那須岳火山防災合同訓練について
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調査課

（〒321-1414 栃木県日光市萩垣面 2390）.

那須岳（茶臼岳）は、噴火活動が続いており、
那須岳（茶臼岳）は、噴火活動が続いており、有史以降の噴火
有史以降の噴火1）では、１４１０年の噴火にともな
では、１４１０年の噴火にともなう
融雪型火山泥流が発生し１８０余人の死者が出たという記録が残っている。那須岳は火山活動活発化の予
融雪型火山泥流が発生し１８０余人の死者が出たという記録が残っている。 那須岳は火山活動活発化の予
測が困難であり、一度噴火すると周辺住民の生命・財産に多大な影響を与えると共に、高速道路や新幹線
といった重要交通網にも多大な影響を与える。このため 、那須岳火山噴火緊急減災対策
対策砂防計画を定め、
砂防計画を定め、
噴火に伴う土砂災害の軽減・防止を実施している。
噴火に伴う土砂災害の軽減・防止を実施している。その中のソフト対策の一部として避難対策の支援があ
その中のソフト対策の一部として避難対策の支援があ
り、関係機関との情報共有・情報提供・情報伝達の合同訓練を実施することで、被害のできる限り軽減す
り、関係機関との情報共有・情報提供・情報伝達の合同訓練を実施することで、 被害のできる限り軽減す
ることを目的としている。

キーワード 那須岳， 火山噴火，減災対策，合同訓練

場、スキー場、遊園地などが広がり、
場、スキー場、遊園地などが広がり、有数の観光地とな
有数の観光地とな
っている。さらにロープウェーイを利用した那須岳（茶
臼岳）への登山も盛んで、冬期を除いては火口周辺に絶
那須岳（那須火山群）は、栃木県・福島県境に位置し、 えず人がいる状況にある。なお近隣には
えず人がいる状況にある。なお近隣には小学校が
小学校が位置し
位置し、
南月山・那須岳（茶臼岳）・朝日岳・三本槍岳・甲子朝
那須岳（茶臼岳）より東南方向には、
那須岳（茶臼岳）より東南方向には、重要交通網となる
重要交通網となる
日岳からなる
日岳からなる成層火山の集合体である。このうち那須岳
成層火山の集合体である。このうち那須岳
東北自動車道、東北新幹線等が存在している。（図－１）
（茶臼岳）については現在も噴気活動を行っており、近
年では１９６３年の噴火、有史以降の噴火1）では１４
2. 那須岳火山噴火緊急減災対策砂防計画とは
１０年の噴火で１８０余人の死者が出たとされており、
大規模な噴火災害が発生したことで知られている。
栃木県は那須岳の火山噴火に伴う土砂災害に対して、
「火山砂防基本計画（案）」（１９９５～１９９６年度）
に基づいて、火山砂防事業と火山噴火警戒避難対策事業
を進めている。しかし想定される土砂移動は大規模で、
影響が及ぶと想定される全渓流に対して、目標とする砂
防設備等の整備を完了するまでには、長期間かつ莫大な
費用を要する。
火山活動活発化の予測が困難であり、火山砂防設備等
の整備途中において噴火が発生すると、地域住民の生
命・財産に多大な影響を与えると共に重要交通網である
東北自動車道・東北新幹線等にも影響を与える。
東北自動車道・東北新幹線等にも影響を与える。そのた
そのた
め２０１３年度に栃木県・国土交通省により「那須岳火
山噴火緊急減災対策
山噴火緊急減災対策砂防計画」
砂防計画」を策定し、保全対象への
を策定し、保全対象への
図-１ 那須岳位置図
被害や影響を可能な限り軽減を図る為、緊急時の調査、
那須岳周辺
那須岳周辺は栃木県那須町、那須塩原市、福島県白河
は栃木県那須町、那須塩原市、福島県白河
緊急ハード対策、緊急ソフト対策ならびにこれらを実行
市、西郷村、下郷町が立地しており、
市、西郷村、下郷町が立地しており、温泉施設
温泉施設、ゴルフ
する為の平常時からの準備を実施している。
する為の平常時からの準備を実施している。

1. 那須岳の概要
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緊急減災対策で対象とする現象・規模に対し、短期間
で施工せざる得ない緊急ハード施設効果には限界がある。
そこで、大規模な現象に対してはソフト対策が主体とな
る。噴火時の影響を軽減するためには、噴火状況に応じ
た緊急ハード、ソフト対策を適切に組み合わせていく必
要がある。（図－２）

