(平成27年5月19日現在）
火山

アトサヌプリ

関係
都道府県

北海道

火山防災協議会

アトサヌプリ火山防災協議会

雌阿寒岳火山防災会議協議会

雌阿寒岳

北海道

雌阿寒岳噴火対応計画検討会
（前項の協議会において設置）

大雪山

北海道

大雪山火山防災連絡会

設置

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

最近の主な活動の内容

■防災部局
(北海道)釧路総合振興局地域政策部
■市町村
弟子屈町◎
■気象台
札幌管区気象台、釧路地方気象台
■砂防部局
（国）釧路開発建設部
2015.3.24 （北海道）釧路総合振興局釧路建設管理部
■警察・消防
弟子屈警察署
■火山専門家等
―
■その他
（国）根釧西部森林管理署
（民間）JR北海道釧路支社

■関係機関
平成27年3月24日に協議会設立
（国）オホーツク総合振興局、網走地方気象台、釧路自然環境事務所
・第1回協議会開催 平成27年3月24日
（警察・消防）北海道警察釧路方面本部、釧路北部消防事務所組合消防
本部
（その他）NTT東日本釧路支店、北海道電力釧路支店
（オブザーバー）釧路海上保安部警備救難課、第一管区海上保安本部釧
路航空基地

■防災部局
（北海道）オホーツク総合振興局、十勝総合振興局、釧路総合振興局
■市町村
釧路市◎、足寄町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、美幌町、津別町
■気象台
札幌管区気象台、釧路地方気象台、網走地方気象台
2001.2.27 ■砂防部局
（国）網走開発建設部・帯広開発建設部・釧路開発建設部
（北海道）オホーツク総合振興局網走建設管理部、
十勝総合振興局帯広建設管理部、
釧路総合振興局釧路建設管理部
■火山専門家等
―

■関係機関
（国）網走南部森林管理署、十勝東部森林管理署、根釧西部森林管理
署、釧路自然環境事務所、陸上自衛隊第5旅団
（道）オホーツク総合振興局保健環境部、十勝総合振興局保健環境部、
釧路総合振興局保健環境部
（警察・消防）美幌警察署、本別警察署、釧路警察署、弟子屈警察署、美
幌・津別広域事務組合、池北三町行政事務組合、釧路市消防本部、釧路
北部消防事務組合
（その他）（社）美幌医師会、（社）十勝医師会、（社）釧路市医師会、北海
道電力北見支店・帯広支店・釧路支店、NTT東日本北海道支店・釧路支
店、JR北海道釧路支社
（オブザーバー）北海道警察釧路方面本部・北見方面本部

■防災部局
（北海道）オホーツク総合振興局、十勝総合振興局、釧路総合振興局
■市町村
釧路市◎、足寄町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、美幌町、津別町
■気象台
釧路地方気象台、網走地方気象台
■砂防部局
（国）網走開発建設部・帯広開発建設部・釧路開発建設部
2007.1.29 （北海道）網走建設管理部、帯広建設管理部、釧路建設管理部
■火山専門家等
北海道大学、北海道教育大学、北見工業大学

■関係機関
・雌阿寒岳噴火対応計画検討会
（国）網走南部森林管理署、十勝東部森林管理署、根釧西部森林管理
署、釧路自然環境事務所、陸上自衛隊第5旅団
・雌阿寒岳噴火対応計画検討会 事務局会議
（道）オホーツク総合振興局保健環境部、十勝総合振興局保健環境部、
釧路総合振興局保健環境部
（警察・消防）北海道警察釧路方面本部・北見方面本部、釧路警察署、美
幌警察署、本別警察署、弟子屈警察署、美幌・津別広域事務組合、池北
三町行政事務組合、釧路市消防本部、釧路北部消防事務組合
（その他）（社）美幌医師会、（社）十勝医師会、（社）釧路市医師会、北海
道電力北見支店・帯広支店・釧路支店、NTT東日本北海道支店、JR北海
道釧路支社
（オブザーバー）内閣府、気象庁、国土地理院、札幌管区気象台、北海道
総務部危機管理対策局、北海道立総合研究機構地質研究所、財団法人
前田一歩園財団

■防災部局
（北海道）北海道総務部危機対策局危機対策課、上川総合振興局地域政
策部◎
■市町村
東川町◎、上川町、美瑛町
■気象台
札幌管区気象台、旭川地方気象台
2015.3.12
■砂防部局
（国）旭川開発建設部
（北海道）上川総合振興局旭川建設管理部
■火山専門家等
―

■関係機関
（国）上川中部森林管理署、陸上自衛隊
（警察・消防）北海道警察旭川方面本部、旭川東警察署、大雪消防組合
東消防署

・総会の開催
前年度収支決算、予算承認、事業計画
・登山道の現地調査
・雌阿寒岳上空現地視察
・北海道火山防災サミット実行委員会会議参加
・訓練等の実施
・噴火対応計画検討会の開催

平成27年3月12日に協議会設立
・第1回協議会開催 平成27年3月12日

(平成27年5月19日現在）
火山

十勝岳

樽前山

倶多楽山

有珠山

関係
都道府県

北海道

北海道

北海道

北海道

火山防災協議会

設置

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

最近の主な活動の内容

■防災部局
（北海道）上川総合振興局
■市町村
上富良野町◎、美瑛町
■気象台
札幌管区気象台、旭川地方気象台
1990.4.17
■砂防部局
（国）旭川開発建設部
（北海道）上川総合振興局旭川建設管理部
■火山専門家等
―

■関係機関
・噴火警戒レベル、緊急減災対策砂防導入の協議
（国）上川中部森林管理署、上川南部森林管理署
（道）上川総合振興局保健環境部保健行政室・富良野地域保健室
・十勝岳噴火総合防災訓練（毎年冬季）の実施
（警察・消防）旭川東警察署、富良野警察署、大雪消防組合、富良野広域
連合消防本部
・構成機関による合同登山
（その他）NTT東日本北海道北支店、北海道電力富良野営業所、

■防災部局
（北海道）胆振総合振興局、石狩振興局
■市町村
苫小牧市◎、千歳市、恵庭市、白老町、
安平町、厚真町、むかわ町
■気象台
室蘭地方気象台
2000.10.12 ■砂防部局
（国）室蘭開発建設部、札幌開発建設部
（北海道）胆振総合振興局室蘭建設管理部、空知総合振興局札幌建設管
理部
■火山専門家等
―

■関係機関
(国）新千歳空港事務所、石狩森林管理署、胆振東部森林管理署、苫小牧
海上保安署、陸上自衛隊第7師団、航空自衛隊千歳基地
（道）胆振総合振興局保健環境部苫小牧地域保健室、石狩振興局保健環
境部千歳地域保健室
（警察・消防）苫小牧警察署、千歳警察署、苫小牧市消防本部、千歳市消
防本部、恵庭市消防本部、白老町消防本部、胆振東部消防組合消防本
部
（その他）JR北海道日高線運輸営業所、JR北海道室蘭保線所、NTT東日
本北海道苫小牧支店、NTTドコモ北海道支社苫小牧ちとせ支店、苫小牧
港管理組合、東日本高速道路北海道支社苫小牧管理事務所、北海道電
力苫小牧支店

倶多楽山火山防災連絡会

■防災部局
（北海道）胆振総合振興局地域政策部
■市町村
登別市◎、白老町
■気象台
札幌管区気象台、室蘭地方気象台
2015.3.20
■砂防部局
（国）室蘭開発建設部
（北海道）胆振総合振興局室蘭建設管理部
■火山専門家等
―

■関係機関
平成27年3月20日に連絡会設立
（国）北海道森林管理局胆振東部森林管理署、後志森林管理署、北海道
地方環境事務所、陸上自衛隊第7師団司令部
（警察・消防）北海道警察本部、室蘭警察署、苫小牧警察署、登別市消防
本部、白老町消防本部
（その他）一般財団法人自然公園財団登別支部、一般社団法人登別観光
協会、登別温泉旅館組合

■関係機関
（国）後志森林管理署、室蘭海上保安部、陸上自衛隊第7師団
（道）胆振総合振興局産業振興部林務課・保健環境部保険行政室
（警察・消防）伊達警察署、西胆振消防組合消防本部

有珠火山防災会議協議会

■防災部局
（北海道）胆振総合振興局
■市町村
伊達市◎、洞爺湖町、壮瞥町、豊浦町
■気象台
札幌管区気象台、室蘭地方気象台
1981.4.27
■砂防部局
（国）室蘭開発建設部
（北海道）胆振総合振興局室蘭建設管理部
■火山専門家等
―

十勝岳火山防災会議協議会

樽前山火山防災会議協議会

・幹事会では、前年度決算、予算の承認、構成市町
間の情報交換
・登山規制実施についての協議
・火山防災計画の修正について
・樽前山現地合同視察（年2回）

・防災担当者現地勉強会の実施（年1回）
・北海道防災ヘリによる有珠山防災状況調査（年1
回）
・現地勉強会

(平成27年5月19日現在）
火山

北海道
駒ヶ岳

関係
都道府県

北海道

火山防災協議会

駒ヶ岳火山防災会議協議会

設置

1980.10.8

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局
■防災部局
渡島総合振興局
■市町村
函館市、森町◎、鹿部町、七飯町
■気象台
札幌管区気象台、函館地方気象台
■砂防部局
（国）函館開発建設部
（北海道）渡島総合振興局函館建設管理部
■火山専門家等
―

