
桜島火山災害対策

避難計画の修正

資料２

鹿児島市防災会議

令和５年３月２２日（水）



平成28年８月
（平成28年度）

火山災害対策編 新設
・「複合災害対策」追加
・「陸上輸送手段」追加

平成29年３月
（平成28年度）

火山災害対策編 修正
・「長期避難対策」追加

「桜島火山災害対策避難計画」作成
（住民用避難マニュアルを含む）

平成30年３月
（平成29年度）

火山災害対策編 修正
・「大量軽石火山灰対策」追加

「長期避難計画」作成

平成31年３月
（平成30年度）

「大量軽石火山灰対応計画（暫定版）」作成

令和２年３月
（令和元年度）

「大量軽石火山灰対応計画（暫定版）」修正
（暫定版をとる）

「桜島火山災害対策避難計画」の修正
（島外避難計画）※基本的避難方法の追加等

令和３年３月
（令和２年度）

「大量軽石火山灰対応計画」修正
（避難シミュレーション結果を反映）

「復旧・復興計画」作成

令和４年３月
（令和３年度）

※右記の計画修正等に伴う
文言整理

「桜島火山災害対策避難計画」の修正
（島内避難計画）※警戒範囲3.5㎞への対応を追加

令和４年度
※右記の計画修正等に伴う
文言整理

「桜島火山災害対策避難計画」の修正
（島外及び島内避難計画）

鹿児島市地域防災計画火山災害対策編関係の修正経過

避難計画等（資料編）
平成27年8月
噴火警戒レベル
４へ引上げ

地域防災計画（本編） 避難計画等（資料編）
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４月 島外避難計画修正案の作成

５月～６月 関係機関との事前協議

７月

８月 第１回避難対策分科会 ※島外避難計画修正案の説明

９月 島外避難計画修正案に対する意見照会

１１月

第２回避難対策分科会 ※島外避難計画修正案の協議

※島内避難計画修正案の説明・協議

住民避難訓練での検証

１２月 第３回避難対策分科会【書面開催】 ※島外及び島内避難計画修正案のまとめ

１月 第４回桜島火山災害対策委員会

３月
桜島火山防災協議会
防災会議

検討スケジュール
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7/24噴火警戒
レベル５へ引上げ

島内避難計画修正案
の作成・関係機関との
事前協議



令和４年度 桜島火山災害対策避難計画の修正項目
（島外避難計画関係）

① 「避難用家族カード」廃止・「避難完了板」導入

② ３者調整会議の導入

③ 海上避難計画の見直し（桜島フェリーの減船）

④ 児童等の避難計画の見直し

4



住民の避難状況の把握を「避難用家族カード」から「避難完了板」に改めるほか、
避難行動要支援者の避難支援を協議する、町内会長（公民館長）、民生委員及び
消防団による「３者調整会議」を新たに追加する。

▲避難用家族カード

▲避難完了板

▲３者調整会議
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① 「避難用家族カード」廃止と「避難完了板」導入
② ３者調整会議の導入



避難誘導責任者
（消防団員）

・避難情報の広報や避難誘導などの活動と避難用家族カード
の受領が輻輳し、困難である。

・複数の地域を担当している消防団では、受け取る数が多く
管理が困難

住民 ・避難用家族カードを提出することで、避難に時間を要する。

▲避難用家族カードと避難用住民一覧表による
避難状況の確認イメージ

【避難状況把握の流れ】

・現行の避難計画では、住民は避難時に退避舎の避難

誘導責任者（消防団員）に「避難用家族カード」を提出

・避難誘導責任者は、提出された「避難用家族カード」と

「住民一覧表」を照合することで避難状況を把握

①「避難用家族カード」廃止と「避難完了板」導入

現行計画

【課題】

▲消防団員による「避難用家族カード」の受領
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▲ 避難用家族カードの受理

▲ 避難用家族カードと住民一覧表の突合

※ Ａ：桜島地域の最多世帯町内会
Ｂ：桜島地域の平均世帯町内会

■避難用家族カードの受領者変更

避難誘導責任者 ⇒ 町内会長（公民館長）
（消防団員）

①「避難用家族カード」廃止と「避難完了板」導入

訓練検証（令和２年度）

【課題】

避難指示発令後
住民の避難行動
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町内会長
（公民館長）

・世帯数が多い町内会では、避難用家族カードの受理及び
住民一覧表との照合並びに報告などの避難者把握の負担
が大きい

住民 ・避難用家族カードを提出することで、避難に時間を要する。



▲ 避難完了板の掲示▲ 避難状況の確認

■住民の避難要領と避難状況の把握方法を変更

「避難用家族カード」の提出 ⇒ 「避難完了板」の掲示

①「避難用家族カード」廃止と「避難完了板」導入

訓練検証（令和３、４年度）

避難指示発令後
住民の避難行動

●避難用家族カードの受領負担軽減や避難確認時間の短縮などで一定の効果を確認

●終了後のアンケート結果（一部抜粋）
・住 民：訓練参加者へのアンケートにおいて、これまでの「避難用家族カード」から今回の

「避難完了板」を活用した避難行動は約9割の住民から「良かった」と評価を受けた。
・関係機関：「避難完了板」は効果的な残留者捜索や活動時間の短縮に繋がった。

【効果】
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▲ 桜島火山爆発総合防災訓練における3者調整会議の様子

