
降灰で埋没した民家降灰で埋没した民家

桜島火山防災リーフレット桜島火山防災リーフレット

大正噴火の様子大正噴火の様子

黒神埋没鳥居黒神埋没鳥居

写真提供：鹿児島県立博物館写真提供：鹿児島県立博物館

大規模噴火が発生したら…
大規模噴火が発生したら…

鹿児島市鹿児島市

もし、いま桜島でもし、いま桜島で～大規模噴火に備えよう～
～大規模噴火に備えよう～

大正噴火級の

これまで

見たことのないこれまで

見たことのない

高さの噴煙高さの噴煙

写真提供：鹿児島県立博物館写真提供：鹿児島県立博物館

降下・堆積降下・堆積
軽石・火山灰の軽石・火山灰の

鹿児島市街地側はどうなる？

東の風が
吹いた場合
東の風が
吹いた場合

中面へ☞



谷山地域

吉田地域

吉田支所

東の風が吹いた場合 市街地側で

軽石や火山灰が最大1メートル堆積する地域も
大正噴火級の大規模噴火が発生すると、桜島島内はもちろん、
市街地側においても東の風（市街地方向への風）の場合、大量
の軽石や火山灰が降り積もることが想定されます。

東の風は、主に偏西風が弱まる
夏場に吹くことが多く、年間を
通した割合は、2016 年の気象
条件をもとに試算した結果、6%
程度 (注 ) とのことです。
（注）鹿児島大学 地震火山地域防災セ
ンター 「桜島大噴火時の交通対策暫定
レポート 2018年 5 月版」より

東の風は、主に偏西風が弱まる
夏場に吹くことが多く、年間を
通した割合は、2016 年の気象
条件をもとに試算した結果、6%
程度 (注 ) とのことです。
（注）鹿児島大学 地震火山地域防災セ
ンター 「桜島大噴火時の交通対策暫定
レポート 2018年 5 月版」より

東の風
（主に夏場等）

北

南

西 東

伊敷地域伊敷地域

吉野地域吉野地域

吉野支所吉野支所

中央地域中央地域

谷山地域

吉田地域

吉田支所

谷山支所

ライフライン
途絶の
おそれ

「知る・備える・行動する“桜島の大規模噴火”
～その時、あなたはどう動く？～」啓発動画

中心市街地に
軽石・火山灰が

最大1メートル
堆積する
おそれ

軽石・
火山灰の除去に
長期間
かかる
おそれ

土砂災害や
河川氾濫の
発生のおそれ

伊敷支所伊敷支所

鹿児島市役所鹿児島市役所

鹿児島中央駅鹿児島中央駅

その
あ

道路も
公共交通も
不通の
おそれ

古い木造
家屋などは
倒壊の
おそれ



大量の軽石・火山灰の降下が予想される地域に
留まることは危険です。

噴火する前に
避難行動を！！

姶良・伊佐方面へ
霧島市・伊佐市
姶良市・湧水町
霧島市・伊佐市
姶良市・湧水町

阿久根市・出水市
薩摩川内市・さつま町
長島町

阿久根市・出水市
薩摩川内市・さつま町
長島町

中薩方面へ
日置市
いちき串木野市
日置市
いちき串木野市

南薩方面へ
枕崎市・指宿市
南さつま市・南九州市
枕崎市・指宿市
南さつま市・南九州市

北薩方面へ

でも、避難対象地域（市街地側）の住民が

一斉に広域避難すると
でも、避難対象地域（市街地側）の住民が

一斉に広域避難すると

より安全な広域避難

それなら、どうする ?  裏面へ☞

(※軽石・火山灰が堆積する地域の想定最大数 38万人）

特定の道路や駅に避難者が集中し、
大渋滞等が発生するおそれがあります。

あなたの住まいや地域に大きなリスクが！

洗濯できない
水が出ない

トイレが
流せない

携帯電話が
充電できない

冷蔵庫の
中身がダメに

暑くても
エアコンが使えない
（熱中症のおそれ）

軽石・火山
灰の中では

救助しきれ
ない軽石・火山
灰の中では

救助しきれ
ない

地域の状況に
よっては、軽石・
火山灰の除去に
長期間かかる可
能性も

特定
大渋
定の道路や駅に避難者が集中し特定

大混雑・
大渋滞発生

！

！

あなたと家族の
命を守るために

軽石と火山灰だけと
思っていると…

！
大正噴火

時には

噴火の 8
時間後に

マグニチ
ュード7

.1の

地震が発
生

大正噴火
時には

噴火の 8
時間後に

マグニチ
ュード7

.1の

地震が発
生

どう
すべ

き!
?