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

最近の主な活動の内容

■関係機関
（国）渡島森林管理署
（道）渡島総合振興局保健環境部
（警察・消防）森警察署、函館中央警察署、森町消防本部、南渡島消防事
務組合、函館市消防本部
（その他）渡島医師会、NTT東日本北海道函館支店、北海道電力函館支
店、JR北海道函館支社

・合同会議（駒ヶ岳自然休養林保護管理協議会・
駒ヶ岳火山防災会議協議会）において、駒ヶ岳の入
山等について検討。
・幹事会において、前年度事業報告・収支決算報
告、年間事業計画案・予算案承認。登山規制の緩
和について周知。
・防災担当課長・防災担当者会議において、以下の
取組を実施。
調査登山年1回
住民等への啓発事業（火山勉強会登山年1回、火
山防災講演会年1回）
降灰調査研修会・降灰調査実動訓練（隔年）
・北海道ヘリコプターによる駒ヶ岳火山活動状況調
査視察（年1回）について、日程の調整等含めた協
議。

恵山

岩木山

八甲田山

北海道

青森県

青森県

函館市防災会議恵山火山防災対
策部会

■防災部局
（北海道）渡島総合振興局
■市町村
函館市◎
■気象台
2015.3.13
函館地方気象台
■砂防部局
（北海道）函館開発建設部
■火山専門家等
―

岩木山火山防災協議会

■防災部局
（青森県）総務部防災消防課◎
■市町村
弘前市、鰺ヶ沢町、西目屋村、藤崎町、板柳町
■気象台
2014.11.14 仙台管区気象台、青森地方気象台
■砂防部局
（国）青森河川国道事務所
（青森県）土整備部河川砂防課
■火山専門家等
東北大学、弘前大学、岩手大学

八甲田山火山防災協議会

2013.9.6

■防災部局
（青森県）防災消防課◎、青森県総務部危機管理監
■市町村
青森市、黒石市、十和田市、平川市
■気象台
仙台管区気象台、青森地方気象台長
■砂防部局
（国）青森河川国道事務所
（青森県）土整備部河川砂防課
■火山専門家等
東北大学、弘前大学、秋田大学

・テレビ会議システムによるテレビ会議（毎月 火山
活動解説及び情報交換（各種の調整）、降灰調査
実働訓練時、他必要時）
平成27年3月13日に部会設立
■関係機関
（国）札幌管区気象台、陸上自衛隊第11旅団第28普通科連隊、海上自衛 ・第1回部会開催 平成27年3月26日
・第１回函館市防災会議恵山火山防災対策部会幹
隊函館基地
事会
（警察・消防）北海道警察函館方面中央警察署、函館市消防本部
・噴火警戒レベル運用に向けた作業
・噴火シナリオの検討

■関係機関
（国）東北森林管理局津軽森林管理署、国土地理院東北地方測量部、陸
上自衛隊第９師団司令部
（県）環境生活部自然保護課、農林水産部林政課、整備部道路課、観光
国際戦略局観光企画課、中南地域県民局地域整備部、西北地域県民局
地域整備部、西北地域県民局地域整備部鰺ヶ沢道路河川事業所
（市町村）鶴田町
（警察・消防）青森県警察本部、弘前地区消防事務組合消防本部、五所
川原地区消防事務組合消防本部、鰺ヶ沢地区消防事務組合消防本部

・協議会設置、規約承認、噴火影響範囲・噴火シナ
リオの確認、火山活動状況の共有

■関係機関
（国）国土地理院東北地方測量部、青森森林管理署、十和田自然保護官
事務所、陸上自衛隊第９師団司令部
（県）農林水産部林政課、県土整備部道路課、観光国際戦略局観光企画
課、東青地域県民局地域整備部、中南地域県民局地域整備部、上北地
域県民局地域整備部
（警察・消防）青森県警察本部、青森地域広域消防事務組合消防本部、
弘前地区消防事務組合消防本部、十和田地域広域事務組合消防本部

・火山活動状況の共有、噴火警報等発表基準の見
直し

・噴火警戒レベルの導入に向けて居住地域の検討
・居住地域の検討、噴火影響範囲・噴火シナリオの
検討、コアグループの設置

・各規制計画等の見直し、噴火警戒レベルの導入
に向けて居住地域の検討
・各規制計画等の見直し、コアグループの設置

(平成27年5月19日現在）
火山

秋田焼山

岩手山

秋田駒ヶ岳

関係
都道府県

秋田県

岩手県
秋田県

秋田県
岩手県

火山防災協議会

設置

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

最近の主な活動の内容

秋田駒ヶ岳・秋田焼山火山防災
協議会

■防災部局
■関係機関
（秋田県）総務部総合防災課◎、鹿角地域振興局総務企画部、 仙北地域 （国）東北森林管理局秋田森林管理、岩手河川国道事務所、盛岡地方気
振興局総務企画部
象台、国土地理院東北地方測量部、鹿角自然保護官事務所、陸上自衛
■市町村
隊第21普通科連隊第３科
仙北市、鹿角市
（秋田県）鹿角地域振興局総務企画部・建設部
■気象台
（岩手県）総務部総合防災室、県土整備部砂防災害課
仙台管区気象台、秋田地方気象台
（市町村）岩手県岩手郡雫石町
2014.1.23 ■砂防部局
（警察・消防）大曲仙北広域市町村圏組合消防本部
（国）湯沢河川国道事務所
（秋田県）建設部河川砂防課
■警察・消防
秋田県警察本部、鹿角広域行政組合消防本部
■火山専門家等
東北大学、秋田大学

■関係機関
・岩手県内の火山の火山活動の状況を把握し、専
（国）湯沢河川国道事務所、秋田駒ケ岳山系砂防出張所、東北地方測量 門的な立場から岩手県に助言
部、仙台管区気象台火山監視・情報センター、秋田地方気象台
（警察・消防）岩手県警察本部、一関市消防本部
（県）盛岡広域振興局経営企画部

岩手山の火山活動に関する検討会

■防災部局
（岩手県）総務部総合防災室◎
（秋田県）総合防災課
■市町村
八幡平市、雫石町、滝沢村、盛岡市、一関市（消防本部）
1998.10.6 ■気象台
盛岡地方気象台
■砂防部局
（国）岩手河川国道事務所
■火山専門家等
岩手大学、東北大学、東京工業大学、防災科学技術研究所

■関係機関
（国）秋田森林管理署、国土地理院東北地方測量部、鹿角自然保護官事
務所、陸上自衛隊第21普通科連隊第３科
（秋田県）鹿角地域振興局総務企画部・建設部、仙北地域振興局建設部
（市町村）鹿角市
（警察・消防）鹿角広域行政組合消防本部

秋田駒ヶ岳・秋田焼山火山防災
協議会

■防災部局
（秋田県）総務部総合防災課◎、 仙北地域振興局総務企画部
（岩手県）総務部総合防災室
■市町村
雫石町、仙北市
■気象台
仙台管区気象台、秋田地方気象台、盛岡地方気象台
■砂防部局
2014.1.23
（国）湯沢河川国道事務所、岩手河川国道事務所
（秋田県）秋田県建設部河川砂防課
（岩手県）県土整備部砂防災害課
■警察・消防
秋田県警察本部、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部
■火山専門家等
東北大学、秋田大学

火山防災計画の策定
・噴火警戒レベルにおける各機関の防災対応の検
討
・関係市町村も住民等の避難対策の検討
・住民等への情報伝達体制の検討
・協議会の構成機関による情報連絡体制の検討

火山防災計画の策定
・噴火警戒レベルにおける各機関の防災対応の検
討
・関係市町村も住民等の避難対策の検討
・住民等への情報伝達体制の検討
・協議会の構成機関による情報連絡体制の検討

(平成27年5月19日現在）
火山

鳥海山

栗駒山

蔵王山

関係
都道府県

秋田県
山形県

秋田県
岩手県
宮城県

宮城県
山形県

火山防災協議会

鳥海山火山防災協議会

設置

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局

■防災部局
（秋田県）総務部総合防災課○、由利地域振興局総務企画部
（山形県）環境エネルギー部危機管理・くらし安心局危機管理課○、山形
県環境エネルギー部みどり自然課、庄内総合支庁総務企画部 総務課防
災安全室
■市町村
由利本荘市、にかほ市、酒田市、遊佐町
■気象台
仙台管区気象台、秋田地方気象台、山形地方気象台
■砂防部局
（国）東北地方整備局新庄河川事務所
（秋田県）建設部河川砂防課
2015.3.25 （山形県）土整備部砂防・災害対策課
■道路
（秋田県）建設部道路課
（山形県）土整備部道路保全課
■観光
（秋田県）観光文化スポーツ部観光振興課
（山形県）商工観光労働部観光経済交流局観光交流課
■警察・消防
秋田県警察本部、山形県警察本部
■火山専門家等
東北大学、秋田大学、山形大学

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

最近の主な活動の内容

■関係機関
平成27年3月25日に協議会設立
（国）国土地理院東北地方測量部、東北森林管理局由利森林管理署、庄 ・第1回協議会開催 平成27年3月25日
内森林管理署、陸上自衛隊第 ２０普通科連隊 第３科長、陸上自衛隊第
21普通科連隊第３科
（警察・消防）由利本荘警察署、にかほ警察署、酒田警察署、由利本荘市
消防本部、にかほ市消防本部、酒田地区広域行政組合消防本部

■関係機関
平成27年3月2日に協議会設立
（国）国土地理院東北地方測量部、東北森林管理署岩手南部森林管理 ・第1回協議会開催 平成27年3月26日
署、秋田森林管理署湯沢支署、宮城北部森林管理署、陸上自衛隊第9特
科連隊第3科、陸上自衛隊第21普通科連隊第３科、陸上自衛隊第22普通
科連隊第３科
（警察・消防）一関市消防本部消防課、湯沢雄勝広域市町村圏組合消防
本部警防課、栗原市消防本部警防課

