崎県防災会議が法第５条第２項の規定により同条第１項各号に掲げる事項について

定める際の意見聴取に関する事項 
（３）島原市、雲仙市及び南島原市の防災会議が法第６条第３項の規定により同条第１項各

号に掲げる事項について定める際の意見聴取に関する事項 
（４）前３号に掲げるもののほか、当協議会の目的を達成するために必要な事項（避難勧告・

指示、警戒区域の設定等の防災対応に関する検討及び関係市への助言に関することを
含む。） 

 
（協議会の組織） 
第３条 協議会は、別表第１に掲げる者で構成する。 
２ 協議会に、会長１名を置く。 
３ 会長は、長崎県知事をもって充てる。 
４ 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 
５ 会長が協議会に出席できないときは、あらかじめ会長が指名する構成員にその権限を
委任することができる。 
６ 構成員が協議会に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。 

 
（協議会の開催） 
第４条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 
２ 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議
事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 



３ 協議会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対して、資料を提出させ、
又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。 
４ 前３項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、必要に応じて会長が別
に定める。 

 
 （協議結果の尊重義務） 
第５条 協議会の構成員は、法第４条第３項の規定に基づき、協議会において協議が整った
事項については、協議結果を尊重しなければならない。 

 
（幹事会） 
第６条 協議会の所掌事務を円滑に進めるために雲仙岳火山防災協議会幹事会（以下「幹事
会」という。）を置く 
２ 幹事会は、別表第２に掲げる者で構成する。 
３ 幹事会に、幹事長１名を置く。 
４ 幹事長は、長崎県危機管理課長が務める。 
５ 幹事長は、幹事会の座長となり、議事を整理する。 
６ 幹事長は、幹事会の議題に応じて、幹事長が必要と認める範囲の幹事会会員を招集す
ることができる。また、幹事会会員以外の者に対して会議への出席を依頼し、意見等を
求めることができる。 

 
 （事務局） 
第７条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 
２ 事務局は、以下の機関が合同で行い、窓口を長崎県危機管理課に置く。 

長崎県危機管理課 
島原市市民安全課 
雲仙市市民安全課 
南島原市総務課 

 
（委任） 
第８条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、必要に応じて
会長が別に定める。 
 

附 則 
１ この規約は、平成２８年３月１４日から施行する。 
２ 雲仙岳防災連絡会議の業務は、協議会が引き継ぐものとする。 
３ この規約は、平成２８年８月１９日から施行する。 
４ この規約は、平成２９年２月１５日から施行する。 
５ この規約は、平成２９年５月１８日から施行する。 
６ この規約は、平成３０年１月３０日から施行する。 



（別表第１）雲仙岳火山防災協議会構成員 
区分（法第４条第
２項中該当する号） 所属 職名 備考

都道府県 
（第１号） 長崎県 知事 会長 

島原市 市長  
雲仙市 市長  

市町村 
（第１号） 

南島原市 市長  
気象庁福岡管区気象台 気象防災部長  地方気象台等 

（第２号） 気象庁長崎地方気象台 台長  
地方整備局 
（第３号） 国土交通省九州地方整備局 局長  

陸上自衛隊 
（第４号） 陸上自衛隊第１６普通科連隊 連隊長  

警察 
（第５号） 長崎県警察本部 本部長  

島原地域広域市町村圏組合消防本部 消防長  消防 
（第６号） 県央地域広域市町村圏組合消防本部 消防長  

九州大学大学院理学研究院附属地震火山観
測研究センター センター長  

熊本大学 名誉教授  
火山専門家 
（第７号） 

鹿児島大学地域防災教育研究センター 特任教授  
環境省雲仙自然保護官事務所 自然保護官  
林野庁九州森林管理局長崎森林管理署 署長  
国土交通省九州地方整備局雲仙復興事務所 事務所長  
国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事
務所 事務所長  

国土交通省九州地方整備局長崎港湾･空港
整備事務所 事務所長  

国土地理院九州地方測量部 部長  
海上保安庁長崎海上保安部 海上保安部長  
海上保安庁三池海上保安部 海上保安部長  
一般社団法人島原半島観光連盟 会長  
雲仙ロープウェイ株式会社 代表取締役社長  
島原鉄道株式会社 代表取締役社長  
株式会社ドコモＣＳ九州長崎支店 支店長  
株式会社ＫＤＤＩ九州総支社 九州総支社長  

その他 
（第８号） 

ソフトバンク株式会社西日本技術本部九州
技術統括部九州技術部 九州技術部長  



 長崎県 危機管理監  
 
（別表第２）雲仙岳火山防災協議会幹事会会員 

区分 所属 備考 
九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究セ
ンター  

熊本大学  
火山専門家 

鹿児島大学地域防災教育研究センター  
気象庁福岡管区気象台  
気象庁長崎地方気象台  
国土交通省九州地方整備局  
国土交通省九州地方整備局雲仙復興事務所  
国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所  
国土交通省九州地方整備局長崎港湾･空港整備事務所  
林野庁九州森林管理局長崎森林管理署  

国 

環境省雲仙自然保護官事務所  
長崎県危機管理監危機管理課 事務局、幹事長
長崎県環境部自然環境課  
長崎県農林部森林整備室  
長崎県土木部砂防課  

県 

長崎県島原振興局管理部  
島原市市民部市民安全課 事務局 
雲仙市市民生活部市民安全課 事務局 
雲仙市建設部監理課  

市 

南島原市総務部総務課 事務局 
陸上自衛隊 陸上自衛隊第１６普通科連隊  

長崎県警察本部警備課  
九州管区警察局長崎県情報通信部機動通信課  
長崎県島原警察署  
長崎県雲仙警察署  

警察 

長崎県南島原警察署  
島原地域広域市町村圏組合消防本部警防課  

消防 
県央地域広域市町村圏組合消防本部警防救急課  
海上保安庁長崎海上保安部警備救難課  

海上保安部 
海上保安庁三池海上保安部警備救難課  

 



 
参考 活動火山対策特別措置法（抜粋） 
（都道府県地域防災計画に定めるべき事項等） 
第五条  都道府県防災会議（災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十四条第一項の都道

府県防災会議をいう。以下同じ。）は、第三条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、都道

府県地域防災計画（同法第四十条第一項の都道府県地域防災計画をいう。次項及び第九条において同じ。）

において、当該警戒地域ごとに、次に掲げる事項について定めなければならない。 
一  火山現象の発生及び推移に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達に関す

る事項 
二  市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町

村にあつては、当該市町村の長とする。以下同じ。）又は市町村防災会議の協議会（同法第十七条第一

項の市町村防災会議の協議会をいう。第十条第二項において同じ。）が次条第一項第二号及び第三号（こ

れらの規定を第十条第二項において準用する場合を含む。）に掲げる事項を定める際の基準となるべき

事項 
三  避難及び救助に関し市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項 
四  前三号に掲げるもののほか、警戒地域における火山の爆発による人的災害を防止するために必要な

警戒避難体制に関する事項 
２  都道府県防災会議は、前項の規定により都道府県地域防災計画において同項各号に掲げる事項を定め

ようとするときは、あらかじめ、火山防災協議会の意見を聴かなければならない。当該事項を変更しよう

とするときも、同様とする。 
 
（市町村地域防災計画に定めるべき事項等） 
第六条  市町村防災会議は、第三条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、市町村地域防災

計画（災害対策基本法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、当該警戒

地域ごとに、次に掲げる事項について定めなければならない。 
一  前条第一項第一号に掲げる事項 
二  警戒地域内の住民等がとるべき立退きの準備その他の避難のための措置について市町村長が行う

通報及び警告に関する事項 
三  避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 
四  災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う火山現象に係る避難訓練の実

施に関する事項 
五  警戒地域内に次に掲げる施設（火山現象の発生時における当該施設を利用している者の円滑かつ迅

速な避難を確保する必要があると認められるものに限る。）がある場合にあつては、これらの施設の名

称及び所在地 
   イ 索道の停留場、宿泊施設その他の不特定かつ多数の者が利用する施設で政令で定めるもの 
   ロ 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設で政令

で定めるもの 
六  救助に関する事項 
七  前各号に掲げるもののほか、警戒地域における火山の爆発による人的災害を防止するために必要な

警戒避難体制に関する事項 



２  市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第五号に掲げる事項を定める

ときは、当該市町村地域防災計画において、火山現象の発生時における同号の施設を利用している者の円

滑かつ迅速な避難を確保するため、同項第一号に掲げる事項として同項第五号の施設の所有者又は管理者

への火山現象の発生及び推移に関する情報、予報及び警報の伝達に関する事項を定めなければならない。

３  前条第二項の規定は、市町村防災会議が第一項の規定により市町村地域防災計画において同項各号に

掲げる事項を定め、又は変更しようとする場合について準用する。 
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火山防災対策を検討するための 

雲仙岳の噴火シナリオ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年 11 月 30 日 

福岡管区気象台 
 

 

このシナリオは、国土交通省砂防部及び気象庁地震火山部による

「火山防災対策を検討するための噴火シナリオ作成ガイドライン」

に従って作成したものである。シナリオの内容や表現などについて

は、必要に応じて改善を行う予定である。  
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１．作成の目的 