大地震によ
る

　被害の可
能性も大地震によ
る

　被害の可
能性も

外に出られ
ない！
外に出られ
ない！

家の中にいれば
大丈夫と思っていると…

東の風が吹くのは主に夏場が多く、暑さによる身体的・精神的負担が大きくなります。

すぐに誰かが救助して
くれると思っていると…

噴火が起こる前に、大量の軽石・火山灰の降下
が予想される地域の外へ避難（市外への広域
避難）しましょう。

伊敷地域伊敷地域

伊敷支所伊敷支所

吉野地域吉野地域
吉野支所吉野支所

中央地域中央地域
鹿児島市役所鹿児島市役所

鹿児島中央駅鹿児島中央駅

谷山地域

吉田地域

吉田支所

谷山支所

の時
なたは？

！ 電気・ガス
・トイレが

使えない状
況も想定

　　されま
す

電気・ガス
・トイレが

使えない状
況も想定

　　されま
す

北

南

西 東



東の風（市街地方向への風）の場合、鹿児島市が市街地側へ発令する
段階的な避難情報に応じて適切な避難行動を！
大正噴火の事例を参考に
想定される前兆現象等

・気象台が、桜島に対し、
　噴火警戒レベル 4
　（警戒範囲 : 全島）を発表

・気象台が、桜島に対し、
　噴火警戒レベル 5 
　（警戒範囲 : 全島）を発表

避難情報の発令に備えて
すぐに避難できる準備を

高齢者等避難高齢者等避難

避 難 指 示避 難 指 示

JR、自動車、 
バスによる避難

令和 3年 7月発行

域外の安全な場所へ

高齢者の方などは
域外の安全な場所へ

大規模噴火の
可能性が

高まってきた

大規模噴火の
可能性が

高まってきた

大規模噴火の
発生が

迫っています

大規模噴火の
発生が

迫っています

いよいよ
大規模噴火の

ときが

いよいよ
大規模噴火の

ときが

・桜島の一部で弱い地震が発生

・桜島の全域で有感地震が発生

噴火発生
噴火に伴い大地震も
発生するおそれ

【発行・お問い合わせ】 お住まいの地域ごとの避難先や避難経路など、
大量軽石火山灰対応計画の全文や関連情報は、
鹿児島市ホームページからご覧ください。鹿児島市 危機管理局 危機管理課  

高齢者の方などは
早めの避難

自動車で避難する
場合は 1世帯 1台

決められた道路を
通って広域避難

駅のそばに住んでいる
方は JRで避難

○大規模噴火に備え、前兆現象

・噴火警戒レベル 5 
　（警戒範囲 : 全島）は継続
・市街地側でも有感地震が発生
　（震源は桜島付近）

鹿児島市から
市街地側への避難情報等

※これはあくまで大正噴火の前兆現象等を参考にした一例にすぎず、上記のとおりとならない場合も
　考えられます。

噴火前に広域避難をするためには…

市民がとるべき避難行動

火山活動や風向きに関する情
報発信や、病院や福祉施設な
どの自主避難を呼びかけます

大量の降灰等が予想される
地域の高齢者等に対し、避難
を呼びかけます

大量の降灰等が予想される
地域の住民等に対し、避難
を呼びかけます

やむを得ず屋内退避をする際は、堅牢な建物に避難しましょう。
（いざという時に備え、平時から備蓄等をしておきましょう）

市民一人一人の協力が必要です!

検索鹿児島市　桜島火山対策

ただちに
避難してください

JR、自動車、 
バスによる避難

避難してください

TEL 099-216-1513

を早い段階で把握できる体制が整えられています。

前兆現象は
早い段階で現れます !

桜島では様々な研究と
観測が行われています !