栗駒山火山防災協議会

2015.3.2

■防災部局
（秋田県）総務部総合防災課、雄勝地域振興局総務企画部
（岩手県）総務部総合防災室◎、南広域振興局総務部一関総務センター
（宮城県）総務部危機対策課、北部地方振興事務所栗原地域事務所総務
部
■市町村
一関市、東成瀬村、湯沢市、栗原市
■気象台
仙台管区気象台、秋田地方気象台、盛岡地方気象台
■砂防部局
（国）東北地方整備局湯沢河川国道事務所、北上川下流河川事務所
（秋田県）建設部河川砂防課
（岩手県）土整備部砂防災害課
（宮城県）土木部防災砂防課
■警察・消防
秋田県警察本部、岩手県警察本部、宮城県警察本部
■火山専門家等
東北大学、秋田大学、岩手大学、岩手県立大学

平成27年3月23日に協議会設立
■関係機関
（国）国土地理院東北地方測量部、仙台森林管理署、山形森林管理署、 ・第1回協議会開催 平成27年3月23日
陸上自衛隊第6師団司令部
（県）宮城県教育庁生涯学習課、宮城県大河原地方振興事務所総務部
（警察・消防）仙南地域広域行政事務組合、山形市消防、上山市消防、大
河原警察署、白石警察署、山形警察署、上山警察署

蔵王山火山防災協議会

■防災部局
（宮城県）総務部危機対策課○
（山形県）環境エネルギー部危機管理・くらし安心局危機管理課○、みどり
自然課、村山総合支所総務課
■市町村
白石市、蔵王町、七ヶ宿町、川崎町、山形市、上山市
■気象台
仙台管区気象台、山形地方気象台
■砂防部局
2015.3.23 （国）東北地方整備局仙台河川国道事務所、新庄河川事務所
（宮城県）土木部防災砂防課
（山形県）土整備部
■観光
（宮城県）経済商工観光部観光課
（山形県）商工観光労働部観光経済交流局観光課
■警察・消防
宮城県警察本部、山形県警察本部
■火山専門家等
東北大学、山形大学

(平成27年5月19日現在）
火山

吾妻山
安達太良山
磐梯山

吾妻山

関係
都道府県

山形県
福島県

山形県
福島県

火山防災協議会

吾妻山・安達太良山・磐梯山火山
防災協議会

吾妻山・安達太良山・磐梯山火山
防災協議会
吾妻山部会
（前項の協議会において設置）

安達太良山

福島県

吾妻山・安達太良山・磐梯山火山
防災協議会
安達太良山部会
（前項の協議会において設置）

磐梯山

福島県

吾妻山・安達太良山・磐梯山火山
防災協議会
磐梯山部会
（前項の協議会において設置）

設置

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

最近の主な活動の内容

■防災部局
（福島県）生活環境部災害対策課◎
（山形県）危機管理課
■市町村
福島市、二本松市、本宮市、北塩原村、猪苗代町、大玉村、磐梯町、米
沢市、会津若松市、郡山市、喜多方市
■気象台
2014.11.7
仙台管区気象台、福島地方気象台、山形地方気象台
■砂防部局
（国）国土地理院東北地方測量部、福島河川国道事務所、北陸地方整備
局河川部、阿賀川河川事務所
（福島県）土木部土木企画課・砂防課
■火山専門家等
東北大学、福島大学、宇都宮大学、茨城大学、磐梯山噴火記念館

■関係機関
・吾妻山部会の開催（噴火警戒レベル引き上げ時
（国）裏磐梯自然保護官事務所、福島森林管理署、会津森林管理署、陸 の対応等の確認）
上自衛隊第４４普通科連隊、陸上自衛隊第６特科連隊
（福島県）生活環境部自然保護課、商工労働部観光交流局観光交流課、
県北地方振興局、県中地方振興局、会津地方振興局、、県北建設事務
所、県中建設事務所、会津若松建設事務所、喜多方建設事務所
（警察・消防）県警察本部災害対策課・総合運用指令課、福島警察署、福
島北警察署、二本松警察署、郡山北警察署、会津若松警察署、猪苗代警
察署、喜多方警察署、山形県警察本部、福島市消防本部、安達地方広域
行政組合消防本部、郡山地方広域消防組合消防本部、会津若松地方広
域市町村圏整備組合消防本部、喜多方地方広域市町村圏組合消防本部

■防災部局
（福島県）生活環境部災害対策課◎
（山形県）危機管理課
■市町村
福島市、猪苗代町、米沢市、北塩原村
■気象台
2014.11.7
仙台管区気象台、福島地方気象台、山形地方気象台
■砂防部局
（国）福島河川国道事務所
（福島県）土木部土木企画課・砂防課
■火山専門家等
東北大学、福島大学、宇都宮大学、茨城大学、磐梯山噴火記念館

■関係機関
（国）福島森林管理署
（福島県）生活環境部自然保護課、商工労働部観光交流局観光交流課、
県北地方振興局、県北建設事務所、会津地方振興局、喜多方建設事務
所
（警察・消防）福島県警察本部災害対策課・総合運用指令課、福島警察
署、福島北警察署、福島市消防本部、会津若松地方広域市町村圏整備
組合消防本部、喜多方地方広域市町村圏組合消防本部

■防災部局
（福島県）生活環境部災害対策課◎
■市町村
福島市、郡山市、二本松市、大玉村、猪苗代町、本宮市
■気象台
仙台管区気象台、福島地方気象台
2014.11.7
■砂防部局
（国）福島河川国道事務所
（福島県）土木部土木企画課・砂防課
■火山専門家等
東北大学、福島大学、宇都宮大学、茨城大学、磐梯山噴火記念館

■関係機関
（国）福島森林管理署
（福島県）生活環境部自然保護課、商工労働部観光交流局観光交流課、
県北地方振興局、県北建設事務所、県中地方振興局、県中建設事務所、
会津地方振興局、喜多方建設事務所
（警察・消防）福島県警察本部災害対策課・総合運用指令課、福島警察
署、福島北警察署、二本松警察署、郡山北警察署、猪苗代警察署、福島
市消防本部、安達地方広域行政組合消防本部、郡山地方広域消防組合
消防本部、会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部

■防災部局
（福島県）生活環境部災害対策課◎
■市町村
北塩原村、磐梯町、猪苗代町、会津若松市、郡山市、喜多方市
■気象台
仙台管区気象台、福島地方気象台
2014.11.7
■砂防部局
（国）北陸地方整備局河川部、阿賀川河川事務所
（福島県）土木部土木企画課・砂防課
■火山専門家等
東北大学、福島大学、宇都宮大学、茨城大学、磐梯山噴火記念館

■関係機関
（国）会津森林管理署
（福島県）生活環境部自然保護課、商工労働部観光交流局観光交流課、
県中地方振興局、県中建設事務所、会津地方振興局、会津若松建設事
務所、喜多方建設事務所
（警察・消防）福島県警察本部災害対策課・総合運用指令課、福島警察
署、福島北警察署、郡山北警察署、会津若松警察署、猪苗代警察署、喜
多方警察署、郡山地方広域消防組合消防本部、会津若松地方広域市町
村圏整備組合消防本部、喜多方地方広域市町村圏組合消防本部

(平成27年5月19日現在）
火山

那須岳

日光白根山

草津白根山

浅間山
草津白根山

関係
都道府県

栃木県
福島県

栃木県
群馬県

群馬県
長野県

群馬県

火山防災協議会

那須岳火山防災協議会

日光白根山火山防災協議会

草津白根山防災会議協議会

群馬県火山防災対策連絡会議

設置

2002.6

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局
■防災部局
（栃木県）県民生活部消防防災課
■市町村
那須塩原市、那須町◎
■気象台
宇都宮地方気象台
■砂防部局
（国）宇都宮国道事務所、日光砂防事務所
（栃木県）県土整備部砂防水資源課、大田原土木事務所
■火山専門家等
宇都宮大学、（独）防災科学技術研究所

■防災部局
（栃木県）県民生活部消防防災課○
（群馬県）総務部危機管理室○
■市町村
日光市、沼田市、片品村
■気象台
気象庁火山課、宇都宮地方気象台、前橋地方気象台
2014.3.27
■砂防部局
（国）日光砂防事務所、利根川水系砂防事務所
（栃木県）県土整備部砂防水資源課、日光土木事務所
（群馬県）県土整備部砂防課、沼田土木事務所
■火山専門家等
宇都宮大学

1983.3

■防災部局
（群馬県）総務部危機管理室
■市町村
草津町◎、嬬恋村、中之条町(旧六合村含む）
■気象台
前橋地方気象台
■砂防部局
（国）利根川水系砂防事務所
（群馬県）吾妻県民局中之条土木事務所
■火山専門家等
東京工業大学、上智大学

■防災部局
（群馬県）総務部危機管理室◎
■市町村
中之条町、東吾妻町、長野原町、
嬬恋村、草津町、高山村、安中市、高崎市
■気象台
前橋地方気象台、浅間山火山防災連絡事務所
■砂防部局
（国）利根川水系砂防事務所
1979.10.31 （群馬県）県土整備部砂防課
■火山専門家等
東京大学、東京工業大学