雲仙岳の噴火シナリオは、噴火の各々のケースにおける火山活動の時間的な推移に沿ってその

場面毎の影響範囲を検討し、火山情報の発表ならびに避難計画等の火山防災対策の検討に資する

ことを目的とする。 

噴火シナリオは、噴火でどのような現象がどのような順序で発生し、これらの現象により、い

つ、どの範囲にどのような被害が発生するのか関係機関がイメージをもつことができ、様々な防

災上の課題を抽出し、時間や場所等を入れた具体的な火山防災対策を検討できるものとする。 

 

２．噴火資料等の整理 

2.1 過去の噴火実績の整理 

（１）島原半島の地質的・地形的特長 

  島原半島には、古第三

期に形成された基盤岩類

の上位に、口之津層群、

玄武岩類、雲仙火山岩類

及び雲仙火山の形成によ

り山麓周辺に堆積した火

山性扇状地堆積物、崖錐

性堆積物や沖積層が存在

する。この火山本体や山

麓堆積地形は、雲仙地溝

により変位を受けており、

現在では地溝外に一部段

丘として残っている。 

島原半島北部の海岸線

沿いや半島南部には、鮮

新世～更新世及び完新世

に形成された口之津層群

等の雲仙火山基盤が露出

している。口之津層群は、砂礫層・シルト層・火山灰層からなる淡水成層の下部と、浅海成

層の上部から成り、輝石安山岩質溶岩及び火山砕屑岩・玄武岩溶岩を挟む。輝石安山岩溶岩

は、塔ノ坂安山岩として口之津層群を覆っており、矢岳の南方に広範囲に分布している。ま

た、島原半島南西部には、南島原火山岩類が分布しており、口之津層群生成後の中期更新世

を供給源とする流動性に富む玄武岩溶岩から成り、一部は侵食により取り残されたメサ状の

台地になっている。基盤岩の一部を成す軟弱な堆積岩は、島原半島南部に分布しており、植

物化石や貝化石を産する。雲仙火山の周囲には、火山活動による火砕流堆積物や岩屑なだれ

堆積物から成る緩やかな傾斜やそれらの二次堆積物（土石流・泥流堆積物）より成る火山性

扇状地が南北に広く確認される。島原半島中央部は、非常に起伏に富み急峻で、古期火山活

動及び新期火山活動で生成された厚い溶岩や火砕流噴出物といった雲仙火山岩類が露出して

いる。この雲仙火山岩類は、島原半島内で最も広範囲に分布する。東部と西部とでは大きく

異なり、東部が比較的なだらかであるのに対し、西部は侵食が進んで基盤岩類が露出し、か

つ明瞭な断層群の発達により非常に複雑な地形を呈している。また、雲仙地溝内部にも火山

性扇状地が認められるが、これは新期の活動で形成されたものである。海岸線は変化に富み、

図 1 地質陰影図。1991-1995 年に活動した山頂部の溶岩ドーム（赤茶

色：平成新山）から東山麓に火砕流（淡桃色）と土石流（淡肌

色）の堆積物が広がる。平成新山の北には 1792 年の新焼溶岩（紫

色）。東の眉山は 1792 年に大崩壊をおこしており、海中まで流

れ山が広がる。作成：中島和敏。地質図：渡辺一徳・星住英夫

（1995）雲仙火山地質図。火山地質図 8,地質調査所。 
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所々で海食崖、海食台、海岸段丘も見られ、島原半島南東部には、阿蘇溶結凝灰岩からでき

た海岸段丘がある。 

 

（２）有史以前の噴火実績 

雲仙火山は、九州西部島原半島の主要部を占め、形成期の異なる複式火山により形成され、

主に粘性の高い安山岩質～デイサイト質溶岩（SiO258%～68%）と火砕流堆積物から成る。多数

の溶岩円頂丘の形成と厚さ 300m～700m の溶岩流、火砕流堆積物の噴出及び一部成層火山の形

成、また火山活動と平行した雲仙地溝の活動の断続的な繰り返しによる形成史は複雑で、こ

のため層序や火山活動史については数多くの報告がある。 

 

①歴史時代の火山活動 

 雲仙火山の活動は約 50 万年前に開始したとされている。角閃石安山岩～黒雲母角閃石安山

岩あるいはデイサイト質まであり、火山活動の後期には黒雲母に富むようになる。古期の途

中には火山体の変動期があり、火山体の内側の陥没と明瞭な断層運動がみられ、岩石学的並

びに化学的性質に変化が表れている。 

 

②新第三期及び中期更新世 

雲仙火山を構成する基盤岩は、口之津層群、南島原火山岩類から成る。島原半島南西部に

分布する口之津層群は、新第三期に形成されたもので、K-Ar 法による年代測定法で、4.6±1.2

百万年の年代が得られている。 

 

③古期雲仙火山 

雲仙火山は、基盤岩である坂瀬川層及び口之津層群を覆って、約 50 万年前に陸上の火山と

して活動を開始したと考えられる。また、同時期に雲仙地溝が発達し始めた。火山活動の初

期は、島原半島全体に大量の角閃石安山岩質の岩石を噴出した。この雲仙火山砕屑物は島原

半島全域に分布し、現在では雲仙地溝の南北で緩い傾斜をした火山性山麓扇状地として当時

の面影を残している。その後、火山活動は島原半島南西側へ移り、絹笠山、矢岳、高岩山、

高岳が形成された。なお、これらの形成順序は不明である。矢岳、高岩山、高岳を構成する

矢岳溶岩、高岩山溶岩は、主にしそ輝石角閃安山岩とデイサイトから成り、黒雲母を少量含

む。高岳溶岩は複数の溶岩流から成り、厚さ 200m 以上で、塔ノ坂安山岩を覆い矢岳溶岩・高

岩山溶岩に覆われ、金浜・高岩山断層によって切られている。矢岳溶岩は、矢岳の溶岩円頂

丘を構成している。高岩山溶岩は、高岩山の溶岩円頂丘を構成している。高岩山溶岩は、塔

ノ坂安山岩を覆っており、高岩山断層によって切られている。絹笠山溶岩は、主に絹笠山を

構成し、主にしそ輝石角閃石安山岩から成り、部分的に塊状溶岩となる。その後、活動は雲

仙火山の北部、西部に移行し、吾妻岳、九千部（くせんぶ）岳、鳥甲（とりかぶと）山等の

火丘群が形成された。岩相は、ともに角閃石安山岩質で、複数の溶岩流から構成される。こ

の時期の溶岩類は、その後の妙見成層火山帯の形成時に噴出した岩石によって覆われており、

かつ、千々石断層及び九千部断層によって切られている。その後、島原半島西方の橘湾で、

円形に陥没して千々石カルデラが形成され、寄生火山として猿葉山が形成された。千々石カ

ルデラの地下深部には、マグマ溜りの存在が指摘されている。 
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④新期雲仙火山 

雲仙火山中央部での活動は、およそ約 10 万年前から開始し、野岳火山、妙見岳火山が形成

された。これらの火山は溶岩円頂丘である。古期雲仙火山の噴火様式が単成的であるのに対

し、新期は複成的である。野岳火山は、普賢岳の南方に位置する火山で、山体崩壊により北

側が失われている。野岳火山は、山体基盤を構成する吹越（ふっこし）溶岩と山頂部の野岳

溶岩、さらに南側の火砕流堆積物や山体崩壊による岩屑なだれ堆積物より成る。また、妙見

岳溶岩は安山岩の溶岩を主体とするおよそ径約 4km の火山であり、厚い溶岩流や溶岩ドーム、

火砕流堆積物の複合体である。その後、約 2 万年前の妙見岳山頂部の爆発による崩壊で、江

丸岳、国見岳、妙見岳を外輪（カルデラ縁）とする径約 1.5km の妙見カルデラが形成された。

妙見岳山頂部の爆発に伴って生じた山体崩壊堆積物（岩屑流・土石流・泥流堆積物）の大半

は、赤松谷に沿って島原湾に注いだと考えられる。さらに、このカルデラの中で雲仙岳の噴

火活動が発生し、普賢岳溶岩が 3つの溶岩円頂丘（風穴溶岩、普賢岳山頂溶岩、島ノ峰溶岩）

を形成した。この火山活動に伴い、普賢岳溶岩や千本木溶岩等が噴出した。普賢岳溶岩は妙

見カルデラが開いていた南東方向に流下したもので、角閃石安山岩質である。千本木溶岩は

妙見岳火山体の上部を北東方向に流下した溶岩流で、厚さ約 180m に達する。なお、眉山溶岩

円頂丘は雲仙火山中央部の形成とは別の活動として形成された。 

 

（３）有史以降の噴火履歴 

有史後の火山活動としては、寛文の噴火活動、寛政の噴火活動、1990～1995 年の噴火活動

が挙げられる。寛文、寛政の噴火活動は、1990 年～1995 年の活動のような、多数の溶岩ドー

ムの形成・崩落と火砕流の発生といった活動様式とは異なり、ともに比較的粘性の低い溶岩

の流下と噴煙や噴気、降灰を主体とした火山活動であった。 

 