大正噴火を参考にすると、大規模噴火の前には、噴火のおよそ 1 年～数か月前
から有感地震や大きな地殻変動などのさまざまな前兆現象が現れます。

桜島では、京都大学防災研究所による火山活動の動きを捉える世界トップレベルの研究
のほか、鹿児島地方気象台による 24 時間体制での監視観測が行われており、大規模噴
火の前兆現象を常に確認できる体制が構築されています。

注 意 喚 起注 意 喚 起例えば

例えば

例えば

前

大噴火大噴火



（写真：鹿児島県立博物館） （写真：京都大学桜島火山観測所）

差替8



1

桜島はこれまで何度も大規模火
を繰り返しており、記録が残されて
いるものだけでも、
天平宝字噴火（764年）、
文明噴火（1471年）、
安永噴火（1779年）、
大正噴火（1914年）の
４回が確認されている。

１９１４年に起きた大正噴火では、噴煙がおよそ１８，０００ｍま
で上がり、大量の軽石や火山灰が降り積もった。
桜島の黒神地区にある埋没鳥居がその凄まじさを物語っている。
また、流れ出た溶岩流が島だった桜島と大隅半島との間の海峡
を埋めつくし、陸続きとなった。
さらにマグニチュード７の地震も発生し、対岸の鹿児島市街地側
にも大きな被害をもたらした。 （死者・行方不明者：５８名）

約２万９千年前に現在の鹿児島湾の奥部にあたる位置で
巨大噴火が発生し、姶良カルデラが形成された。
そのおよそ３千年後にこの姶良カルデラの南端から新たに
始まった噴火活動により桜島が誕生。
桜島は北岳と南岳からなる、複合火山で、現在は南岳が
活発に活動している。

桜島の成り立ち

繰り返す大規模噴火

大正噴火による被害等

（写真：鹿児島県立博物館）

出典：小林哲夫（2014）第1章 火山桜島．
桜島大正噴火100周年事業実行委員会編,
桜島大正噴火100周年記念誌，18-29.



桜島は現在でも活発に噴火を繰り返しており、市街地側の住民も
降灰に見舞われることがしばしばある。

大正噴火から１００年以上経過した
現在、姶良カルデラ下のマグマ溜りに
は、大正噴火当時と同等量のマグマ
が蓄積されていると言われている。
これは、次なる大規模噴火への備え
が必要な時期に来ていることを示して
おり、このことを受けて、鹿児島市で
は大規模噴火対策に取り組んでいる。

桜島の噴火警戒レベルはレベル３、入山規制とされており、
また、法律に基づく措置で火口から半径２ｋｍ以内は立入禁止
となっている。

2

噴火活動の状況

噴火警戒レベル

迫る大正噴火級の大規模噴火



避難施設・誘導看板

降灰除去対策

桜島島内には、噴石から身を守る退避壕を
はじめ、フェリーでの島外避難時に使用する退
避舎や避難港といった避難施設のほか、その
誘導看板などを整備している。

桜島の噴火に伴い降り積もった火山灰は、ロードスイーパー
や散水車等で清掃している。また、住宅地の降灰は市から市
民に無償配布している克灰袋で収集する仕組みが整えられ
ている。

要望活動

鹿児島地方気象台や大隅河川国道事務所、
鹿児島県のほか、京都大学桜島火山観測所
や鹿児島大学、垂水市と共に桜島火山防災
連絡会（通称５者会）を構成し、２か月に一度
開催の上、火山活動に関する情報共有や意
見交換を行っている。

桜島周辺の霧島市や
鹿屋市、垂水市と共に
桜島火山活動対策協議
会を構成し、毎年、国や
鹿児島県に対し砂防施
設の整備や道路改良等
について要望活動を行
っている。

関係機関との連携（５者会）

3



桜島の大規模噴火対策

大正噴火級の大規模噴火に備えて、桜島の島
外への避難対応はもとより、市街地側への大量
の軽石火山灰の降下・堆積を想定した近隣の市
や町への広域避難を含む大量軽石火山灰対策
や長期避難対策などをまとめている。

大量軽石火山灰対策をまとめるにあたっては、世界初となる大量軽石火山灰を想定した車両走行実験・道
路啓開作業検証実験を実施（2018年7月）し、その結果、４輪駆動など全ての車輪が駆動する車両でないと
走行困難であることや効率的な除去手法などが判明しており、対策の中に盛り込んでいる。