3. 緊急減災対策の基本方針

火山活動の高まりや噴火の開始など、噴火に伴う土砂
災害発生の危険性が察知される場合に、状況に応じた緊
急対策を進めるため「緊急調査」を実施する。また保全
対象への直接被害を軽減するため「緊急ハード対策」を
実施する。さらに避難対策を支援するための情報提供と、
4. 緊急調査について
緊急対策工事実施時の安全確保等を目的とした「緊急ソ
フト対策」を実施する。これらの緊急対策を効率よく実
施するため、「平常時から進めておくべき準備事項」を
噴火時においては、国土交通省が法律に基づいて実施
する緊急調査に加え、砂防部局（栃木県、福島県、国土
設定する。
交通省）が実施する調査項目を検討して、国と県が連携
を図ることとする。
(1) 緊急調査について
砂防部局で対応すべき土砂移動現象（融雪型火山泥流、 (1) 土砂災害防止法による緊急調査
降灰後の土石流）に対して、緊急減災対策を効果的に実
土砂災害防止法では、火山灰等の堆積によって
土砂災害防止法では、火山灰等の堆積によって大規模
火山灰等の堆積によって大規模
施するための基礎情報を得ることを目的として、既存施
な土砂災害が急迫した危険性が予想される場合は、国土
設の状況や地形変化などを緊急調査を実施する。
交通省が緊急調査を実施して、その結果に基づき被害の
火山活動そのものに特化した事項（例えば地震計・傾
想定される区域・時期の情報（土砂災害緊急情報）を市
斜計等によるマグマの動きの把握等）は、気象庁および
町村へ通知し、一般に周知することとなっている。（図
学識者と連携して情報を収集し、土砂災害対策について
－３）
は砂防部局が検討する。
改正土砂災害防止法による降灰量の緊急調査および土
砂災害緊急情報の発表に関し、次の内容について実施す
(2) 緊急ソフト対策について
緊急ソフト対策の実施に際しては、那須岳火山防災協
る。「降灰調査」、「危険渓流の抽出」、「氾濫解析」、
議会と連携するなどして関係機関と情報共有を図り
議会と連携するなどして関係機関と情報共有を図り、状
「調査結果の公表」、「土砂災害緊急情報の通知」
況の的確な把握と適時の判断・対応実施に役立てる。い
ずれの場合でも、各関係機関や緊急対策工事現場などと
密接な情報交換を行い、情報が錯綜しない様に注意する。
(3) 緊急ハード対策について
実施に対して、対策実施主体、対策実施場所の優先度、
対策工法の優先度、対策工に求める機能、対策工種・構
造、施工作業時の重要留意事項を考慮する。
(4) 平常時からの準備事項について
対策を実施する際に必要となる手続きや調整事項など
を把握しておく。平常時から進めておくことによって緊
図-３ 土砂災害防止法に基づく「緊急調査」及び「土砂災
急時の実効性が高まる事項について、実施しておくべき
害緊急情報」概要
準備事項とその内容を整理しておく。
【砂防部局】

大規模噴火

(2) 火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン
火山噴火時に、その状況を把握し緊急的な対策を検討
するための調査など、火山活動の活発化を受けて実施す
る調査の内容・方法について、的確な危機管理対応に資
するように検討する。なお、調査にあたっては、必要に
応じて、国の機関と都道府県が連携して実施する。
応じて、国の機関と都道府県が連携して実施する。主と
主と
なる調査内容は次のとおりとなる。「噴火後の地形把
なる調査内容は次のとおりとなる。「噴火後の地形把
握」、「被災想定シミュレーションのためのパラメータ
把握」、「既存砂防施設の点検」、「対策方針検討のた
めの社会的な条件」、「噴火後の危険度の検討」、「緊
急時に実施する対策の施工条件の把握」

ソフト対策
（監視カメラ、空
振計、地震計等
による火山の監
視、火山防災協
議会等）

緊急ソフト対策
（土石流検知セン
サー、監視カメラ等
の機器配置、住民
の避難対策に資す
るハザードマップ、
情報提供など）

中規模噴火

小規模噴火

【関係機関】

緊急ハード対策
（導流堤、除石、流木
対策等）

連携

平常時のハード対策

平常時

監視機器等
の維持管理

既設砂防施設

●ハード対策

●ソフト対策

図-２ 緊急ハード・ソフト対策の組み合わせイメージ
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イムハザードマップを自治体へ提供することなどにより、
避難支援を行う。