①寛文の災害 

寛文３年３月～４年春（1663 年～64 年） 

 普賢岳九十九島火口で噴火、北北東山腹へ溶岩が流出（古焼溶岩）した。翌年、九十九島

池（火口湖）決壊し出水、水無川に沿って安徳川原へ土石流が氾濫した（家屋流出、死者 30

人余）。  

 

古焼溶岩について 

古焼溶岩は、1663 年に普賢岳の九十九島火口から噴煙を上げ、その後、普賢岳北東方向の

妙見岳カルデラ北壁から噴出して厚さ約 70m の塊状溶岩流となって約 1km 流下したもので、

岩相は角閃石安山岩質より成る。噴出口近くの溶岩には、溶岩トンネルの天井部の陥落によ

り、鳩穴が形成された。なお、1990 年からの火山活動により古焼溶岩のほとんどは埋没した。

1664 年春には、普賢岳南東山麓の低地、九十九島池（火口）が決壊して赤松谷に沿って土石

流が流下した。水無川河口の安徳河原では土石流による河川氾濫で 30 人余が死亡した。 

 

②寛政の災害 

寛政３年 10 月～11 月（1791 年 11～12 月） 

地鳴りを伴う地震が毎日３～４回あり、小浜村（現在の雲仙市小浜町）が特に激しかった。 

寛政４年１～２月（1772 年２月）  

地震は、深江、安徳、中木場で特に激しく、普賢神社前（現在の地獄跡火口）付近から泥

土や小石を噴出し、千本木方面に灰が降った。 
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図２ 雲仙火山における有史後の噴火地点と眉山崩壊位置 
雲仙･普賢岳噴火災害誌 1984 年島原群発地震の活動と被害に関する総合調査（昭和 60 年３月、自然災害科

学総合研究班(九州大学等)）に溶岩ドームを加筆の図による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寛政４年２～閏２月（1792 年３月） 

北北東山腹へ溶岩の流出（新焼溶岩）が始まり、先端が千本木の民家から 1.6km に達した。 

寛政４年３月（1792 年４月） 

強い地震群が発生し、小浜、加津佐で大きな被害が出た。安徳、六ツ木、鉄砲町等に地割

れ、眉山が 200m 崩壊する（推定震度５～６）。溶岩の流下はほぼ停止した。 

寛政４年４月１日（1792 年５月 21 日） 

２回の強い地震で眉山が大崩壊し、大量の土砂が有明海に落ち込み、最大波高 10m の津波

が島原半島 17 か村および肥後、天草を襲い、約 1万 5,000 人が死亡し、有史以後、日本最大

の火山災害となった（島原大変肥後迷惑）。 

寛政４年４～７月（1792 年６～８月） 

強い地震で眉山の崩落は継続し、中木場、安徳で地割れ、また各地で湧水、泥水が発生し

白土湖ができた。普賢神社前が噴火し、火山礫、火山岩塊を噴出、北千本木まで灰が降った。 

 

新焼溶岩について 

新焼溶岩は、群発地震発生後の 1792 年に普賢岳北東方向の穴迫谷から厚さ約 70m の塊状溶

岩流となって約 2.5km 流下した。現在の焼山は新焼溶岩流の末端に相当する。岩相は角閃石

デイサイト質から成り、溶岩じわ、溶岩堤防などの地質学的痕跡が認められる。古焼溶岩、

新焼溶岩ともに塊状溶岩のサイズは径約 1m～2m のものが多いが、新焼溶岩の先端部において

は比較的径が大きく、数十 mに達するものもある。噴出量は 2000 万㎥。 
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眉山の崩壊について 

眉山は、雲仙火山の中では粘性が最も高いとされる溶岩円頂丘で、約 3,000 年～5,000 年

前に形成された。地形は急峻でガリー侵食を受けている場所が所々ある。眉山は、北の七面

山（819m）と南の天狗山（695m）と呼ばれる 2 つの溶岩円頂丘から成るデイサイト質複合岩

体である。岩相は、灰色または、褐色の輝石角閃石安山岩であるが非常に脆弱である。眉山

山頂及び斜面では、捕獲された基盤岩起源の頁岩・砂岩及び礫岩が認められ、これは眉山溶

岩を作ったマグマが高粘性で上昇したことを示唆する。1792 年の新焼溶岩噴出停止後に発生

した直下型地震（島原四月朔地震：M6.4）で誘発された天狗山の山体崩壊によって東に開い

た馬蹄形カルデラとなり、島原湾の海外線の一部が埋め立てられて津波が発生し（島原大変

肥後迷惑）、岩屑なだれ堆積物や流れ山地形、九十九島、白土（しらち）湖の原形が形成され

た。この眉山崩壊については、当時の古文書や古絵図等に様々な前兆現象が書かれており、

断続的な地震の発生や鳴動・地滑り・地下水系の変動・炭酸泉の湧出・火山ガスの発生等の

例が挙げられる。また、大崩壊の原因については数多くの説があり、火山爆裂説、地震崩壊

説、熱水増大説、地震・熱水複合作用説があるが、論争の決着には至っていない。なお、こ

の眉山崩壊による崩落土砂と津波により、死者・行方不明者は 15,000 人を超え、火山災害と

しては有史以来国内最大の火山災害となった。 

 

③1990～1996 年の噴火活動 

1990 年から 1995 年の噴火活動では、２億㎥（国土地理院、1995）のデイサイト溶岩を噴

出し、新たな溶岩ドームを形成した。溶岩ドーム崩落による火砕流が発生し、1991 年６月３

日に死者・行方不明者が 43 名の人的被害、その後も火砕流が居住地域に到達するなど被害は

大きなものとなった。火砕流の流下範囲、噴石の飛散範囲等を図３～６に示す。 

雲仙岳では、このような溶岩ドームを形成するような大噴火は、今回も含めて過去 1万 5000

年間で４回発生している。 

 

1990 年 

4 月 橘湾を震源とする地震増加 

7 月 4 日 火山性微動を初めて観測(その後，断続的に続く) 

7 月 24～25 日 震源が橘湾から島原半島内に拡大。地震回数の増加(この間、432 回)、有感

地震(26 回、測候所で最大震度３) 

9 月上旬 火山性微動の発生回数増加、振幅増大 

11 月 17 日 九十九島火口・地獄跡火口噴火。火山性連続微動発生 

11 月 20 日 有感地震(11 回、測候所で最大震度 3、震源：橘湾～島原半島西部) 

1991 年 

1 月 15～16 日 島原半島内で地震多発、地獄跡火口の西縁に噴気地帯出現 

1 月 25 日 火山性微動多発、振幅の増大 

2 月 12 日 屏風岩火口噴火 

4 月 9 日 地獄跡火口からマグマ水蒸気爆発、噴煙 500m、こぶし大から半身台の噴石を 100m

の高さまで飛散 

5 月 12 日 火山性微動，火口付近の浅い地震が多発。大きな地殻変動 

5 月 20 日 地獄跡火口内で溶岩ドーム確認(第１溶岩ドーム) 
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図３ 1990～1995 年の溶岩ドーム付近の地形と火砕流の流下方向及び流下範囲 

国土地理院 1/25000 地形図「島原」に加筆 

5 月 24 日 初めて小規模の火砕流が発生 

5 月 26 日 火砕流頻発，負傷者１(初めての人的被害) 

6 月 3 日 規模の大きな火砕流，死者 40・行方不明３・負傷者９，建物被害 179 棟 

6 月 8 日 規模の大きな火砕流（震動継続時間 1,500 秒），爆発的噴火を伴う 

6 月 11 日 爆発的噴火，島原市北部にこぶし大の噴石落下し，車のフロントガラス・太陽熱

温水器等多数破損 

8 月下旬 溶岩のせり上がりが続き，北東側に崩落，火砕流は垂木台地(北東約 2km)に達する 

9 月 15 日 規模の大きな火砕流，おしが谷から水無川流域へ流れ，焼失家屋住家 53 棟・非

住家 165 棟 

1992 年 

2 月 2 日 火砕流，火口南東方向へ約 3km 流下 

1993 年 

6 月 23～24 日 大規模火砕流が中尾川方向に頻発し，千本木地区で家屋焼失。１名の犠牲者

を出す 

7 月 19 日 火砕流が水無川方向へ約 5.5km 流下し，国道 57 号線を更に超える。（過去最長の

到達距離） 

1995 年 

２月 溶岩ドーム成長停止、２月 11 日火砕流発生 

1996 年 

２、５月に火砕流が発生。 
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図５ 1991 年 6 月 11 日爆発による噴石の飛散

（25～100mm は噴石の大きさ） 

図４ 1990～1995 年の噴火活動による溶岩ドーム復元図 

（雲仙･普賢岳噴火災害誌 九州大学 大田一也の図による） 
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図６ 1990～1995 年噴火活動の火砕流堆積物・土石流堆積物の分布状況 

雲仙･普賢岳噴火災害誌 1994 年 10 月初旬、国立大学合同観測班の図による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 火山活動の特徴の整理 

 有史後の火山活動としては、寛文の噴火活動（古焼溶岩）、寛政の噴火活動（新焼溶岩）、1990

～1995 年の噴火活動がある。寛文、寛政の噴火活動は、比較的粘性の低い溶岩の流下と噴煙や噴

気、降灰を主体とした活動様式であり、1990 年～1995 年の噴火活動は、溶岩ドームの形成・崩落

と火砕流の発生といった活動様式であった。 

（１） 噴火活動の時間的な推移 

①寛文の噴火活動（活動期間約５ヶ月） 

噴火→溶岩流出→土石流 

 