桜島火山爆発総合防災訓練 桜島火山爆発総合防災訓練は、住民や防災関係機関等
が一体となって半世紀にわたり毎年実施してきており、大
規模噴火に備えて防災意識とその対策の実効性を高めて
いる。

4

大量軽石火山灰を想定した車両走行・道路啓開作業検証実験

市街地側へ最悪の影響を及ぼす
ケースを想定したシミュレーション

市街地側の地域をゾーン分けし避難情報発令対象地域を決定
避難者数、避難させる地域を踏まえ
なるべく近隣の市町に避難

【例】・ C・Dゾーンへ避難指示発令
・ 住民の避難支援（バス避難）

出典：気象研究所 新堀敏基氏資料



火山防災の意識啓発

火山防災教材作成配布

桜島訪問体験

火山専門家派遣授業

火山防災スペシャリスト養成研修

鹿児島市街地側の小学生とその保護者が、桜島ビジター
センターや黒神埋没鳥居、砂防施設等を見学する体験学習
を実施している。

火山防災に係る意識啓発映像・リーフレットを作成し、桜島の過去と現在を正しく知り、命を守るための準備
と心構えを持つことの重要さを広く市民に周知している。

火山災害時における対応
や桜島の恵み・文化を学ぶ
火山防災教材を作成し、市
内の全ての小学校に配布し
ている。

全国の火山防災に携わる関係者等を対象に、鹿児島
市の降灰除去対策や避難計画等に関する研修のほか、
桜島火山爆発総合防災訓練を視察する火山防災スペ
シャリスト養成研修を開催している。

火山の専門家が小学校に出向き、桜島のなりたち
や噴火の歴史に関する講話のほか、噴火の仕組みを
学ぶ実験などの授業を実施している。

5



これまで、1988年に鹿児島国際火山会議、1998年に
アジア活火山サミット、2013年に ＩＡＶＣＥＩ （国際火山学
地球内部化学協会）学術総会を開催している。

全国の火山災害警戒地域
の市町村に働きかけ、火山防
災強化市町村ネットワーク
（151の市町村）を設立し、国
に対し火山の研究及び監視
・観測体制の充実・強化など
について要望するほか、火山
防災対策について情報共有
を行っている。

※市町村数は2021年10月現在

6

国内外の火山関係会議等に参加し、積極的に鹿児島市の火山防災対策の情報発信に取り組んでいる。

【国際会議】 【国内会議】

インドネシアのスレマン県と火山防災等の交流促進に関する覚書を締結し、意見交換等を行うほか、火山
防災の取組に対する海外メディアの取材にも積極的に対応している。

【取材対応】【交流促進】



【お問合せ】
鹿児島市危機管理局危機管理課
電 話 099-216-1513 / FAX 099-226-0748
E-mail kiki-kazan@city.kagoshima.lg.jp
〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号

桜島は、60年以上の長きにわたって火山活動を続けており、桜島及び周辺地域
の住民生活をはじめ、農作物等各面にわたって大きな影響を与えています。
この活火山桜島を有し、麓や対岸に合わせて約60万人の市民が生活している鹿

児島市では、これまでハード・ソフトの両面から火山防災対策に取り組み、さま
ざまな試行錯誤を経ながらその充実に努めてきました。
こうした本市の火山防災に係る取組は、長年の経験や実績に裏打ちされた実効

性のある対策となっています。これらをさらにブラッシュアップし、火山防災の
モデルとして世界に発信することにより、国内外の火山災害の被害軽減に寄与で
きるものと考えています。
このような背景を踏まえ、市民と地域、事業者、研究機関・行政が一体となっ

て、桜島に対する総合的な防災力の底上げを図るとともに、最先端の火山防災に
取り組む「鹿児島市」を、火山の魅力も交えながら世界に発信することにより、
交流人口に加え、関係人口の拡大を図ります。

火山防災トップシティ構想

鹿児島市 桜島火山対策

詳しくは、鹿児島市ホームページでご覧いただけます。

（作成：2021年10月）

（2019年3月策定）

検 索

かごんま防災くん