・構 成：町内会長（公民館長）、民生委員及び消防団

・開催時期：高齢者等避難の発令前

・実施場所：各地域の公民館などの集会場

・概 要：避難行動要支援者や避難に支援を必要とする高齢者等の避難支援について、
地域内の居住者情報をまとめた避難用住民一覧表を所持している３者が、互い

の役割を踏まえつつ、支援者の有無や障害の程度、必要な支援内容等に応じた
支援者を調整する。

② ３者調整会議の導入

３者調整会議の概要
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消防団 民生委員
民生委員

町内会長

（公民館長）



・住民一覧表をもとに、現在の居住状況や支援者の有無などを確認
・支援者がいる要支援者等の避難対応状況を民生委員から報告
・支援者のいない要支援者等の支援方法を検討

⇒地域住民又は消防団等による避難支援を決定

② ３者調整会議の導入
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避難行動要支援者

左記以外で避難に

支援が必要な者
障害の程度や

支援者情報等

３者調整会議の要領

訓練検証（令和２～４年度）

●直近の要支援者等の情報を踏まえた、支援者の調整・決定に繋げられた。

●住民意見
・地域住民の実態把握の大切さ、必要性を感じた。
・これまで、民生委員がどのように動けばよいか不明確であったが、動きが良く理解できた。

【効果】

■桜島火山爆発総合防災訓練において、各地域で実施



11

令和５年度に桜島フェリーの運航体制が５隻体制から４隻体制に変更
される予定であるため、海上避難の際に救難船舶（桜島フェリー及び鹿
児島市救難所船舶）が担当する避難港を現行計画の６ブロックから５ブ
ロックに再編する。

③ 海上避難計画の見直し（桜島フェリーの減船）

現行計画
（６ブロック）

修正案
（５ブロック）
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避難港を５ブロックに再編した場合の海上避難計画案
※桜島フェリー１隻減船（第十五桜島丸と仮定）
※各救難船舶の船速や防災関係機関の車両輸送を考慮

修正案

№ 名称 避難港と順路

１ 第十六
桜島丸

野尻港→赤水港→
桜島港→小池港

２ 桜島丸 有村港→宮下港→
下村港→湯之港→
持木港

３ 第二
桜島丸

浦之前港→園山港
→高免港→白浜港
→二俣港

４ 第十八
桜島丸

松浦港→西道港→
藤野港→武港→
赤生原港

５ 鹿児島
市救難
所船舶

宇土港、
塩屋ヶ元港

③ 海上避難計画の見直し（桜島フェリーの減船）



④ 児童等の避難計画の見直し

現
行
計
画

噴火警戒レベル４ 噴火警戒レベル５

避難情報
避難準備・高齢者

等避難開始
避難勧告 避難勧告 避難指示

児童等が学
校にいる場
合の措置

児童等の
避難措置

学校長は直ちに授業を中止し，
児童等に対し避難の準備をさせる
こととする。

学校長は直ちに授業を中止し，別に定める

（【資料編桜島火山災害対策避難計画】）とこ

ろにより児童等を誘導・避難させることとする。

保護者への

引き渡し

避難指示が切迫している場合，

原則として保護者への引き渡しは

行わず，避難行動に備えるものと

する。

避難指示が発せられた後は,保護者への引

き渡しは行わず学校単位で直ちに避難する

ものとし，避難完了後に所定の避難所で保

護者に引き渡すこととする。

避難情報 高齢者等避難 避難指示

児童等が学
校にいる場
合の措置

児童等の
避難措置

学校長は直ちに授業を中止し，別に定める（【資料編桜島火山災害対策避難計

画】）ところにより児童等を誘導・避難させることとする。

保護者への

引き渡し

高齢者等避難又は避難指示が発せられた後は,保護者への引き渡しは行わず学

校単位で直ちに避難するものとし，避難完了後に所定の避難所で保護者に引き渡

すこととする。
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児童等の避難判断に用いる避難情報が「高齢者等避難」及び「避難指示」に変更
されたことに伴い、避難のタイミング及び保護者への引き渡しをより安全性に重点を
置き「高齢者等避難」の発令時点でこれまでの避難指示発令時の対応に一本化す
る。

修
正
案



令和４年度 桜島火山災害対策避難計画の修正項目
（R4.7.24噴火警戒レベル５引上げを踏まえた島内避難関係）

① 噴火警戒レベル４・５発表時の現地災害対策本部の自動
設置

② 避難情報発令文に大規模噴火の兆候の有無を明示

③ 避難情報発令前の桜島支所による噴火警報の広報を追加

④ バス避難の移動手段及び運行経路の整理

⑤ 警戒範囲３km、3.5kmの国道224号交通規制の整理
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※島外避難計画に係る部分もあわせて修正