②寛政の噴火活動（活動期間約９ヶ月（有感地震多発の期間を含む）） 

有感地震多発→（約 3ヵ月後）噴火→（約１ヵ月後）溶岩流出 

→（約１ヵ月後）強い地震多発し、眉山崩壊、溶岩の流下停止 

→(約１ヵ月後)強い地震で眉山大崩壊 

→（約１ヵ月後）強い地震、地割れ、湧水、水蒸気爆発 

 

③1990～1995 年の噴火活動（活動期間約４年半） 

有感地震多発→（約４ヵ月後）噴火→（約６ヵ月後）溶岩ドーム出現 
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→（数日後）火砕流発生→（約２週間後）水蒸気爆発 

→以後火砕流、土石流が数年続く 

 

（２） 噴火の前兆現象 

①寛文の噴火活動 

  不明 

②寛政の噴火活動 

噴火の約３ヶ月前に地鳴りを伴う地震が毎日３～４回発生した。小浜村（現在の雲仙市小浜

町）が特に激しかった。 

③1990～1995 年の噴火活動 

  噴火の約４ヶ月前に有感地震が多発した。 

 

  寛文の噴火は不明だが、他の２事例とも前兆現象として噴火の数ヶ月前に有感地震が多発し

ている。 

 

（３） 噴火の場所、噴火規模と現象、噴出物の種類、到達範囲、分布範囲 

①寛文の噴火活動       

九十九島火口から噴火   

妙見岳カルデラ北壁から北北東山腹へ溶岩流出 長さ約１km 

降灰はあったと思われるが、噴石は不明。 

②寛政の噴火活動 

  地獄跡火口から噴火 

普賢岳穴迫谷から北北東山腹へ溶岩流出 長さ約 2.5km 

  噴石あり、北千本木まで降灰があった。 

  強い地震により眉山崩壊 

③1990～1995 年の噴火活動 

  九十九島火口、地獄跡火口、屏風岩火口から噴火 

  溶岩ドーム形成し、崩落で火砕流発生、流下範囲は図４による。 

  1991 年 6月 11 日に水蒸気爆発が発生し、噴石が火口から北東へ約 8km の海岸部まで達した。

島原市北千本木町で直径７～10cm の噴石が降下。 

 

（４） 噴火後の土石流の発生状況 

①寛文の噴火活動 

  九十九島池（火口）が決壊して赤松谷に沿って土石流が流下した。水無川河口の安徳河原で

は土石流による河川氾濫で 30 人余が死亡した。 

②寛政の噴火活動 

  不明 

③1990～1995 年の噴火活動 

  1991 年５月 15 日以降、土石流がたびたび発生し、特に水無川流域では被害甚大。流下範囲

は図６による。 
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３．シナリオの作成 

3.1 噴火の想定 

（１）噴火場所 

平成新山山頂部周辺 

※山頂部周辺以外の場所からの噴火も考えられるが、噴火の場所を特定できないため、山頂

部周辺からの噴火と想定した。噴火場所は地殻変動や地震の震源により特定する。 

（２） 噴火に伴う現象 

① 溶岩ドーム崩壊型火砕流 

② 大規模噴火（プリニー式噴火） 

③ 溶岩流出 

④ 小～中規模噴火 

（３） 噴火規模 

1990～1995 年の噴火活動程度の規模（約２億㎥の溶岩を噴出）を想定 

大規模噴火（プリニー式噴火）（約？㎥の噴出物）を想定 

寛政の噴火活動程度の規模（約 2000 万㎥の溶岩を流出）を想定 

小～中規模噴火を想定 

（４） 噴火シナリオ 

①シナリオ１ 

溶岩ドーム崩壊型火砕流発生のケースにおける火山活動の推移表 レベル５ （1990～

1995 年の噴火事例に基づき作成） 

②シナリオ２ 

大規模噴火（プリニー式噴火）発生のケースにおける火山活動の推移表 レベル５（事例

なし） 

③シナリオ３ 

溶岩流出のケースにおける火山活動の推移表 レベル４（寛政の噴火事例に基づき作成） 

④シナリオ４ 

小～中規模噴火のケースにおける火山活動の推移表 レベル３（事例なし） 

 

3.2 火山活動推移の時系列での整理 

 噴火の想定に基づいて、火山活動の推移を時系列で整理した推移表に取りまとめた。なお、推

移表は各噴火ケースの代表的な事例に基づき作成したものであるが、単純に事実として判明して

いる事項を時系列で並べるのではなく、 

・その事実がどのような火山現象あるいはマグマ活動に基づくものか 

・そのような現象が現在の観測網ではどのようなデータとして観測されるか 

噴火全般をまとめた活動推移を表 1 に各噴火ケースにおける活動推移をケース毎に推移表を表

２～５に示す。 

 

3.3 影響範囲の予測 

 シナリオ１、３及びシナリオ４で想定される影響範囲を図７、８に示す。 

 シナリオ２で想定される影響範囲は今後の検討課題。 
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規制範囲 レベル２：火口から１ｋｍ以内 

     レベル３：火口から２ｋｍ以内 

       （仁田峠側は約１．８ｋｍ以内） 

1k

2k

3k

火道掘削のための林道（現在、掘削跡地） 

チェーンあり、一般車両進入禁止 
登山者もいない 

チェーン

ロープウェー 

雲仙岳 

●：想定火口 

施設等 ①仁田峠 

水色線：周辺道路 黄色線：登山道 

赤色線：レベル２規制場所 

緑色線：レベル３規制場所 

黒色線：居住区域 

ピンク線：シナリオ１、３の影響範囲

（主に火砕流、溶岩流を想定、土石流

は考慮していない） 
※同心円は山頂火口からの距離を示す 

① 

4k

図７ シナリオ１、３で想定される影響範囲 
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規制範囲 レベル２：火口から１ｋｍ以内 

     レベル３：火口から２ｋｍ以内 

       （仁田峠側は約１．８ｋｍ以内） 

1k

2k

3k

火道掘削のための林道（現在、掘削跡地） 

チェーンあり、一般車両進入禁止 
登山者もいない 

チェーン

ロープウェー 

雲仙岳 

●：想定火口 

施設等 ①仁田峠 

水色線：周辺道路 黄色線：登山道 

赤色線：レベル２規制場所 

緑色線：レベル３規制場所 

黒色線：居住区域 

ピンク線：シナリオ４で想定される影

響範囲（噴石の被害を想定、状況によ

っては影響範囲が広がる可能性あり） 

※同心円は山頂火口からの距離を示す 

① 

4k

図８ シナリオ４で想定される影響範囲 
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3.4 今後調査検討の必要な課題 

・プリニー式の噴火が発生した場合の噴火規模、影響範囲の検討 

・平成新山の山体の崩壊のシナリオ 

・想定噴火場所の再検討 

 

実際の噴火時には必ずしもこのシナリオどおりに推移するとは限らない。今後、改善が必要と

思われる事例が示された場合や新たな知見が得られた場合は、その都度本シナリオに反映してい

くこととする。 

 

 

 

参考文献一覧 

日本活火山総覧（第３版） 

雲仙岳火山業務便覧 

福岡管区気象台要報 第 51 号 雲仙・普賢岳の火山活動報告 

気象庁技術報告 第 123 号 平成３年（1991 年）雲仙岳噴火調査報告 

雲仙・普賢岳噴火災害誌 長崎県 

長崎県地域防災計画 

地質図：渡辺一徳・星住英夫（1995）雲仙火山地質図。火山地質図 8,地質調査所 
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雲仙岳の噴火シナリオ 
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噴火シナリオ１：溶岩ドーム崩壊型火砕流発生のケースにおける火山活動の推移表 レベル５ （1990～1995 年の噴火事例に基づき作成） 

時間経過 想定される火山現象 火山監視体制下で捉えられる観測データ 噴火警戒レベル 

数ヶ月 マグマの移動による地殻の破壊 橘湾を震源とする地震増加 １（平常） 

数ヶ月 橘湾から島原半島へのマグマの移動によ

る地殻の破壊 

地震の震源が橘湾から島原半島内に移動 

有感地震の発生 
２（火口周辺規制） 

数日～数ヶ月 小規模噴火発生 

火口深部へのマグマの供給続く 

火口直下で火山性地震・火山性微動発生 

高さ 1000～2000ｍ程度の噴煙 

山体の膨張を示す地殻変動 

有感地震発生 

２（火口周辺規制） 

数日～数ヶ月 断続的に小～中規模噴火発生 

マグマ噴火に移行 

マグマの上昇と発泡 

高さ 2000～3000ｍの噴煙 

山体の膨張を示す地殻変動 

火山性微動発生 

有感地震 

火口付近の温度上昇 

３（入山規制） 

数日～数ヶ月 溶岩ドーム出現 火山性微動，火口付近の浅い地震が多発 

山体の膨張を示す大きな地殻変動 

大きな地殻変動 

３（入山規制） 

数日 火砕流が発生 

溶岩の供給続く 

火砕流と思われる震動波形 
４（避難準備） 

１日～数日 火砕流頻発、規模の拡大 

溶岩の供給続く 

火砕流と思われる震動波形頻発 

火砕流と思われる震動波形の継続時間が次第に延びる 
５（避難） 

１日～数日 中規模噴火の発生 高さ 5000ｍ程度の噴煙 ４（避難準備） 

数年～ 溶岩ドーム成長停止 

火砕流次第におさまる 

火砕流と思われる震動波形減少 

火山性地震の減少 

状況に応じて段階的に

レベル下げ４～1 
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噴火シナリオ２：大規模噴火（プリニー式噴火）発生のケースにおける火山活動の推移表 レベル５ （事例なし） 

