お客様各位

この度は当ホテルへご滞在頂き誠にありがとうございます。

この度、大涌谷火口周辺の噴火警戒レベルが５段階中の１から２へ引き上げられました。
これに伴い、現在のところ、大涌谷への立ち入りはできません。

なお、規制区域は火口周辺のエリアに限られるもので大涌谷以外の観光には影響はございません。
また、住民も通常の生活を続けられるレベルでございますので大きなご心配は丌要でございます
が、念の為、今後の情報にはご留意下さい。

箱根ロープウェイは全線で運休しておりますが桃源台駅－早雲山駅は代行バスが運行しており
ます。（箱根フリーパス利用可）

ご丌明点ございましたらフロントまでお問い合わせ下さいませ。

Dear valued guest,

Thank you very much for staying our hotel.

Eruption alert levels around ‘Oowakudani’ gone up to 2 out of 5 levels.
The restricted area is limited to a small part around Owakudani, and around the hotel and other
areas are normal.
This action has been repeated since before, so there is no need to worry about it.

However, Owakudani is prohibited from entering, so please enjoy sightseeing to other areas.
Now, The Hakone Ropeway is closed but a substitute bus is working from 9.00am to 5.00pm.
*Can be used Hakone Free Pass. **The bus does not stop at Owakudani.

If you have any other inquiries please do not hesitate to ask us.
We hope enjoy Hakone and our hotel.

箱根山の
火山災害から身を守るために
噴火警報等で発表する
●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。

■箱根山

噴火警戒レベルに対応した防災対応
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県道（早雲山）

■箱根山の火山活動について
約3000年前に神山の北西部で水蒸気爆発に伴う
山体崩壊が発生し、芦ノ湖が形成されました。
また、この噴火活動で冠ヶ岳が出現しました。
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この図は、国土地理院発行の２万５千分の１地形図「箱根」を使用して作成しています。

レベル4 避難準備ライン
Level.4 Preparation for evacuation

箱根湯本駅

左図の表示範囲

●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。＜大涌谷周辺での噴火を想定した場合＞
レベル５（避難）
：危険な居住地域
からの避難等。
レベル４（避難準備）：警戒が必要な居住地域
での避難準備。
箱根山においては、非常に多くの観光客を円滑
に避難させる必要があること、居住地が想定火
口に近いことから、箱根町はこの段階で避難指
示（緊急）を発令。
レベル３（入山規制）：

：規制道路
：登山道、ロープウェイ
：特定地域

：居住区域
：保全対象施設

：過去の火口
：想定火口域

■この図は「箱根町（大涌谷）火山避難計画」（箱根火山防災協議会、平成27年８月）に
基づき作成しています。
■箱根山の噴火警戒レベルは、地元自治体等で構成する箱根山火山防災協議会において
作成しました。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
レベル
：想定火口域
周辺の立入禁止。
県道
、登山道等
は通行できません。 定められていますので、詳細については箱根町にお問い合わせください。
■特定地域は、居住地域よりも想定火口に近く、別荘等の施設が含まれる地域です。居
レベル１（活火山であることに留意）：
住地域よりも早い段階（レベル３）で避難が必要となります。
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箱根山の噴火警戒レベル
種別 名称

対象 レベル
範囲

５

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

居住地域に重大な 危険な居住地域からの避 ●溶岩流や火砕流の発生など、居住地域に重大な被害
被害を及ぼす噴火 難等が必要。
を及ぼす噴火の発生。
が発生、あるいは
3000年前：冠ヶ岳溶岩ドーム形成、火砕流発生
切迫している状態
にある。
●規模の大きな火山性微動の発生等、居住地域に重大
過去事例
な被害を及ぼす噴火の発生が切迫している。
有史以降の事例なし

特

●小規模噴火が発生し、火口から約２km以内に大きな
噴石飛散、火砕サージ発生。

別
12～13世紀：大涌谷で水蒸気爆発、火砕サージ発生

警
報

４

３

警

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）。

警戒が必要な居住地域で ●有感地震の多発や顕著な地殻変動等により、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
の避難の準備、要配慮者
まっている。
の避難等が必要。

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。

登山禁止・入山規制等危 ●想定火口域を超えて大きな噴石が飛散するような噴火
険な地域への立入規制等。 の発生。

２

１
報

有史以降の事例なし

有史以降の事例なし
特定地域では避難。
状況に応じて要配慮者の ●地震活動や熱活動の活発化、山体の膨張を示す地殻
変動等、状況により居住地域の近くまで影響を及ぼ
避難準備等。
す噴火の発生が予想される。

2015年６月：傾斜変動を伴う火山性微動が発生し、
ごく小規模噴火が発生するなど火山活動が活発化

報

予

箱根山においては、非常
に多くの観光客を円滑に
避難させる必要があるこ
と、居住地が想定火口に
近いことから、箱根町は
この段階で避難指示（緊
急）を発令。

●地震活動や熱活動の活発化、山体の膨張を示す地殻
火口周辺に影響を 住民は通常の生活。
及ぼす（この範囲 火口周辺への立入規制等。 変動等、状況により火口周辺に影響を及ぼす噴火の
発生が予想される。
に入った場合には
Residents have a
生命に危険が及ぶ）
2001年６～10月：地震活動の活発化、山体の膨張を
normal life.
噴火が発生、ある
示す地殻変動、噴気異常等の熱活動の活発化
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）。

状況に応じて火口内への ●火山活動は静穏。
立入規制等。

●一時的な地震の増加。

注）ここでいう「大きな噴石」とは、主として風の影響を受けずに弾道を描いて飛散するものとする。
※箱根町はレベル４の段階で避難指示（緊急）を発令します。
※箱根町はレベル３の段階で特定地域に対して避難指示（緊急）を発令します。
※箱根山の噴火警戒レベルは、地元自治体等で構成する箱根山火山防災協議会において作成しました。
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
箱根町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/jma/index.html
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