5. 緊急ソフト対策
緊急ソフト対策は、「火山監視機器の緊急的な整
備」、「噴火時のリアルタイムでのハザードマップ作
成」、「情報配信システムの整備」など緊急対策工事の
安全確保や避難対策を支援するための情報提供について
火山活動の推移に応じて実施する。
監視観測機器や幹線となる情報通信網の設置は、平
常時から整備しておくことを基本とし、緊急ハード対策
に応じた監視機器と情報通信網の緊急的な整備を行う。
基本対策施設と緊急ソフト対策施設の組合せによる効
果増大を図る為、併せて基本対策施設の整備を実施
、併せて基本対策施設の整備を実施する。
（図－４）
砂防部局では、緊急時における火山活動状況を判断
するための情報や避難対策を支援するために、各関係機
関と連携して平常時から関係機関の連携・情報共有を進
める。噴火発生時には、
める。噴火発生時には、那須岳において発生が想定され
那須岳において発生が想定され
る土砂移動現象（降灰、火砕流、土石流、融雪型火山泥
流など）に対し、必要な情報を地方自治体に提供する。
（図－５）
目 的

項 目

避難対策の支援

平常時～前兆現象発生時

【砂防部局】

【自治体】

(プレアナリシスハ
ザードマップ作成・
提供)

(活用)

・あらかじめ想定した条
件での泥流の影響把握
を目的とした数値シ
ミュレーションを実施
・避難対策支援として自
治体へハザードマップ
の提供

図-６ リアルタイムハザードマップの作成・活用（余裕時
間の少ない噴火前）

・リアルタイムハザードマップの提供
（気象庁、関係機関と連携）

火山噴火発生時

・通信網の整備
避難対策支援
体制の整備 ・情報集約、共有体制の整備
・火山活動監視機器の整備

【砂防部局】

火山監視機器
・土砂移動検知機器の整備
の整備

緊急対策工事の
安全確保

・避難所・避難ルー
ト・注意点を確認
・上記の情報を盛り
込んだ住民配布資
料を作成・配布

b)噴火後の状況把握後：リアルタイムアナリシス型
降灰状況・地形変化状況などを考慮した，影響範囲図
の提供（図－７）

実 施 内 容
・火山監視機器の監視情報の提供

情報提供

(1) リアルタイムハザードマップの提供
噴火時には，次の 2 種類のハザードマップを利用し，
緊急対策砂防の基礎資料とするとともに，自治体の避難
対策支援のために関係機関へ情報提供を行う。
a)余裕時間の少ない噴火前段階：プレアナリシス型
前兆現象の状況などを考慮して，事前に作成した影響
範囲図を提供（図
範囲図を提供（図－６）

火山活動活
発化に伴う
降灰や地形
変化の発生

・気象観測機器の整備
情報通信シス ・火山監視情報を一元管理するための情報通信
テムの整備
システムの整備

図-４ 緊急ソフト対策の実施内容

(調査)
・現地やヘリによ
る土砂堆積・地
形変化の状況
・降灰分布・量
・施設等の状況

【砂防部局】
(データ収集)
・調査結果より
ハザードマッ
プ作成の必要性
を確認
・地形データ
取得
・降雨データ
取得

【砂防部局】

【砂防部局と自治体】

【自治体】

(リアルタイム
ハザードマップ
作成)

(危険区域ランク分け)

(活用)

・シミュレーション結果
をもとに地元自治体と
砂防部局で危険区域の
ランクわけを実施

・危険区域ランク分けを
もとに避難所・避難
ルート・注意点を確認
・上記の情報を盛り込ん
だ住民配布資料を作
成・配布
・一時帰宅可能範囲の検
討などに活用

・泥流の影響把握を
目的とした数値
シミュレーション
を実施

火山活動に伴う降灰範囲、地形状況、気象条件の変化を把握する（ハザードマップ見直しの繰り返し）。

図-７ リアルタイムハザードマップの作成・活用（噴火後
の状況把握後）

(2) 監視カメラ映像の配信
防災対応に資するため、渓流監視用カメラの映像を関
係機関へ配信する。
(3) リエゾン（情報連絡員）の派遣
県市町へリエゾン（情報連絡員）を派遣する。
図-５ 砂防部局で提供可能な情報

7. 合同訓練について
6. 住民避難支援のための情報提供
日光砂防事務所と栃木県那須町は那須岳火山防災協
議会をとおして、２０１５年度
度より情報伝達訓練、入山
より情報伝達訓練、入山
規制訓練、観光客や登山者、小学生児童の避難訓練を実
施ししてきた。