時間経過 想定される火山現象 火山監視体制下で捉えられる観測データ 噴火警戒レベル 

数ヶ月 マグマの移動による地殻の破壊 橘湾を震源とする地震増加 １（平常） 

数ヶ月 橘湾から島原半島へのマグマの移動によ

る地殻の破壊 

地震の震源が橘湾から島原半島内に移動 

有感地震の発生 
２（火口周辺規制） 

数日～数ヶ月 小規模噴火発生 

火口深部へのマグマの供給続く 

火口直下で火山性地震・火山性微動発生 

高さ 1000～2000ｍ程度の噴煙 

山体の膨張を示す地殻変動 

有感地震発生 

２（火口周辺規制） 

数日～数ヶ月 断続的に小～中規模噴火発生 

マグマ噴火に移行 

マグマの上昇と発泡 

高さ 2000～3000ｍの噴煙 

山体の膨張を示す地殻変動 

火山性微動発生 

有感地震 

火口付近の温度上昇 

３（入山規制） 

数日～数ヶ月 大規模噴火（プリニー式噴火）発生 

多量の噴煙 

多量の降下軽石、火山灰 

噴煙柱倒壊型火砕流発生 

高さ１万ｍ程度の噴煙、鳴動、火山雷 

山体の膨張を示す大きな地殻変動 
５（避難） 

数年～ 噴火活動次第におさまる 火山性地震の減少 状況に応じて段階的に

レベル下げ４～1 
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噴火シナリオ３：溶岩流出のケースにおける火山活動の推移表 レベル４ （寛政の噴火事例に基づき作成） 

時間経過 想定される火山現象 火山監視体制下で捉えられる観測データ 噴火警戒レベル 

数ヶ月 マグマの移動による地殻の破壊 橘湾を震源とする地震増加 １（平常） 

数ヶ月 橘湾から島原半島へのマグマの移動によ

る地殻の破壊 

地震の震源が橘湾から島原半島内に移動、有感地震の発生 
２（火口周辺規制） 

数日～数ヶ月 小規模噴火発生 

火口深部へのマグマの供給続く 

火口直下で火山性地震・火山性微動発生 

高さ 1000～2000ｍ程度の噴煙 

山体の膨張を示す地殻変動 

有感地震発生 

２（火口周辺規制） 

数日～数ヶ月 断続的に小～中規模噴火発生 

マグマ噴火に移行 

マグマの上昇と発泡 

高さ 2000～3000ｍの噴煙 

山体の膨張を示す地殻変動 

火山性微動発生 

有感地震発生 

火口付近の温度上昇 

３（入山規制） 

数日～数ヶ月 溶岩流出開始 火山性微動，火口付近の浅い地震が多発 

山体の膨張を示す大きな地殻変動 
３（入山規制） 

数日～数十日 溶岩が居住地近くに達する 

溶岩の供給続く 

 
４（避難準備） 

数年～ 溶岩流出停止 マグマの供給停止 状況に応じて段階的

にレベル下げ４～1 
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噴火シナリオ４：小～中規模噴火発生のケースにおける火山活動の推移表 レベル３ （事例なし） 

時間経過 想定される火山現象 火山監視体制下で捉えられる観測データ 噴火警戒レベル 

数ヶ月 マグマの移動による地殻の破壊 橘湾を震源とする地震増加 １（平常） 

数ヶ月 橘湾から島原半島へのマグマの移動によ

る地殻の破壊 

地震の震源が橘湾から島原半島内に移動、有感地震の発生 
２（火口周辺規制） 

数日～数ヶ月 小噴火発生 

火口深部へのマグマの供給続く 

火口直下で火山性地震・火山性微動発生 

高さ 1000～2000ｍ程度の噴煙 

山体の膨張を示す地殻変動 

有感地震発生 

２（火口周辺規制） 

数日～数ヶ月 断続的に小～中規模噴火発生 

マグマ噴火に移行 

マグマの上昇と発泡 

高さ 2000～3000ｍの噴煙 

山体の膨張を示す地殻変動 

火山性微動発生 

有感地震発生 

３（入山規制） 

数年～ 噴火活動次第におさまる 火山性地震減少 状況に応じて段階的

にレベル下げ３～1 
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－ 数ヶ月 数日～数ヶ月

噴火の発生なし 火口周辺に影響を及ぼす噴火（小規模噴火） 中規模噴火 中～大規模噴火 大規模噴火（火山活動低下を確認後終息）

噴火予報 火口周辺警報 火口周辺警報 噴火警報 噴火警報

レベル1
（平常）

レベル2
（火口周辺規制）

レベル3
（入山規制）

レベル4
（避難準備）

レベル5
（避難）

・火山活動は静穏．火山活動の状態によって，火口内で火山灰の
噴出等が見られる（この範囲に入った場合には生命に危険が及
ぶ）

・火口周辺に影響を及ぼす（この範囲に入った場合には生命に危険が及
ぶ）噴火が発生，あるいは発生すると予測される

・居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす（この範囲に入った場合に
は生命に危険が及ぶ）噴火が発生，あるいは発生すると予想される

・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（可能性が高まっている）

・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

噴火警戒レベル
及び

火山情報

数日～数年

噴火活動の想定

時間経過
（目　安）

平常時

橘湾地下で地震群発

火山性微動の発生
火山性地震の増加
各種観測データの異常
噴気の増加
地熱地帯の拡大（増加）
火山ガスの異常
温泉・湧水の異常

マグマの上昇

震源域が
雲仙火山直下へ移動

水蒸気爆発（マグマ水蒸気爆発）
を経ないでマグマ噴火に
移行する可能性もある

山頂部付近口で
マグマ噴火
■ 溶岩ドーム

■ ブルカノ式噴火（噴石）

活発化

震源域の浅部への移動
（地震は短期的な消長を
繰り返し徐々に活発化）

終了
終 了

本ケースで想定する推移方向

可能性のある推移方向

本ケースで想定しない推移方向

＊）実際の噴火時には，想定しない現象が発生することもあるため，注意が必要である

震源域が
雲仙火山浅部へ移動

山頂部付近口で
マグマ噴火
■ 溶岩ドーム

　
■ ブルカノ式噴火（噴石）

山頂部付近口で
マグマ噴火
■ 溶岩ドーム

 
■ ブルカノ式噴火（噴石）

山頂部付近口で
水蒸気爆発
■ 噴石つつつ
■ 降灰つつつ

活発化

山頂部付近口で
マグマ水蒸気爆発
■ 噴石
■ 降灰

終 了

終　息

終 了終 了終 了

対象現象　土石流の発生

ケース  2-1　（5.0× 106m3
）

1663（寛文 3）年の噴火

ケース  2-2　（2.0× 107m3
）

1791（寛政 4）年の噴火

ケース  2-3　（2.0× 108m3
）

1990-1995（平成 2-7）年の噴火

噴
火
規
模

1990-1995年の事例では4ヶ月

1990-1995年の事例では5ヶ月 1990-1995年の事例では1ヶ月

1792年の事例では1ヶ月

1792年の事例では3ヶ月

1990-1995年の事例では8ヶ月

対象現象
火砕流
溶岩流

対象現象
火砕流
溶岩流

対象現象
火砕流
溶岩流

雲仙岳火山噴火緊急減災対策砂防計画(案)の概要 

 

1 雲仙岳火山噴火緊急減災対策砂防計画 

①火山噴火緊急減災対策砂防とは 

火山噴火時に発生が想定される火山災害の被害をできる限り軽減（減災）するために緊急時に実施する火山防

災対策のうち、国及び都道府県の砂防部局が実施する対策 

（(火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン 平成 19 年 4 月 国土交通省砂防部」より) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 火山噴火緊急減災対策砂防と火山防災対策の関係 

②雲仙岳火山噴火緊急減災対策砂防計画（案）の目的 

雲仙岳の噴火に伴い発生する土砂災害に対して、ハード対策とソフト対策からなる

緊急対策を迅速かつ効果的に実施し、被害を減災することにより、安心で安全な地域

づくりに寄与することを目的とする。 

 

③雲仙岳火山噴火緊急減災対策砂防計画の構成 

 雲仙岳火山噴火緊急減災対策砂防計画（案）は「基本事項編」「計画編」から構成

する。 

「基本事項編」：雲仙岳の噴火の特徴、緊急減災対策砂防計画の内容、火山噴火によ

る災害の影響範囲と被害、現在の火山防災体制など 

「計画編」  ：雲仙岳の活動推移に対応して、各場面で実施すべき緊急対策を現時

点までの検討結果から記す。 

 

 