構成機関（コアグループに相当する機関以外）
■関係機関
（国）塩那森林管理署、陸上自衛隊第12特科隊、那須御用邸管理事務
所、那須御用邸皇宮護衛官派出所
（県）県北健康福祉センター、那須農業振興事務所、県北環境森林事務
所、大田原県税事務所、今市発電管理事務所
（警察・消防）栃木県警察本部、那須塩原警察署、黒磯那須消防組合消
防本部
（その他）NTT東日本栃木支店、東京電力栃木支店・栃木北支社、電源開
発東日本支店沼原電力所、東日本高速道路関東支社那須管理事務所、
（財）栃木県道路公社那須管理事務所、JR東日本宇都宮地区センター、
日本赤十字社栃木県支部、大田原赤十字病院、那須市医師会、那須ロー
プウェイ管理事務所、黒磯観光協会、那須観光協会
（オブザーバー）福島県、白河市、西郷村

最近の主な活動の内容
・噴火警戒レベル導入の協議
・協議会（那須町、那須塩原市、栃木県）の下に防
災機関からなる那須岳火山防災委員会を設置。
・情報伝達訓練の実施
・自主防災力向上図上訓練
・那須岳火山噴火合同訓練

■関係機関
・噴火シナリオ作成
（国）陸上自衛隊第１２特科隊、第１２旅団司令部
（警察・消防）栃木県警察本部、日光警察署、群馬県警察本部、沼田警察 ・関係機関との情報交換
署、日光市消防本部、利根沼田広域消防本部
（その他）日光市観光協会、沼田市観光協会、利根町観光協会、片品村 ・啓発活動の継続的な実施
観光協会
・火山防災マップの検討

■関係機関
・年間観測状況の報告
（国）吾妻森林管理署、長野自然環境事務所、万座自然保護官事務所
（県）環境森林部自然環境課、県土整備部道路管理課、吾妻県民局吾妻 ・登山規制範囲についての協議
行政事務所・吾妻保健福祉事務所
（警察・消防）長野原警察署、吾妻警察署、吾妻広域町村圏振興整備組
合消防本部

■関係機関
・浅間山及び草津白根山の周辺町村等関係機関に
（国）高崎河川国道事務所、利根川ダム統合管理事務所、八ッ場ダム工 おける災害予防及び災害応急対策の総合調整等
事事務所、品木ダム水質管理所、群馬森林管理署、吾妻森林管理署、万 （「群馬県火山噴火（爆発）防災計画」の修正等）
座自然保護事務所、陸上自衛隊第12旅団
（県）総務部消防保安課、県土整備部道路管理課、環境森林部森林保全
課、健康福祉部薬務課、観光局観光物産課、高崎行政県税事務所、吾妻
行政県税事務所、安中保健福祉事務所、吾妻保健福祉事務所、高崎土
木事務所、安中土木事務所、中之条土木事務所、浅間家畜育成牧場、西
部環境森林事務所、吾妻環境森林事務所
（警察・消防）群馬県警察本部、高崎警察署、安中警察署、吾妻警察署、
長野原警察署、中之条町消防団、東吾妻町消防団、長野原町消防団、嬬
恋村消防団、草津町消防団、高山村消防団、高崎市消防団、安中市消防
団、高崎市等広域消防局、吾妻広域町村圏振興整備組合
(その他）日本赤十字社群馬県支部、吾妻郡医師会、安中市医師会、JR
東日本高崎支社、NTT東日本群馬支店、東日本高速道路関東支社、東日
本高速道路佐久管理事務所、東京電力群馬支店、プリンスホテル新潟・
長野・群馬地区

(平成27年5月19日現在）
火山

関係
都道府県

火山防災協議会

浅間山火山防災協議会
（2013.8.8に浅間山火山防災対策
連絡会議から移行）

浅間山

群馬県
長野県

浅間山火山防災マップ策定ワー
キンググループ
（前項の協議会において設置）

浅間山大規模噴火対策検討チー
ム
（前項の協議会において設置）

設置

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

最近の主な活動の内容

■防災部局
（群馬県）総務部危機管理室○
（長野県）危機管理部危機管理防災課○
■市町村
（群馬県）長野原町、嬬恋村
（長野県）小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町
■気象台
2005.11.24 気象庁火山課、前橋地方気象台、長野地方気象台
気象庁火山監視・情報センター、浅間山火山防災連絡事務所
■砂防部局
（国）利根川水系砂防事務所
（群馬県）県土整備部砂防課
（長野県）建設部砂防課、佐久地方事務所
■火山専門家等
東京大学

■関係機関
（国）内閣府防災担当、国土地理院関東地方測量部、高崎河川国道事務
所、吾妻森林管理署、東信森林管理署、陸上自衛隊第12旅団司令部・第
13普通科連隊、長野国道事務所、長野自然環境事務所
（県）群馬県吾妻振興局、群馬県高崎行政県税事務所、長野県佐久建設
事務所
（警察・消防）長野原警察署、高崎警察署、安中警察署、吾妻広域町村圏
振興整備組合消防本部、群馬県警察本部、小諸警察署、佐久警察署、軽
井沢警察署、佐久広域連合消防本部、長野県警察本部、高崎市等広域
消防局
（その他）東日本高速道路佐久管理事務所、プリンスホテル万座・嬬恋・鬼
押出し園、しなの鉄道

・浅間山の活動状況の情報共有

■防災部局
（群馬県）総務部危機管理室○
（長野県）危機管理部危機管理防災課○
■市町村
（群馬県）長野原町、嬬恋村
（長野県）小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町
■気象台
2006.11.21 前橋地方気象台、長野地方気象台
気象庁火山監視・情報センター、浅間山火山防災連絡事務所
■砂防部局
（国）利根川水系砂防事務所
（群馬県）県土整備部砂防課、中之条土木事務所
（長野県）建設部砂防課、佐久建設事務所
■火山専門家等
東京大学

■関係機関
（国）内閣府防災担当、吾妻森林管理署、東信森林管理署、陸上自衛隊
第12旅団司令部・第13普通科連隊、長野国道事務所
（県）佐久地方事務所、吾妻県民局吾妻行政事務所
（警察・消防）長野原警察署、吾妻広域町村圏振興整備組合消防本部、
群馬県警察本部、小諸警察署、佐久警察署、軽井沢警察署、佐久広域連
合消防本部、長野県警察本部
（その他）東日本高速道路佐久管理事務所、プリンスホテル鬼押出し園、
しなの鉄道

・浅間山火山防災マップの作成

■防災部局
（群馬県）総務部危機管理室○
（長野県）危機管理部危機管理防災課○
■市町村
（群馬県）長野原町、嬬恋村
（長野県）小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町
■気象台
2011.10.17 前橋地方気象台、長野地方気象台
気象庁火山監視・情報センター、浅間山火山防災連絡事務所○
■砂防部局
（国）利根川水系砂防事務所
（群馬県） 中之条土木事務所
（長野県）佐久建設事務所
■火山専門家等
東京大学

・浅間山における天仁・天明規模の大噴火に係る被
■関係機関
害想定範囲や具体的な防災対応等について検討
（国）内閣府防災担当、長野国道事務所
（警察・消防）群馬県警察本部、長野県警察本部
（その他）東日本高速道路佐久管理事務所、プリンスホテル鬼押出し園、
東日本旅客鉄道長野支店、しなの鉄道

・噴火警戒レベルに対応した防災対応の検討（計画
の検討、マップの作成）
・防災訓練の実施
・住民啓発事業の実施

・実務担当者からなる検討チーム（コアグループ）を
設置して、避難計画（噴火警戒レベル含む）につい
て共同で検討

(平成27年5月19日現在）
火山

関係
都道府県

火山防災協議会

新潟焼山火山防災協議会

新潟焼山火山防災協議会コアグ
ループ会議
（前項の協議会において設置）
新潟焼山

新潟県
長野県

新潟焼山火山防災協議会 ワーキ
ンググループ会議
【避難計画検討ワーキンググルー
プ会議】
（前項の協議会において設置）

新潟焼山火山防災協議会 ワーキ
ンググループ会議
【緊急調査・緊急対応ワーキング
グループ会議】
（前項の協議会において設置）

設置

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

最近の主な活動の内容

■防災部局
（新潟県）防災局防災企画課◎、危機対策課◎
（長野県）危機管理部危機管理防災課
■市町村
（新潟県）糸魚川市、妙高市、上越市
（長野県）小谷村
■気象台
新潟地方気象台、長野地方気象台
2013.1.16
気象庁火山監視・情報センター
■砂防部局
（新潟県）土木部砂防課
（国）北陸地方整備局高田河川国道事務所、松本砂防事務所
■火山専門家等
京都大学、新潟大学、妙高火山研究所

■関係機関
（国）内閣府政策統括官（防災担当）、国土地理院北陸地方測量部、上越
森林管理署、長野自然環境事務所、陸上自衛隊第2普通科連隊
（県）新潟県糸魚川地域振興局、新潟県上越地域振興局企画振興部、新
潟県農林水産部治山課、新潟県農地部農地建設課、長野県北安曇地方
事務所地域政策課
（警察・消防）糸魚川市消防本部防災室、上越地域消防事務組合消防本
部消防防災課、新潟県警警備第二課

■防災部局
（新潟県）防災局防災企画課◎、危機対策課◎
（長野県）危機管理部危機管理防災課
■市町村
（新潟県）糸魚川市、妙高市
（長野県）小谷村
■気象台
新潟地方気象台、長野地方気象台
2013.1.16
気象庁火山監視・情報センター
■砂防部局
（新潟県）土木部砂防課
（国）北陸地方整備局松本砂防事務所
■火山専門家等
京都大学、新潟大学、妙高火山研究所