火山噴火に伴う現象の発生規模は事前の予測が難し
く、砂防施設による対策だけでは限界がある。そこで、
住民の安全確保のために、監視観測した情報やリアルタ
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達過程を確認し、各機関が実施した防災訓練の課題・事
合同訓練の火山噴火想定については、２０１５年度は
例を元に議論を行った。
噴火警戒レベル１から２に、２０１６年度は噴火警戒レ
ベル２から３に、２０１７年度は噴火警戒レベルを３か
ら４に移行し（図－８）、災害事象を１年毎に拡大させ、
避難に関わる情報伝達や入山規制方法に関する関係機関
の合意形成を目的に行った。
２０１７年度の合同訓練については、事前に関係機関
や火山専門家とワーキングを実施し、火山想定の決定、
情報の伝達方法、入山規制の実施手順等の確認を行い、
課題の抽出、対応策を検討した。（写真－１）

写真-２ 警戒区域の指定

(2) 入山規制訓練（実動訓練）
避難情報伝達訓練で確認した入山規制地点について、
実際に現場へ行き、交通規制を行う上で車両の転回が可
能の場所か確認を行い、道路管理者間で調整事項、規制
措置を行う上での課題点を確認した。（写真－３）

図-８ 噴火警戒レベル範囲図1）

写真-３ 規制地点の現地状況確認

(3) 避難・引渡訓練
那須小学校児童全員（３３名）、教諭９名が避難計画
に基づき、避難箇所と仮定された合同訓練会場に避難を
行った。（写真－４）避難を行う過程の移動手段につい
ても避難計画に基づき検証した。
また、引渡訓練では、保護者１４名の方が訓練に参加
し、避難した児童を保護者へ引き渡す過程を確認した。
写真-１ ２０１７年度（平成２９年度）合同訓練

(1) 避難情報伝達訓練
噴火警戒レベル４の規制範囲を図上で確認し、災害対
策基本法第６８条に基づく警戒区域に指定する過程、入
山規制地点の状況を確認した。（写真－２）
また、国土交通省で実施する緊急調査、土砂災害緊急
情報の情報提供手順を確認し、その情報の関係市町村で
の活用方法を確認した。
避難計画に基づく小学校・観光施設への避難情報の伝

写真-４ 小学生児童の避難状況
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8. 火山防災に関する啓発活動
協議会は合同訓練と同時に、火山防災に関する啓
発活動として、火山防災に関する講演会を開催した。
（写真－５）
中村洋一宇都宮大学名誉教授による「那須岳の火山活
動と火山防災」、棚田俊收防災科学技術研究所総括主任
研究員による「那須岳火山を調べる」、福田信夫宇都宮
地方気象台火山防災官による「気象庁が発表する火山に
関する情報」と題して火山防災専門家３名による講演を
行い約３００名の一般住民の方に聴講して頂いた。
また、防災科学技術研究所よる噴火活動の映像や火山
に関するパネル展示（写真－６）、火山灰のサンプル配
布を行い火山に関する説明や一般住人や小学生児童から
の質問の回答を行った。
このほか、栃木県警察本部、栃木県那須塩原警察、那
須地区消防本部、那須町消防団、国土交通省関東地方整
備局宇都宮国道事務所による、パトカー、レスキュー車、
消防車、照明車、災害対策本部車の防災車両展示を行い
（写真－７）、避難訓練に参加した小学生児童、保護者、
講演会聴講者に対し車両説明や車両体験を行った。

写真-７ 防災車両の展示

9. 今後の課題及び方針
合同訓練を実施することにより、各機関が実施する
内容が明確になり機関ごとの課題点や各機関どうしの情
報共有が行えた。また、各機関が同時に現場状況確認を
行う事により問題点の共有が図られた。
しかし現時点では、火山防災に関する認識度や習熟度
について関係機関・職員個人において大きな差があると
思われる。その他にも防災計画・避難計画等を合同訓練
において検証を行っているが、一部分の事象に対して検
証を行ったに過ぎず、今後も色々な事象に対して訓練・
検証を行わなければならない。
本合同訓練を継続的に行う事で、防災計画・避難計画
の検証を行い、計画の改善やマニュアル化を実施する必
要がある。また継続する事により、関係機関との合意形
成が円滑となり、災害時において迅速な対応が期待出来
る。
一般住民に対しても火山防災の重要性を継続的に普
及・啓発する事で、防災意識の向上、迅速な避難行動が
期待出来る。

写真-５ 火山防災に関する講演会
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