2 噴火に伴い発生が想定される現象 

雲仙岳周辺で想定される噴火に伴う現象を以下に示す。 

 水蒸気爆発、マグマ水蒸気爆発に伴う「噴石」「降灰」 

 マグマ噴火に伴う「溶岩流」「溶岩ドームの形成」「火砕流(火砕サージ)」 

 降灰後の降雨に伴う「土石流」 

※山体崩壊及びプリニー式噴火については発生頻度が低いこと、また規模も大きく火山砂防で対策を行うこと

が現実的に難しいため対象としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 雲仙岳の過去の噴火火口と想定火口範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 

 

    想定火口範囲 

想定火口（溶岩流・火砕流の計算開始点） 

火口の可能性のある地形 

1663（寛文 3）年の火口（歴史記録） 

1792（寛政 4）年の火口（歴史記録） 

1991～1995（平成 3～7）年の火口（実績観測） 

普賢岳ステージの推定火口位置 
本部体制

関係機関の情報共有

火山監視機器の整備等

避難体制のあり方火山防災ｽﾃｰｼｮﾝの機能強化

緊急支援資材の備蓄

緊急対策施設の施工

その他、火山防災対策
（関係機関、地方自治体等）

火山噴火緊急減災対策砂防
（砂防部局）

ハザードマップ火山情報等
噴火シナリオ

共通の土台

・
・
・
・

連携
と
役割
分担

噴火時等の避難に係る火山防災体制

・
・
・
・

表-1 想定される噴火シナリオ 
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図-3 発生が想定される現象による想定影響範囲 

 

 

【土石流による影響範囲】 【火砕流による影響範囲】 
【溶岩流による影響範囲】 
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3 緊急減災対策の対象とする現象と対策方針 

3.1  対策方針 

各現象に対する緊急ハード対策・緊急ソフト対策での対策方針を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  緊急ハード対策 

雲仙岳におけるハード対策一覧を以下に示す。土石流を対象とし、既設えん堤を活用した対策とする。 

表-3 雲仙岳における緊急ハード対策一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  緊急ソフト対策 

①緊急ソフト対策の基本方針 

緊急ソフト対策は、対応すべき現象に対して以下の２点を目的として実施する。 

・ 緊急ハード対策実施上の安全確保（土石流のみ） 

・ 避難対策を支援するための情報提供 

②監視観測機器の緊急整備 

雲仙岳における監視観測機器の緊急整備内容一覧を下表に示す。 

表-4 監視観測機器の緊急整備内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  火山噴火時の緊急調査 

 火山噴火時に、効率的な対策の実施や緊急ハード対策工事の安全確保と住民の避難対策に資するため、必要

な情報を適時把握することを目的として緊急調査を実施する。 

 

3.5  平常時からの準備事項 

①平常時の準備項目 

緊急時に効率な対策を行うため、平常時から各対象渓流で下表の準備を行うこととする。 

雲仙普では、緊急ハード対策として既設堰堤の除石を実施するため土砂仮置き場の確保が必要であることから、

土砂仮置き場の候補地について地権者と協議を行うことが特に重要である。 

 

②役割分担と火山防災体制 

 災害時の役割分担について、連携機関と個別または合同で平常時から協議を実施していくこととする。 

表-5 平常時からの準備事項と連携機関 

 

表-2 対策方針 

渓流 対策 数量

水無川1号砂防堰堤（国）の除石
除石量　1,000,000m³
（W=300m、L=430m、平均D＝8.0m）

水無川1号砂防堰堤直下の導流堤の嵩上げ
コンクリートブロック、大型土のう
（L=900m、平均H＝1.0m）

中尾川 中尾川4号砂防堰堤（県）の除石
除石量　135,000m³
（W=70m、L=275m、平均D＝7.5m）

湯江川 湯江川1号砂防堰堤（国）の除石
除石量　154,000m³
（W=115m、L=550m、平均D＝2.5m）

深江川 火山2号砂防堰堤（県）の除石
除石量　29,800m³
（W=40m、L=285m、平均D＝3.0m）

梶木川砂防堰堤（県）の除石
除石量　25,400m³
（W=80m、L=100m、平均D＝3.5m）

内野第1砂防堰堤（県）の除石
除石量　14,500m³
（W=40m、L=240m、平均D＝2.0m）

内野第2砂防堰堤（県）の除石
除石量　19,400m³
（W=50m、L=145m、平均D＝3.0m）

災関砂防堰堤（県）の除石
除石量　142,000m³
（W=55m、L=540m、平均D＝5.0m）

水無川

土黒川

平常時 緊急時 平常時 緊急時

降灰後の降雨
に伴う土石流

・降灰分布、降雨予測等から規模や発生位置を推定
することができ、構造物による減災が可能。
・火山活動の推移を考慮して、無人化施工を活用し、
可能な限り現況施設の除石や嵩上げ行い、頻発する
土石流の被害を減災する。

・降灰範囲、降雨状況によって発生渓流、時期を推定
する。
・土石流センサー等による発生検知と影響範囲の予
測・周知を行う。

○ ○ ○ ○

溶岩流

・規模が大きく、溶岩流の制御は不可能なため、ハー
ド対策の対象としない。
・放水による冷却固定による減勢等の対策について
は、今後、対策効果を確認しながら、対策方法の検討
を行っていく。

・流下状況の監視、影響範囲と到達時間の影響範囲
の予測・周知を行う。

× × ○ ○

火砕流

・規模が大きく、流下速度も速い高温の流れであり、
ハード対策の手法が確立されていないため、ハード対
策の対象としない。
・熱風防護柵については、今後の技術開発を鑑みて利
用の検討を行っていく。

(火砕サージ)

・気体を多く含む希薄な流れであり、ハード対策の手
法も確立されていないため、ハード対策の対象としな
い。
・熱風防護柵については、今後の技術開発を鑑みて利
用の検討を行っていく。

溶岩ドーム
の形成

・火口付近における現象であり、ハード対策が不可能
であるため、ハード対策の対象としない。

・人命被害防止を目的とした監視カメラ等による現状確
認を実施する。

× × ○ ○

噴石
・火口からの飛散、降下物であるため、砂防における
ハード対策の対象としない。

・人命被害防止を目的とした監視カメラ等による現状確
認を実施する。

× × ○ ○

降灰
・火口からの飛散、降下物であるため、砂防における
ハード対策の対象としない。

・人命被害防止を目的として、降灰量調査等による現
状確認を実施する。

× × ○ ○

× × ○ ○
・発生が想定される場合は影響範囲の予測・周知を行
う。

噴火に伴う現象

砂防部局による緊急対策の対応方針 砂防部局による対応

ハード対策 ソフト対策
ハード対策対応方針 ソフト対策対応方針

流域 監視機器の整備 情報通信の整備

水無川
現況監視カメラが火砕サージ等により被災した場合は、位置を変更して設置を検討する。
(平常時に下流域の現況監視カメラ統廃合）

-

中尾川 現況監視カメラが火砕サージ等により被災した場合は、位置を変更して設置を検討する。 -

既存施設(緊急ハード対策予定箇所)への監視カメラ新設

既存施設(緊急ハード対策予定箇所)上流への土砂移動検知センサーの新設

現況監視カメラが火砕サージ等により被災した場合は、位置を変更して設置を検討する。 -

既存施設(緊急ハード対策予定箇所)への監視カメラ新設

既存施設(緊急ハード対策予定箇所)上流への土砂移動検知センサーの新設

土黒川 既存施設(緊急ハード対策予定箇所)上流への土砂移動検知センサーの新設
有線・無線LANを緊急設置
し既設光ケーブルへ接続

湯江川

深江川

有線・無線LANを緊急設置
し既設光ケーブルへ接続

有線・無線LANを緊急設置
し既設光ケーブルへ接続



雲仙普賢岳溶岩ドーム崩壊時の影響範囲について 

  「雲仙普賢岳溶岩ドーム崩落に関する危険度評価検討委員会」「雲仙・普賢岳溶岩ドーム崩壊に関

する調査・観測及び対策検討委員会」資料より抜粋・一部情報更新 

 

1 溶岩ドーム崩壊の危険性 

■光波計測によると、溶岩ドームに設置したプリズムが 18 年間で南東方向に約 1.2m 移動しており、溶

岩ドーム崩壊の危険性が確認されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 崩壊規模の想定 

■目視による亀裂部、応力解析による応力集中箇所、溶岩ローブの境界部、噴火前の地山との境界部等

を参照し、想定される崩壊ケースを 5ケース想定した。 

表-2 溶岩ドーム崩壊ケース 

CASE 想定崩壊 崩壊位置の根拠 崩壊土砂量 
（万ｍ3） 

1 第１１ローブ J1 亀裂部より下方の亀裂部より崩壊 目視による亀裂 768 

2 第１１ローブのＪ１亀裂部より下部が崩壊 応力解析結果 1,024 

3 第１１ローブと第４ローブの境界より上部全体が崩壊 溶岩ローブの境界 1,792 

4 崩落堆積物と第４ローブの境界より上部が崩壊 溶岩ローブの境界 3,200 

5 噴火前の地山の境界で崩壊 噴火前地山との境界 5,376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