■関係機関
（国）内閣府政策統括官（防災担当）
（警察・消防）糸魚川市消防本部防災室

■防災部局
（新潟県）防災局防災企画課◎、危機対策課◎
（長野県）危機管理部危機管理防災課
■市町村
（新潟県）糸魚川市、妙高市
（長野県）小谷村
■気象台
新潟地方気象台、長野地方気象台
2013.1.16
気象庁火山監視・情報センター
■砂防部局
（新潟県）土木部砂防課
（国）北陸地方整備局高田河川国道事務所、松本砂防事務所
■火山専門家等
京都大学、妙高火山研究所

噴火警戒レベルに応じた具体的な防災対策、特に
■関係機関
レベル４～５の住民避難に関する具体的な計画を
（国）内閣府政策統括官（防災担当）、陸上自衛隊第2普通科連隊
（県）新潟県糸魚川地域振興局企画振興部、新潟県上越地域振興局企画 検討
振興部、長野県北安曇地方事務所地域政策課
（市町村）上越市
（警察・消防）糸魚川市消防本部防災室、上越地域消防事務組合消防本
部消防防災課、新潟県警警備第二課、新潟県警糸魚川警察署、新潟県
警妙高警察署
（その他）東日本高速道路新潟支社道路事業部

■市町村
（新潟県）糸魚川市、妙高市
■気象台
新潟地方気象台
2013.1.16 ■砂防部局
（新潟県）土木部砂防課
（国）松本砂防事務所

噴火前兆等が観測された場合等の緊急調査、およ
■関係機関
（県）新潟県糸魚川地域振興局地域整備部、新潟県上越地域振興局妙高 び緊急減災対策等のハード対策を検討
砂防事務所、新潟県農地部農地建設課
（警察・消防）糸魚川市消防本部防災室

・新潟焼山火山防災講演会
・火山活動が活発化していレベル１，レベル３におけ
る協議会開催訓練
・避難計画の見直し

(平成27年5月19日現在）
火山

関係
都道府県

火山防災協議会

弥陀ヶ原火山防災協議会

弥陀ヶ原

富山県
長野県

弥陀ヶ原火山防災協議会コアグ
ループ会議
（前項の協議会において設置）

焼岳火山噴火対策協議会

焼岳

岐阜県
長野県

焼岳火山噴火対策協議会合同幹
事会
（前項の協議会において設置）

設置

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

■防災部局
（富山県）防災・危機管理課◎
（長野県）危機管理防災課
■市町村
（富山県）立山町、富山市
（長野県）大町市
2015.1.23 ■気象台
気象庁火山監視・情報センター、富山地方気象台、長野地方気象台
■砂防部局
（国）立山砂防事務所
（富山県）砂防課
■火山専門家等
富山大学、東京工業大学

■関係機関
（国）国土地理院北陸地方測量部、松本自然環境事務所、立山自然保護
官事務所、富山森林管理署、陸上自衛隊第１４普通科連隊
（富山県）県観光課・自然保護課
（長野県）北安曇地方事務所地域政策課
（警察・消防）富山県警察本部警備課・地域課、立山町消防本部、富山市
消防局
（その他）富山県道路公社立山有料道路管理事務所、立山黒部貫光株式
会社運輸事業部、立山貫光ターミナル株式会社ホテル営業部、関西電力
北陸支社、立山山荘協同組合、公立学校共済組合立山保養所（立山高
原ホテル）

■防災部局
（富山県）防災危機管理課
（長野県）北安曇地方事務所地域政策課
■市町村
（富山県）立山町
（長野県）大町市
2015.1.23 ■気象台
気象庁火山監視・情報センター、富山地方気象台、長野地方気象台
■砂防部局
（国）北陸地方整備局立山砂防事務所
（富山県）富山県砂防課
■火山専門家等
富山大学、東京工業大学

■関係機関
（国）陸上自衛隊第１４普通科連隊
（富山県）県自然保護課
（警察・消防）富山県警察本部警備課・地域課、立山町消防本部安全課
（その他）富山道路公社立山有料道路管理事務所、立山黒部貫光株式会
社環境保全課、立山山荘協同組合

■防災部局
（岐阜県）飛騨振興局◎、危機管理部門防災課
（長野県）松本地方事務所地域政策課◎、危機管理部危機管理防災課
■市町村
（岐阜県）高山市
（長野県）松本市
■気象台
気象庁火山監視・情報センター
岐阜地方気象台、長野地方気象台
■砂防部局
（国）神通川水系砂防事務所、松本砂防事務所
（岐阜県）古川土木事務所施設管理課
（長野県）松本建設事務所維持管理課
■火山専門家等
信州大学、京都大学
2010.3.17
■防災部局
（岐阜県）飛騨振興局◎、危機管理部門防災課
（長野県）松本地方事務所地域政策課◎、危機管理部危機管理防災課
■市町村
（岐阜県）高山市
（長野県）松本市
■気象台
岐阜地方気象台、長野地方気象台
■砂防部局
（国）神通川水系砂防事務所調査課、松本砂防事務所調査課
（岐阜県）古川土木事務所施設管理課
（長野県）松本建設事務所維持管理課
■火山専門家等
信州大学、京都大学

■関係機関
（国）国土地理院中部地方測量部・関東地方測量部、松本自然環境事務
所、飛騨森林管理署、中信森林管理署、陸上自衛隊第３５普通科連隊、
陸上自衛隊第13普通科連隊
（岐阜県）飛騨市
（警察・消防）高山警察署、高山市消防本部、高山市消防団、松本警察
署、松本広域消防局、松本市消防団
（その他）中日本高速道路松本保全・サービスセンター安房峠道路営業
所、（社）奥飛騨温泉郷観光協会、上高地観光旅館組合、奥飛騨温泉郷
連合町内会、松本市上高地町会、北アルプス山小屋友交会、濃飛乗合自
動車運輸事業本部、岐阜県タクシー協会飛騨支部、上高地タクシー運営
協議会、アルピコ交通新島々営業所

最近の主な活動の内容

・焼岳火山防災基本図の作成
■関係機関
―

・焼岳火山防災計画の策定

(平成27年5月19日現在）
火山

乗鞍岳

関係
都道府県

長野県
岐阜県

火山防災協議会

乗鞍岳火山防災協議会

設置

2015.2.6

御嶽山火山防災協議会

御嶽山

長野県
岐阜県

2014.12.24

御嶽山火山防災協議会合同幹事
会
（前項の協議会において設置）

白山

岐阜県
石川県
福井県

白山火山防災協議会

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

最近の主な活動の内容

■防災部局
（長野県）松本地方事務所◎、危機管理部
（岐阜県）飛騨振興局◎、危機管理部
■市町村
（長野県）松本市◎
（岐阜県）高山市◎
■気象台
長野地方気象台、岐阜地方気象台
■砂防部局
（国）北陸地方整備局神通川水系砂防事務所、松本砂防事務所
（長野県）松本建設事務所
（岐阜県）高山土木事務所
■火山専門家等
京都大学防災研究所附属地震予知研究センター上宝観測所

■関係機関
平成27年2月6日に協議会設立
（国）国土地理院関東地方測量部、中部地方測量部、環境省松本自然環 ・第1回協議会開催 平成27年3月23日
境事務所、林野庁中部森林管理局、気象庁火山監視・情報センター、陸
上自衛隊第１３普通科連隊、陸上自衛隊第35普通科連隊
（警察・消防）松本警察署、高山警察署、松本広域消防局、高山市消防本
部
（その他）松本市消防団、高山市消防団、北アルプス山小屋友好会、アル
ピコ交通（株）新島々営業所、のりくら観光協会、白骨温泉旅館組合、乗鞍
観光協議会、濃飛乗合自動車（株）運輸事業本部、飛騨乗鞍観光協会、
乗鞍国際観光（株）

■防災部局
（長野県）木曽地方事務所◎、危機管理部
（岐阜県）飛騨振興局◎、危機管理部
■市町村
（長野県）木曽町◎、王滝村◎
（岐阜県）高山市◎、下呂市◎
■気象台
気象庁火山監視・情報センター、長野地方気象台、岐阜地方気象台
■砂防部局
（国）多治見砂防国道事務所
（長野県）木曽建設事務所
（岐阜県）高山土木事務所、下呂土木事務所
■火山専門家等
名古屋大学大学院、東濃地震研究所

■関係機関
・協議会の活動方針の承認
（国）国土地理院関東地方測量部・中部地方測量部、木曽森林管理署、
岐阜森林管理署、飛騨森林管理署陸上自衛隊第１３普通科連隊、陸上自 ・冬山におけるスキー客等の安全確保対策
衛隊第３５普通科連隊
（警察・消防）木曽警察署、高山警察署、下呂警察署、木曽広域消防本
・春山における観光客等の安全確保対策
部、高山市消防本部、下呂市消防本部、木曽町消防団、王滝村消防団、
高山市消防団、下呂市消防団
（その他）木曽町観光協会、王滝観光総合事務所、飛騨あさひ観光協会、
飛騨高根観光協会、飛騨小坂観光協会、御嶽山ニノ池飲料水管理組合、
濁河温泉管理組合、木曽地区山岳遭難防止対策協会、御嶽山山岳遭難
防止協議会、おんたけ交通株式会社、濃飛乗合自動車株式会社運輸事
業本部、アスモグループ株式会社、株式会社御嶽リゾート

■防災部局
（長野県）木曽地方事務所○、危機管理部
（岐阜県）飛騨振興局○、危機管理部
■市町村
（長野県）木曽町、王滝村
（岐阜県）高山市、下呂市
■気象台
長野地方気象台、岐阜地方気象台
■砂防部局
（国）多治見砂防国道事務所
（長野県）木曽建設事務所整備課
（岐阜県）高山土木事務所施設管理課、下呂土木事務所施設管理課
■火山専門家等
－