① 噴火警戒レベル４・５発表時の現地災害対策本部の自動設置
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○噴火警戒レベル４・５発表時

災害対策本部 現地災害対策本部

自動的に設置する 設置できる
現行計画

修正案
災害対策本部 現地災害対策本部

自動的に設置する

・ 噴火警戒レベル４・５時には住民避難等の措置が生じることから、災害対策
本部にあわせて、現地災害対策本部を自動設置とする。
※現地災害警戒本部も同様とする。



② 避難情報発令文に大規模噴火の兆候の有無を明示
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例：噴火警戒レベル５・警戒範囲３kmの場合
（大きな噴石が火口から2.4kmを超えて飛散・R4.7.24のケース）

・ 住民へ分かりやすい情報提供を行う観点から、噴火警報を受けて、本市が発
令する避難情報の緊急速報メール及び防災行政無線には、噴火の規模や避難
対象地区を記載しているが、それに加えて大規模噴火に関する兆候の有無を明
示

＜避難指示発令文＞

こちらは、防災鹿児島市役所です。

本日、桜島で爆発が発生し、

大きな噴石が２．４ｋｍを超えて飛散したことから、

噴火警戒レベルが５に引き上げられ、

午前●●時●●分に火口から３ｋｍ以内の有村町、古里町の一部に

避難指示を発令しました。

避難対象地区の住民等は、ただちに避難してください。

なお、現在のところ大規模噴火の兆候は見られません。

修正案



③ 避難情報発令前の桜島支所による噴火警報の広報を追加

修正案

・ 住民への速やかな情報提供を行う観点から、噴火警報から避難指示発令まで
の間に、防災行政無線やホームページ・SNS等を活用し、火山活動状況や警戒
範囲等について住民等へ周知・広報を行う。

00：05
（想定）

気象台は桜島に対する「噴火速報」を発表

鹿児島市は避難対象地区に避難指示を発令

気象台は「噴火警報（居住地域）」を発表

①島 内 住 民：発令前に防災行政無線放送により、噴火警報の内容を周
知するとともに、合わせて町内会長等にＦＡＸ等にて情報
伝達（現地災害対策本部（桜島支所））

②市街地側住民：市ホームページ・SNS等を活用し、周知（広報班）
③報道関係機関：報道各社に周知（広報班）

00：15
（想定）

桜島で噴火発生
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00：00



④ バス避難の移動手段及び運行経路の整理
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○島内避難におけるバス避難要領（その１）

・ 有村町の避難用バスは行き止まりにて転回が必要なため、小型バスに変更
する。

対象地区 バス避難集合場所 移動手段

有村町有村地区 旧改新分団舎前
有村Ａ
有村Ｂ
有村Ｃ
有村Ｄ
有村Ｅ
桜島シーサイドホテル前
旧古里観光ホテル前
川穴バス停

島内バス１台
（35名乗り）

古里町古里東地区の
一部

（火口から３㎞以内の
地域）

※古里東１班の一部、
２・３班

黒神町塩屋ヶ元地区
塩屋ヶ元地区集落内
（黒神町690付近）

島内バス１台
（35名乗り）

バス避難集合場所 移動手段

旧改新分団舎前
有村Ａ
有村Ｂ
有村Ｃ
有村Ｄ
（有村溶岩展望所 ※1
便目のみ）

有村Ｅ
桜島シーサイドホテル前
旧古里観光ホテル前
川穴バス停

小型バス１台
（19名乗り）

塩屋ヶ元地区集落内
（黒神町690付近）

大型バス１台
（32名乗り）

例：噴火警戒レベル５・警戒範囲３kmの場合
（大きな噴石が火口から2.4kmを超えて飛散・R4.7.24のケース）

※警戒範囲3.5kmの場合も同様
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○島内避難におけるバス避難要領（その２）
・ 住民の居住実態にあわせて、運行経路を一部変更する。



⑤ 警戒範囲３km、3.5kmの国道224号交通規制の整理
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○国道224号道路交通規制（その１）
・ 大隅河川国道事務所との協議を踏まえ、交通規制箇所について整理する。



○国道224号道路交通規制（その２）
・ 警戒範囲３kmにおける古里町の道路交通規制イメージ

至 桜島口

至 桜島港

桜島港方面

桜島口方面

改新交流センター
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○国道224号道路交通規制（その３）
・ 警戒範囲３kmにおける桜島口の道路交通規制イメージ ※警戒範囲3.5kmも同様

桜島口

黒神口

至 牛根大橋

桜島港方面

牛根大橋方面海潟漁港方面

至 海潟漁港

至 桜島港
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令和４年度 桜島火山災害対策避難計画の修正項目
（その他の項目）

① 避難促進施設の追加指定
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① 避難促進施設の追加指定
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施設名 わくわくキッズ倶楽部 桜島

所在地 桜島小池町１４３５

施設の種類
児童福祉法に規定する施設

（活動火山対策特別措置法施行令第１条第２項）

・ 令和４年４月１日に新設された以下の施設を、避難促進施設として新たに指
定する。