模式断面の測線

崩壊諸元 
Ｌ＝1000m,W＝320m,H＝100m 

Ｌ＝700m 

ＣＡＳＥ ３ 
第１１ローブと第４ローブの境界より上部全体が崩壊  1792万m3 

第４ローブ 

第１１ローブ 

崩壊諸元Ｌ＝700m,W＝320m,H＝80m 

J1亀裂部 

Ｌ＝400m 

崩壊諸元Ｌ＝400m,W＝320m,H＝80m 

Ｌ＝300m 崩壊諸元 
Ｌ＝300m,W＝320m,H＝80m, 

図-2 崩壊規模の模式図 

ＣＡＳＥ 1 
第１１ローブJ1亀裂部より下方の亀裂部より崩壊 768万m3

ＣＡＳＥ ２ 
第１１ローブのＪ１亀裂部より下部が崩壊  1024万m3 

ＣＡＳＥ ４ 
崩落堆積物と第４ローブの境界より上部が崩壊  3200万m3 

ＣＡＳＥ ５ 
噴火前の地山の境界で崩壊  5376万m3 

崩落堆積物 

第４ローブ 

噴火前の地山 

第１１ローブ 

第１１ローブ 

J1亀裂部より下方の亀裂部 

J1亀裂部 

Ｌ＝1000m Ｌ＝1200m 

崩壊諸元 
Ｌ＝1200m,W＝320m,H＝140m 

CASE3 第１１ローブ全体が崩壊 

L=700m

L=400m 

L=300m

W=320m 

（斜距離） 

（斜距離） 

（斜距離） 

図-1 溶岩ドームの変位 
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3 可能性の高いドーム崩壊規模の想定 

■第 11 ローブ底部の溶岩に対するシュミットハンマーによる現地試験により、底部の強度が上部の 1～

2 割程度であり上部に比べて弱いことを確認。 

■空中物理探査により、第 11 ローブ底部は比抵抗が高く、緩みが著しいことを確認。 

■第 11 ローブ底部の強度が弱いことから、可能性の高い崩壊形状として CASE3 を想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 数値シミュレーションによる影響範囲想定（H24 時点施設・嵩上げ未整備） 
(1)  岩屑なだれ 

■発生可能性の高い CASE3(崩壊土砂量 1,792 万 m3）の場合、国道 57 号付近において流動深 2m 程度の氾

濫被害が発生。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■想定される最大規模である CASE5(崩壊土砂量 5,376 万 m3）の場合、国道 251 号付近までの広範囲に流

動深 10m 程度の氾濫被害が発生。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  岩屑なだれによって流域が荒廃した状況での土石流 

■溶岩ドーム崩壊(CASE3)後に水無川砂防基本計画で想定する降雨と同規模の降雨で土石流が発生した場

合、砂防えん堤右岸部を偏流が越流し、流動深 2m 程度の氾濫被害が発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図-3 溶岩ドーム内部の比抵抗と末端部の強度 

比抵抗(Ωm)

図-6 溶岩ドーム崩壊後の土石流による影響範囲 

図-4 CASE3 崩壊時の岩屑なだれの影響範囲 

図-5 CASE5 崩壊時の岩屑なだれの影響範囲 



5 数値シミュレーションによる影響範囲想定（水無川 1 号・2 号砂防堰堤嵩上げ時） 

 

■水無川 1号・2号砂防堰堤嵩上げ時には CASE3 崩壊時の岩屑なだれ・土石流の被害が解消 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7  CASE3 崩壊時の岩屑なだれの影響範囲（左：H24 時点施設、右：施設嵩上げ時（現計画）） 

嵩上げ部 

嵩上げ部 

図-8  溶岩ドーム崩壊後の土石流による影響範（左：H24 時点施設、右：施設嵩上げ時（現計画）） 

氾濫解消 

氾濫解消 



南南島原市南島原市南島原市

平成新山 平成新山 平成新山 

石割山 石割山 石割山 

国見岳 国見岳 国見岳 

普賢岳 普賢岳 普賢岳 
妙見岳 妙見岳 妙見岳 

野岳 野岳 野岳 

矢岳 矢岳 矢岳 

岩床山 岩床山 岩床山 

稲生山 稲生山 稲生山 

天狗山 天狗山 天狗山 

舞岳 舞岳 舞岳 

レベル５（避難）：

　危険な居住地域からの

　避難

レベル４（避難準備）： 

　警戒が必要な居住地域

　での避難準備。要援護

　者は避難等。

レベル３（入山規制）：

　火口から概ね２～2.5

　km以内立入禁止。

　　 の範囲内   

レベル２（火口周辺規制）：

　火口から概ね２km以

　内の立入禁止。

　  の範囲内 

レベル１（活火山である

　　　　ことに留意）：

　警戒区域への立入り規

　制等。 

●噴火警戒レベルに応じて

　下記のような防災対応が

　必要になります。

：一般道 

：登山道 

：平成新山 

：居住区域 

■この図は気象庁作成の、雲仙岳の居住地域等の分布とレベルに応じた規制範囲図をもとに長崎県、雲仙市、南島原市、島原市と調整して作成してい

　ます。

■各レベルにおける具体的な規制範囲等については、地域防災計画等で定められていますので、詳細については長崎県、雲仙市、南島原市、島原市に

　お問い合わせください。

＊平成新山から噴火することを想定していますが、噴火の状況によっては、異なる火口から噴火する場合もあります。

レベル３（２km）の規制箇所 

レベル３（2.5km）の規制箇所 

レベル２の規制箇所 

噴火警報等で発表する

雲仙岳の

－火山災害から身を守るために－

■雲仙岳 噴火警戒レベルに対応した規制範囲
雲仙岳 南東側上空から撮影 九州地方整備局の協力による

福岡管区気象台火山監視・情報センター
TEL：092-725-3606 http://www. jma-net.go. jp/fukuoka/

■長崎海洋気象台 観測予報課　TEL：095-811-4869
http://www. jma-net.go. jp/nagasaki/

3km

4km

火口から1km

火口から2km

雲仙温泉 雲仙温泉 雲仙温泉 

九千部岳 九千部岳 九千部岳 

雲 仙 市 雲 仙 市 雲 仙 市 

七七面山 七面山 七面山 

島 原 市 島 原 市 島 原 市 

火口から2.5km

噴火警戒レベル噴火警戒レベル噴火警戒レベル噴火警戒レベル

噴火警戒レベル噴火警戒レベル噴火警戒レベル噴火警戒レベル
●噴火警戒レベルとは、噴火時などに危険な範囲や必要な防災対応を、

レベル１から５の５段階に区分したものです。

●各レベルには、火山の周辺住民、観光客、登山者等のとるべき防災行

動が一目で分かるキーワードを設定しています（レベル５は「避

難」、レベル４は「避難準備」、レベル３は「入山規制」、レベル２

は「火口周辺規制」、レベル１は「活火山であることに留意」）。

●対象となる火山が噴火警戒レベルのどの段階にあるかは、噴火警報等

でお伝えします。

問
い
合
わ
せ
先

0 2km1

気象庁
Japan Meteorological Agency

この図は、国土地理院発行の２万
５千分の１地図画像、数値地図50
ｍメッシュ（標高）およびカシミー
ル3Dを使用して作成しています。



平成19年12月１日運用開始

●噴火が発生し、噴石や火砕流、溶岩流が居住地域
　に到達、あるいはそのような噴火が切迫している。

６月８日、９月15日：火砕流が約5.5kmまで到達

６月３日：火砕流が約4.3kmまで到達

５月26日：火砕流が約2.5km（居住地域の近く）ま

　　　　　で到達

1991年噴火の事例

●火口から概ね２km以内に噴石や火砕流、溶岩流が

　到達、あるいは予想される。

５月20日以降：溶岩ドームが成長し、崩落による火

　　　　　　　砕流の可能性

２月12日：マグマ水蒸気爆発の開始

溶岩流が火口から約１kmまで到達（古焼溶岩）

●小噴火が発生し、火口から概ね１km以内に噴石飛散。

11月17日：最初の小噴火

●小噴火の発生が予想される。

８月30日：火山性微動増加

７月11日：火山性地震増加

７月４日：火山性微動発生

●火山活動は静穏。

●火砕流が発生し、さらに溶岩ドームが成長した場

　合には居住地域まで到達すると予想される。

５月24日以降の多数の火砕流

●噴火活動の高まり等により、噴石が居住地域に飛

　散するような噴火の発生が予想される。

６月11日：爆発的噴火、山麓に噴石飛散

●溶岩流が発生し、噴火がさらに継続すると居住地

　域まで到達すると予想される。

溶岩流が火口から約３kmまで到達（新焼溶岩）

注１）ここでいう噴石とは、主として風の影響を受けずに飛散する大きさのものとする。

注２）ここでいう火砕流は、溶岩ドームの崩落に伴って発生する様式を想定している。

各レベルにおける具体的な規制範囲等については地域防災計画等で定められています。各市町村にお問い合わせください。

■最新の噴火警戒レベルは気象庁HPでもご覧になれます。

　http://www. jma.go. jp/jp/volcano/

雲仙市市民生活部市民安全課
0957-38-3111

南島原市総務部総務課
050-3381-5020

島原市市民生活部生活安全グループ
0957-62-8022

雲仙岳の噴火警戒レベル

1792年２月噴火の事例

1663年12月噴火の事例

1991年噴火の事例

1990年噴火の事例

1990年の事例

1991年噴火の事例

1991年噴火の事例

気象庁
Japan Meteorological Agency

平成25年３月

レベル
（キーワード）

予報
警報

対象
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噴
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報
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報