■関係機関
（警察・消防）木曽警察署警備課、高山警察署警備課、下呂警察署警備
課

■防災部局
（石川県）危機管理監室危機対策課◎
（岐阜県）危機管理部門防災課、飛騨振興局◎
（福井県）安全環境部危機対策・防災課
■市町村
（石川県）白山市◎
（岐阜県）白川村◎、高山市
■気象台
金沢地方気象台、岐阜地方気象台
2013.3.25
気象庁火山監視・情報センター
■砂防部局
（石川県）砂防課、石川土木総合事務所
（岐阜県）砂防課、高山土木事務所
（国）神通川水系砂防事務所
■火山専門家等
名古屋大学、金沢大学

■関係機関
（国）金沢河川国道事務所、中部地方環境事務所、近畿中国森林管理局
石川森林管理署、中部森林管理局飛騨森林管理署、陸上自衛隊第14普
通科連隊、第35普通科連隊
（石川県）自然環境課、白山自然保護センター
（岐阜県）自然環境保全課
（市町村）岐阜県郡上市、福井県大野市、勝山市
（警察・消防）白山警察署、白山野々市広域消防本部、白山市南消防団、
高山警察署、高山市消防本部、白川村消防団
(その他）白峰区自治会、尾添区自治会、白山比咩神社、（財）白山観光協
会、（財）白山市地域振興公社、（財）石川県林業公社、環白山保護利用
管理協会、北陸鉄道（株）、NPO法人白山麓地域安全ネットワーク、平瀬
区自治会、白川郷観光協会、平瀬温泉旅館組合、（社）岐阜県森林公社、
電源開発（株）御母衣電力所、関西電力（株）、白川山岳遭難対策協議会
（白川山岳救助隊）

・火山活動、火山防災対策の情報交換
・火山防災計画（噴火警戒レベル等）の策定
・避難勧告・指示、警戒区域の設定等に関する検討
及び関係市町村への助言
・両県及び関係市町村の地域防災計画の見直しに
関する助言
・国との合同現地対策本部の検討
・防災訓練等
・火山防災知識の啓発活動

(平成27年5月19日現在）
火山

富士山

関係
都道府県

山梨県
静岡県

火山防災協議会

環富士山火山防災連絡会

設置

■防災部局
（山梨県）総務部防災危機管理課
（静岡県）危機管理部危機情報課、静岡県東部危機管理局
■市町村
（山梨県）富士吉田市○、西桂町○、忍野村○、
山中湖村○、富士河口湖町○、鳴沢村○、身延町○
（静岡県）沼津市○、三島市○、富士宮市○、富士市○、
御殿場市○、裾野市○、長泉町○、小山町○
2005.4.11 ■気象台
甲府地方気象台、静岡地方気象台
■砂防部局
（国）富士砂防事務所
（山梨県）県土整備部
（静岡県）交通基盤部砂防課
■火山専門家等
富士山科学研究所

富士山火山防災対策協議会

富士山

山梨県
静岡県
神奈川県

2012.6.8

富士山火山防災対策協議会三県
コアグループ
（前項の協議会において設置）

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局

■防災部局
（山梨県）防災危機管理課◎、防災対策専門監、峡南地域県民センター、
富士・東部地域県民センター、富士山科学研究所
（静岡県） 危機政策課◎、危機情報課、危機対策課、東部危機管理局
（神奈川県）災害対策課、県西地域県政総合センター
■市町村
（山梨県）富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町、鳴沢
村、身延町
（静岡県）沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、長泉
町、小山町
（神奈川県） ―
■気象台
気象庁火山課、東京管区気象台、甲府地方気象台、静岡地方気象台、
横浜地方気象台
■砂防部局
（国）富士砂防事務所
（山梨県）砂防課
（静岡県）砂防課
（神奈川県）砂防海岸課
■火山専門家等
富士山科学研究所、政策研究大学院大学、日本大学、静岡大学、 神
奈川県温泉地学研究所
■防災部局
（山梨県）防災危機管理課◎、峡南地域県民センター、富士・東部地域県
民センター
（静岡県） 危機政策課◎、危機情報課、危機対策課、東部危機管理局
（神奈川県）災害対策課、県西地域県政総合センター
■市町村
（山梨県）富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町、鳴沢
村、身延町
（静岡県）沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、長泉
町、小山町
■気象台
気象庁火山課、東京管区気象台、甲府地方気象台、静岡地方気象台、
横浜地方気象台
■砂防部局
（国）富士砂防事務所
（山梨県）砂防課
（静岡県）砂防課
（神奈川県）砂防海岸課
■火山専門家等
富士山科学研究所、政策研究大学院大学、日本大学、静岡大学、神奈
川県温泉地学研究所

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

最近の主な活動の内容

■関係機関
・火山防災対策についての情報交換・連絡
（国）陸上自衛隊第1特科隊第３中隊、第34普通科連隊
（県）山梨県県民センター（富士・東部地域・峡南地域）
・火山防災対策に対する協力及び要望
（警察・消防）山梨県警察本部、静岡県警察本部、富士吉田警察署、富士
五湖消防本部
・災害時における相互応援協定、広域避難の協力
・噴火及び地震予知調査並びに情報の一元化
・関係機関等による情報伝達訓練の実施
・国、県、防災関係機関に対する火山防災対策の要
望に関すること

（国）内閣府防災担当、国土地理院関東地方測量部・中部地方測量部、
関東地方整備局企画部・河川部・道路部、甲府河川国道事務所、静岡国
道事務所、沼津河川国道事務所、
陸上自衛隊第1師団 第１特科隊・第34普通科連隊、陸上自衛隊東部方
面混成団 第31普通科連隊
（山梨県）道路管理課、富士東部建設事務所吉田支所
（静岡県）道路保全課、土木防災課、熱海土木事務所、沼津土木事務所、
富士土木事務所
（神奈川県）道路管理課、県西土木事務所
（警察・消防）山梨県警察本部警備第二課、静岡県警察本部災害対策
課、神奈川県警察本部危機管理対策課、富士五湖消防本部、関東管区
警察局広域調整部
（その他）
中日本高速道路東京支所、八王子支所、富士急行株式会社

・富士山火山三県合同防災訓練
■関係機関
―

・富士山火山広域避難計画（対策編）の策定

(平成27年5月19日現在）
火山

関係
都道府県

火山防災協議会

箱根火山防災協議会

箱根山

設置

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局

2008.6.6

■防災部局
（神奈川県）安全防災局
■市町村
（神奈川県）箱根町◎、小田原市、南足柄市、真鶴町、湯河原町
（静岡県）御殿場市
■気象台
気象庁火山監視・情報センター、横浜地方気象台
■砂防部局
（神奈川県）県土整備局河川下水道部砂防海岸課、県西土木事務所小田
原土木センター
■火山専門家等
神奈川県温泉地学研究所

2008.6.6

■防災部局
■関係機関
（神奈川県）安全防災局
―
■市町村
箱根町◎
■気象台
横浜地方気象台
■砂防部局
（神奈川県）県土整備局河川下水道部砂防海岸課、県西土木事務所小田
原土木センター
■火山専門家等
神奈川県温泉地学研究所

神奈川県
静岡県

箱根火山対策連絡会議運営支援
グループ
（前項の協議会において設置）

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

最近の主な活動の内容

■関係機関
・噴火警戒レベル導入についての協議
（国）横浜国道事務所、東京神奈川森林管理署、箱根自然環境事務所、
陸上自衛隊高射特科隊
・火山防災対策についての情報交換、連絡など
（県）道路部道路管理課、自然環境保全センター、県西地域県政総合セン
ター
大涌谷（想定火口域）現地視察
（警察・消防）神奈川県警察、箱根町消防本部
（その他）（財）箱根町観光協会、箱根温泉旅館協同組合、箱根町寮保養
所団体協議会

・箱根火山対策連絡会議による事前対策及び初動
対応が効果的なものとなるよう会議の運営を主導
する

(平成27年5月19日現在）
火山

関係
都道府県

火山防災協議会

設置

伊豆東部火山群防災協議会

伊豆東部
火山群

静岡県

2012.3.28

伊豆東部火山群防災協議会コア
グループ幹事会
（前項の協議会において設置）

伊豆・小笠原諸島火山防災協議
会

伊豆大島
新島
神津島
三宅島
八丈島
青ヶ島
硫黄島

2015.2.4

東京都

伊豆・小笠原諸島火山防災協議
会コアグループ会議

2015.2.4

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

最近の主な活動の内容

■防災部局
（国）内閣府政策統括官（防災担当）
（静岡県）危機管理部危機情報課・危機対策課、東部危機管理局
■市町村
伊東市◎、伊豆市
■気象台
気象庁火山課・地震予知情報課、静岡地方気象台
■砂防部局
（国）沼津河川国道事務所
（県）熱海土木事務所
■火山専門家等
静岡大学、東京大学

■関係機関
（国）内閣府防災担当、国土地理院中部地方測量部、下田海上保安部、
陸上自衛隊東部方面隊第１師団第１戦車大隊、海上自衛隊横須賀地方
総監部防衛部
（県）静岡県観光政策課・土木防災課
（市町村）熱海市、伊豆の国市、東伊豆町
（警察・消防）伊東警察署、大仁警察署、伊東市消防本部、伊東市消防団
（その他）伊豆半島ジオパーク推進協議会
（オブザーバー）内閣府（防災担当）、静岡県賀茂危機管理局、内閣府火
・噴火等による警戒対策、避難対策
山防災エキスパート、（独）防災科学技術研究所

■防災部局
（静岡県）危機管理部危機情報課・危機対策課、東部危機管理局
■市町村
伊東市◎、伊豆市
■気象台
気象庁火山課・地震予知情報課、静岡地方気象台
■砂防部局
（国）沼津河川国道事務所
（静岡県）熱海土木事務所
■火山専門家等
静岡大学、東京大学

■関係機関
（その他）伊豆半島ジオパーク推進協議会
（オブザーバー）内閣府防災担当、静岡県賀茂危機管理局、（独）防災科
学技術研究所
（アドバイザー）内閣府（火山防災エキスパート）

■防災部局
（東京都）総務局◎、大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁
■市町村
大島町、新島村、神津島村、三宅村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
■気象台
気象庁地震火山部、東京管区気象台
■砂防部局
（国）関東地方整備局
（東京都）建設局
■火山専門家等
東京農工大学、防災情報機構、千葉大学大学院、環境防災総合政策研
究機構、東京大学

■関係機関
（国）第三管区海上保安部、陸上自衛隊第１師団司令部、海上自衛隊横
須賀地方総監部防衛部第３幕僚室、航空自衛隊作戦システム運用隊
（警察・消防）警視庁警備部災害対策課、警視庁第一方面本部、東京消
防庁

■防災部局
（東京都）総務局、大島支庁
■市町村
大島町、新島村、神津島村、三宅村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
■気象台
気象庁地震火山部、東京管区気象台、伊豆大島火山防災連絡事務所、
三宅島火山防災連絡事務所
■砂防部局
（国）関東地方整備局
（東京都）建設局
■火山専門家等
東京農工大学、防災情報機構、千葉大学大学院、環境防災総合政策研
究機構、東京大学

■関係機関
（都）東京都港湾局
（警察・消防）大島警察署、大島町消防本部・消防団、新島警察署、新島
村消防団、神津島村消防団、三宅島警察署、三宅村消防本部・消防団、
八丈島警察署、八丈町消防本部・消防団、青ヶ島村消防団、小笠原警察
署、小笠原村村消防団

・避難勧告・指示、警戒区域の設定等に関する助言
・図上訓練実施予定

(平成27年5月19日現在）
火山

関係
都道府県

火山防災協議会

大島町四者懇談会

伊豆大島

設置

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

■防災部局
（東京都）大島支庁
■市町村
大島町◎
■気象台
伊豆大島火山防災連絡事務所
1984.4.25
■砂防部局
―
■火山専門家等
―

■関係機関
（警察・消防）大島警察署

■防災部局
（東京都）大島支庁
■市町村
大島町◎
■気象台
2012.3.28
伊豆大島火山防災連絡事務所
■砂防部局
―
■火山専門家等
―

■関係機関
（警察・消防）大島警察署、大島町消防本部・消防団

最近の主な活動の内容
・立入禁止区域の検討
・地域防災計画の修正
・防災全般の情報交換

東京都

大島町防災実務者会議
（前項の協議会において設置され
ていた実務者会議に代わって設
置）

三宅島四者連絡会

三宅島

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局

東京都

1994.1.24

三宅島四者連絡会幹事会
（前項の協議会において設置）

・避難計画の策定
・防災マップの作成
・合同火山調査登山
・防災訓練の企画・運営

■防災部局
（東京都）三宅支庁◎
■市町村
三宅村
■気象台
三宅島火山防災連絡事務所
■砂防部局
―
■火山専門家等
―

■関係機関
（警察・消防）三宅島警察署

■防災部局
（東京都）三宅支庁◎
■市町村
三宅村
■気象台
三宅島火山防災連絡事務所
■砂防部局
―
■火山専門家等
―

■関係機関
（警察・消防）三宅島警察署

・防災業務全般の情報交換、意見交換
・災害情報の相互提供及その対応についての検
討・確認

(平成27年5月19日現在）
火山

鶴見岳・
伽藍岳

九重山

阿蘇山

雲仙岳

関係
都道府県

大分県

大分県

熊本県

長崎県

火山防災協議会

設置

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

最近の主な活動の内容

鶴見岳・伽藍岳火山防災協議会

■防災部局
（大分県）生活環境部◎
■市町村
別府市、宇佐市、由布市、日出町
■気象台
福岡管区気象台、大分地方気象台
2014.2.24
■砂防部局
（国）大分河川国道事務所
（大分県）土木建築部砂防課
■火山専門家等
鹿児島大学、京都大学

■関係機関
・噴火シナリオの修正（低温火砕流の想定追加）
（国）陸上自衛隊 第41普通科連隊、陸上自衛隊 西部方面特科隊
（県）大分県東部振興局、中部振興局、北部振興局、土木建築部別府土 ・居住地域等の把握
木事務所、大分土木事務所、宇佐土木事務所
（警察・消防）大分県警察本部、大分南警察署、別府警察署、杵築日出警 ・赤池噴気孔調査
察署、宇佐警察署、別府市消防本部、宇佐市消防本部、由布市消防本
部、杵築速見消防組合消防本部
（その他）西日本高速道路株式会社 九州支社 大分高速道路事務所、一
般社団法人大分県バス協会

くじゅう山系（硫黄山）
火山防災協議会

■防災部局
（大分県）西部振興局・豊肥振興局・中部振興局
■市町村
九重町◎、竹田市、由布市
■気象台
1996.12.6
大分地方気象台
■砂防部局
（大分県）玖珠土木事務所、竹田土木事務所、大分土木事務所
■火山専門家等
―

■関係機関
・登山者及び地域住民等の生命、身体、財産の保
（国）陸上自衛隊玖珠駐屯地・湯布院駐屯地
護に関する防災計画の策定
（警察・消防）玖珠警察署、竹田警察署、大分南警察署、日田玖珠広域消
防組合玖珠消防署、竹田市消防署、由布市消防署
・地域防災計画の実施の推進のために必要な要
請、勧告又は指示

■関係機関
（国）九州地方環境事務所
（警察・消防）阿蘇警察署、高森警察署、阿蘇広域消防本部
（その他）（財）自然公園財団阿蘇支部、日本赤十字熊本県支部

阿蘇火山防災会議協議会

■防災部局
（熊本県）阿蘇地域振興局
■市町村
阿蘇市◎、南阿蘇村、高森町
■気象台
1967.11.4
熊本地方気象台、阿蘇山火山防災連絡事務所
■砂防部局
―
■火山専門家等
―

雲仙岳防災会議協議会

1991.7.2

■防災部局
（長崎県）島原振興局
■市町村
島原市○、雲仙市○、南島原市○
■気象台
長崎地方気象台
■砂防部局
（国）長崎河川国道事務所、雲仙復興事務所
■火山専門家等
―

・阿蘇火山防災訓練（噴火を想定した情報伝達、救
助・救出、救護訓練）
・阿蘇火山防災会議協議会臨時総会（阿蘇中岳の
噴火活動に伴う立入規制範囲の協議）

■関係機関
・防災計画の作成（修正）
（国）雲仙自然保護官事務所、長崎海上保安部
（警察・消防）島原警察署、雲仙警察署、南島原警察署、島原広域消防本 ・災害対策基本法45条に基づく必要な要請、勧告ま
たは指示等
部、県央広域消防本部
・災害時には情報の収集、災害応急対策及び災害
復旧に関し、関係市及び関係機関相互の連絡調整
・その他、法または政令によりその権限に属する事
務

(平成27年5月19日現在）
火山

関係
都道府県

火山防災協議会

設置

雲仙岳火山防災協議会

雲仙岳

長崎県

2015.1.14

雲仙岳火山防災協議会コアグ
ループ会議

霧島山

宮崎県
鹿児島県

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

■防災部局
（長崎県）危機管理課◎、長崎県島原振興局
■市町村
島原市、雲仙市、南島原市
■気象台
福岡管区気象台、長崎地方気象台
■砂防部局
（国）雲仙復興事務所、長崎河川国道事務所
（長崎県）土木部
■火山専門家等
九州大学

■関係機関
（国）長崎森林管理署、雲仙自然保護官事務所、海上保安庁長崎海上保
安部、陸上自衛隊第１６普通科連隊
（県）環境部自然環境課、農林部農林整備室
（警察・消防）長崎県警察本部、九州管区警察局長崎県情報通信部、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、県央地域広域市町村圏組合消防本部

■防災部局
（長崎県）危機管理課◎、長崎県島原振興局
■市町村
島原市、雲仙市、南島原市
■気象台
福岡管区気象台、長崎地方気象台
■砂防部局
（国）雲仙復興事務所
■火山専門家等
九州大学

■関係機関
（国）雲仙自然保護官事務所

最近の主な活動の内容

■防災部局
（宮崎県）総務部危機管理局危機管理課◎
（鹿児島県）危機管理局危機管理防災課◎
■市町村
（宮崎県）都城市、えびの市、小林市、高原町
（鹿児島県）霧島市、曽於市、湧水町
■気象台
霧島火山防災連絡会コアメンバー
2011.2.21
福岡管区気象台、宮崎地方気象台、鹿児島地方気象台
会議
■砂防部局
（国）九州地方整備局河川部、宮崎河川国道事務所◎
（宮崎県）土整備部
（鹿児島県）土木部
■火山専門家等
京都大学、宮崎大学、鹿児島大学