噴
火
予
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側

火
口
か
ら
居
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地
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く
ま
で

火
口
周
辺

火
口
内
等

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

想定される現象等

５

４

３

２

１

（
避
難
）

（
避
難
準
備
）

（
入
山
規
制
）

（
火
口
周
辺
規
制
）

（
活
火
山
で
あ
る

　

こ
と
に
留
意
）

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。

危険な居住地域

からの避難等が

必要。

警戒が必要な居

住地域での避難

の準備、災害時

要援護者の避難

等が必要。

住民は通常の生
活。状況に応じて
災害時要援護者
の避難準備等。
登山禁止や入山
規制等危険な地
域への立入規制
等。

住民は通常の生

活。

火口周辺への立

入規制等。

状況に応じて火

口内への立入規

制等。

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

（可能性が高まって

いる）。

居住地域の近くまで

重大な影響を及ぼす

（この範囲に入った

場合には生命に危険

が及ぶ）噴火が発生

、あるいは発生する

と予想される。

火口周辺に影響を及

ぼす（この範囲に入

った場合には生命に

危険が及ぶ）噴火が

発生、あるいは発生

すると予想される。

火山活動は静穏。
火山活動の状態によっ
て、火口内で火山灰の
噴出等が見られる（こ
の範囲に入った場合に
は生命に危険が及ぶ）。







島原市 南島原市 雲仙市
［内科］ 深江町 国見町

◎ 島原病院 下川尻町７８９５ ６３－１１４５ ◎ 泉川病院 丁２４０５ （下市場） ７２－２０１７ 松尾胃腸科外科 土黒甲５７－１ （北下原）
◎ 柴田長庚堂病院 中堀町６８ ６４－１１１１ 布井医院 丙６３７ （川 原） ７２－５１１１ 梅津医院 土黒甲４３９－１ （北下原）

松岡病院 江戸丁１９１９ ６２－２５２６ しろの医院 丙５４０ ７２－５０００ 太田整形外科 多比良乙４３３－１ （船津西）
池田病院 湖南町６８９３－２ ６２－５１６１ 松本内科医院 神代己２５７ （東 里）
八尾病院 城内一丁目１１９３ ６２－５１３１ 布津町 本田医院 神代乙３４４ （川 東）
林医院 津町４０９－１５ ６２－６６５７ 明島整形外科医院 乙１８９５ー２ （大 崎） ７２ー２０２３ 佐藤医院 神代丙４１４－１ （下古賀）
魚住医院 城内一丁目１２１０ ６３－２２８６ 池田医院 甲１ （野 田） ７２－２８０２
喜多医院 弁天町二丁目７３８９ ６２－５１０１ 瑞穂町
たかお循環器科内科 加美町１０１３ ６２－６３００ 有家町 小児科長田医院 伊福乙１２２ （高 田）
坂本内科医院 新和町丁２６７０ ６３－４６４１ 坂上整形外科医院 山川３７８ （島 田） ８２－１８２２ 前田内科胃腸科 西郷辛１５６ （船 津）
かわはらクリニック 坂上町７５３４－１ ６２－５４１３ 池田循環器内科 山川３４７ （平 野） ８２－０９９３ よこた医院 西郷辛１１７２ （伊 古）
おかもと医院 柏野町１６４４－１ ６５－０５００ 小嶺整形外科クリニック 中須川１９５－１ ８２－１７５５
木下呼吸器内科医院 中野町丙２２－１ ６４－５８５１ つねおかクリニック 久保２１－１ ８２－２２４８ 小浜町

◎ 公立新小浜病院 南本町９３
石橋こどもクリニック 新町一丁目２０５－１ ６５－０００８ 西有家町 木戸医院 北本町２８
宮田小児科医院 上の原二丁目６２９４－１ ６２－５０４５ いざき眼科医院 里坊１１８ （上里坊） ８２－２０５１ 松藤医院 北本町３５
水田小児科医院 新和町丁７ ６２－７１７７ 内田医院 須川１６６６－1 （風呂川） ８２－２２２５ 副島内科クリニック 北本町１１－５
しろたに内科クリニック 北門町１０３－５ ６５－０２２２ 永田内科泌尿器科 須川６３－１ （中新町） ８２－０８３２ ひらゆ医院 北野１０６９
わたなべ内科クリニック 中安徳町４３６４ ６２－１５１５ 石川内科医院 里坊２５－１ （畠田原） ８２－８８２２ 木戸医院 北本町２７
なおみレディースクリニック 北安徳町３０６４番地１ ６１－１４００ いその産婦人科医院 須川１７９２ （風呂川） ８２－２４３０ 馬場医院 雲仙３８１

「外科］ 北有馬町 南串山町
稲田整形外科医院 片町６５５ ６２－６３５５ 北有馬クリニック 己７６０－１ （郷 倉） ６５－７１００ 菅耳鼻咽喉科医院 甲２２３２-３
いとう整形外科医院 広馬場町３７３－１ ６１－０１１０ さとう内科医院 丁３３－１ （今 福） ８４－３１０３ 菅医院 泌尿皮膚科 甲２２３２
山口外科胃腸科医院 大手原町甲２３０４－２ ６２－３２００ 京泊馬場医院 丙９８９９－１
酒井外科胃腸科医院 宮の町５０－１ ６２－６６５５ 南有馬町
土井外科胃腸科医院 中町８２３ ６２－６３０５ 本多南光堂医院 丁４１０ （町 口） ８５－２００２ 千々石町
島原整形外科西村クリニック 下川尻町７９０４－１１ ６２－０８８８ 菜の花クリニック 乙１５６５－１ （築山） ８５－３６９０ 堀川内科医院 戊１９６－３

中村医院 乙２２７４ （上町） ８５－２１５２ 天野医院 甲６７７
浦上病院 甲１２８５－１ （向小屋） ８５－３５０８ くさの循環器内科 戊６０５

「産科・その他］
島原マタニティー病院 新町二丁目２８７ ６２－７１１１ 口之津町 愛野町
山崎産婦人科医院 湊町３５０ ６４－１１０３ ○ 哲翁病院 甲１１８１ （八坂町） ８６－３２２６ ◎ 愛野記念病院 甲３８３８－１
稲田産婦人科医院 加美町９９９ ６３－１２５１ 口之津病院 丁５６１５ （木之崎） ８６－２２００ 松本医院 乙５９９
内田産婦人科医院 弁天町二丁目１２９１ ６２－２５６０ 植木内科医院 甲１６４２ （仲 町） ８６－２０７１ 愛野診療所 乙３３０

山北クリニック 甲２１６５－１ （栄 町） ８６－４５２３ 中村眼科医院 乙５５７－１
前田泌尿皮膚科医院 新田町５８７－２ ６２－６５０１ しおた内科胃腸科 甲２１４６ （栄 町） ８６－４４４３
宮崎医院 上の町９６９ ６２－２２５８ 渡部眼科医院 丙２０９１－１ （真 米） ８６－２２０５ 吾妻町

安藤病院 牛口名３５３－２
松田皮膚科医院 新町一丁目２０９ ６２－２０３４ 永吉医院 本村名２３４
松下皮膚科医院 新馬場町８５２－２ ６２－６５５６ 加津佐町
中村眼科医院 中町８２９ ６２－３９２６ 栗原医院 己２５６１ （大和町） ８７－２０２８
こみね眼科 中安徳町丁４３１０ ６５－０００１ 森 医院 己３２５９－１ （東上町） ８７－３０００ 管 外
山口耳鼻咽喉科医院 湊町７６ ６２－７１５１ 三次 長崎大学病院 坂本町１－７－１ （０９５）
内田耳鼻咽喉科医院 弁天町二丁目１２９１ ６２－２５６０ 三次 長崎医療センター 久原２－１００１ （０９５７）

精神科
高城病院 中野町丙１１６５ ６２－３１０５
島原保養院 南下川尻町８１８９－２ ６２－２９６９
ストレスクリニックウイング 片町６４３ー２ ６２－００３０

有明町
貴田病院 大三東戊７９０－２ ６８－００４０
有明共立診療所 大三東戊１３２５－１ ６８－０２６９
くすのきクリニック 大三東戊１３６５－１ ６８－５５００
山内眼科クリニック 大三東戊１１０-1 ６８－５８１１

病 院 一 覧 表

二次（救急告示） ◎
二次（救急告示ではない） ○
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７８－１０００
７８－５１５６
７８－５４１３
６５－３３３３
７８－２７６８
７８－５５５５

７７－３６２２
７７－３０８９
７７－２０００

７４－２２１１
７４－２０４６
７４－２００６
７４－３７００
７４－５８３３
７４－２０４６
７３－３６６６

８８－３１３１
８８－３１５１
８８－２０５０

３７－３２０５
３７－２０１５
３７－６０５０

３６－００１５
３６－００５３
３６－０００９
３６－１０６０

３８－２１５２
３８－２０１５

８１９－７２００
５２－３１２１
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