■関係機関
・火山防災対策の情報交換等
（国）内閣府防災担当、宮崎森林管理署、鹿児島森林管理署、陸上自衛
噴火警戒レベル導入・改善
隊西部方面隊第8師団司令部、第43普通科連隊（都城駐屯地）、第24普
各自治体の対応について など
通科連隊（えびの駐屯地）、第12普通科連隊（国分駐屯地）、霧島山（新燃
岳）噴火に関する政府支援チーム◎
・火山活動状況の報告
（県）宮崎県福祉保健部・環境森林部・農政水産部、鹿児島県環境林務
部・保健福祉部・農政部
・噴火活動がより活発化した際の避難計画について
（警察・消防）宮崎県警察本部、鹿児島県警察本部
・降灰による土砂災害に関する避難計画について

■防災部局
（宮崎県）総務部危機管理局危機管理課◎
（鹿児島県）危機管理局危機管理防災課◎
■市町村
（宮崎県）都城市、えびの市、小林市、高原町
（鹿児島県）霧島市、曽於市、湧水町
霧島火山防災連絡会コアメンバー
■気象台
事務局会議
2011.7.21
福岡管区気象台、宮崎地方気象台、鹿児島地方気象台
■砂防部局
（前項の協議会において設置）
（国）九州地方整備局河川部、宮崎河川国道事務所
（宮崎県）土整備部
（鹿児島県）土木部
■火山専門家等
京都大学、宮崎大学、鹿児島大学

■関係機関
（国）内閣府防災担当
（県）宮崎県農政水産部

・降灰対策（土砂災害）について
・降灰対策計画について
・観測・監視体制、情報共有体制

(平成27年5月19日現在）
火山

霧島山

霧島山

霧島山

関係
都道府県

宮崎県

火山防災協議会

霧島山火山対策連絡会議

鹿児島県 霧島山噴火災害対策連絡会議

宮崎県
霧島火山防災連絡会
鹿児島県

設置

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

最近の主な活動の内容

1998.4.1

■防災部局
（宮崎県）総務部危機管理局危機管理課◎
■市町村
都城市、小林市、えびの市、高原町
■気象台
宮崎地方気象台
■砂防部局
（国）宮崎河川国道事務所
■火山専門家等（オブザーバー）
東京大学

■関係機関
・火山活動状況の報告
（国）陸上自衛隊都城駐屯地第43普通科連隊・えびの駐屯地第24普通科
連隊、航空自衛隊第５航空団
・登山規制等の対応状況の報告
（警察・消防）宮崎県警察本部、都城市消防局、西諸広域行政事務組合
消防本部
・防災対応の方針、連絡体制についての確認、協議
（その他）日本赤十字社宮崎県支部、NTT西日本宮崎支店、九州電力宮
崎支店

1996

■防災部局
（鹿児島県）危機管理局危機管理防災課◎
■市町村
霧島市、湧水町
■気象台
鹿児島地方気象台
■砂防部局
（鹿児島県）土木部砂防課
■火山専門家等
鹿児島大学

■関係機関
・活動活発時に、活動状況、避難の必要性の有無
（国）第十管区海上保安本部、陸上自衛隊第12普通科連隊、海上自衛隊 などを市町長への助言
第1航空群、九州運輸局鹿児島運輸支局、九州農政局鹿児島地域セン
ター
（警察・消防）鹿児島県警察本部、霧島市消防局、伊佐湧水消防組合
（その他）日本赤十字社鹿児島県支部、NTT西日本鹿児島支店、九州電
力鹿児島支店

1996

■防災部局
（宮崎県）総務部危機管理局危機管理課
（鹿児島県）危機管理局危機管理防災課
■市町村
（宮崎県）都城市、小林市、えびの市、高原町
（鹿児島県）霧島市、曽於市、湧水町
■気象台
宮崎地方気象台、鹿児島地方気象台
■砂防部局
（国）宮崎河川国道事務所
（宮崎県）県土整備部
（鹿児島県）県土整備部
■火山専門家等
－

■関係機関
（国）九州地方整備局河川部・企画部、宮崎森林管理署都城支署、鹿児
島森林管理署、えびの自然保護官事務所、陸上自衛隊都城駐屯地第４３
普通科連隊、えびの駐屯地第２４普通科連隊、国分駐屯地第１２普通科
連隊
（警察・消防）宮崎県警察本部、鹿児島県警察本部、都城市消防局、西諸
広域行政事務組合消防本部、霧島市消防局、大隅曽於地区消防組合、
大口市外四町消防組合

(平成27年5月19日現在）
火山

関係
都道府県

火山防災協議会

桜島爆発災害対策連絡会議

桜島

設置

■関係機関
－

2006.7.3

■防災部局
（鹿児島県）危機管理局危機管理防災課◎
■市町村
鹿児島市、垂水市
■気象台
鹿児島地方気象台
■砂防部局
（国）大隅河川国道事務所
（鹿児島県）土木部砂防課
■火山専門家等
京都大学

1996

■防災部局
（鹿児島県）危機管理局危機管理防災課◎
■市町村
三島村
■気象台
鹿児島地方気象台
■砂防部局
―
■火山専門家等
京都大学、鹿児島大学

■関係機関
・活動活発時に、活動状況、避難の必要性の有無
（国）第十管区海上保安本部、陸上自衛隊第12普通科連隊、海上自衛隊 などを村長に助言
第1航空群、鹿児島運輸支局、鹿児島地域センター
（警察・消防）鹿児島県警察本部
（その他）日本赤十字社鹿児島県支部、ＮＴＴ西日本鹿児島支店、九州電
力鹿児島支店

1996

■防災部局
（鹿児島県）危機管理局危機管理防災課◎
■市町村
屋久島町
■気象台
鹿児島地方気象台
■砂防部局
―
■火山専門家等
京都大学、鹿児島大学

■関係機関
・口永良部島火山防災連絡会（火山活動の状況と
（国）第十管区海上保安本部、陸上自衛隊第12普通科連隊、海上自衛隊 今後予測，避難状況などの情報共有）
第1航空群、鹿児島運輸支局、鹿児島地域センター
（警察・消防）鹿児島県警察本部、熊毛地区消防組合
（その他）日本赤十字社鹿児島県支部、ＮＴＴ西日本鹿児島支店、九州電
力鹿児島支店

■関係機関
（国）第十管区海上保安本部

2010

■防災部局
（鹿児島県）危機管理局危機管理防災課◎
■市町村
屋久島町
■気象台
鹿児島地方気象台
■砂防部局
―
■火山専門家等
京都大学

1996

（前項の協議会において設置）

口永良部島噴火災害対策連絡会議

口永良部島 鹿児島県

口永良部島火山防災連絡会
（前項の協議会において設置）

最近の主な活動の内容

■関係機関
（国）第十管区海上保安本部、陸上自衛隊第12普通科連隊、海上自衛隊
第1航空群、鹿児島運輸支局、鹿児島地域センター
（警察・消防）鹿児島県警察本部、鹿児島市消防局、垂水市消防本部、霧
島市消防局、姶良市消防本部
（その他）日本赤十字社鹿児島県支部、ＮＴＴ西日本鹿児島支店、九州電
力鹿児島支店

桜島火山防災連絡会

薩摩硫黄島噴火災害対策連絡会
議

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

■防災部局
（鹿児島県）危機管理局危機管理防災課◎
■市町村
鹿児島市、垂水市、霧島市、姶良市
■気象台
鹿児島地方気象台
■砂防部局
（国）大隅河川国道事務所
■火山専門家等
京都大学、鹿児島大学

鹿児島県

薩摩硫黄島 鹿児島県

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局

・火山の活動状況報告
・噴火警戒レベルと噴火警報発表について
・自治体の噴火警戒レベル導入に伴う防災対応に
ついて
・活動活発時に、活動状況、避難の必要性の有無
などを市町村に助言
・5機関による会議で、防災対応についての情報の
共有・連携及び意見交換を図る
・桜島火山の防災対応について専門的な検討を行
い、「桜島爆発災害対策連絡会議」に助言

・口永良部島火山の防災に関し機関間の情報の共
有・連携及び意見交換を図るとともに、口永良部島
火山の防災対応について検討

(平成27年5月19日現在）
火山

関係
都道府県

火山防災協議会

諏訪之瀬島 鹿児島県 諏訪之瀬島噴火災害対策連絡会議

中之島

鹿児島県 中之島噴火災害対策連絡会議

設置

構成機関（コアグループに相当する機関）
◎は固定事務局
○は輪番制事務局

構成機関（コアグループに相当する機関以外）

最近の主な活動の内容

1996

■防災部局
（鹿児島県）危機管理局危機管理防災課◎
■市町村
十島村
■気象台
鹿児島地方気象台
■砂防部局
―
■火山専門家等
京都大学、鹿児島大学

■関係機関
・活動活発時に、活動状況、避難の必要性の有無
（国）第十管区海上保安本部、陸上自衛隊第12普通科連隊、海上自衛隊 などを村長に助言
第１航空群、鹿児島運輸支局、鹿児島地域センター
（警察・消防）鹿児島県警察本部
（その他）日本赤十字社鹿児島県支部、ＮＴＴ西日本鹿児島支店、九州電
力鹿児島支店

1996

■防災部局
（鹿児島県）危機管理局危機管理防災課◎
■市町村
十島村
■気象台
鹿児島地方気象台
■砂防部局
―
■火山専門家等
京都大学、鹿児島大学

■関係機関
・活動活発時に、活動状況、避難の必要性の有無
（国）第十管区海上保安本部、陸上自衛隊第12普通科連隊、海上自衛隊 などを村長に助言
第１航空群、鹿児島運輸支局、鹿児島地域センター
（警察・消防）鹿児島県警察本部
（その他）日本赤十字社鹿児島県支部、ＮＴＴ西日本鹿児島支店、九州電
力鹿児島支店

