
レベル

修正前 修正後（案） 修正前

施　設 黒沢口御嶽神社祈祷所及び社務所 黒沢口御嶽神社祈祷所及び社務所 施　設 黒沢口御嶽神社祈祷所及び社務所

王滝頂上山荘 王滝頂上避難施設 【閉鎖】 王滝頂上山荘

御嶽神社頂上社務所 御嶽神社頂上社務所 御嶽神社頂上社務所

追加：ニノ池山荘

追加：石室山荘

追加：ニの池ヒュッテ

登山道 王滝口登山道 王滝口登山道 登山道 九合目避難小屋～

開田口登山道 開田口登山道 【立入禁止】

黒沢口登山道 黒沢口登山道

小坂口登山道 小坂口登山道

胡桃島キャンプ場口登山道 胡桃島キャンプ場口登山道

日和田口登山道 日和田口登山道

チャオ御岳スキー場口登山道 チャオ御岳スキー場口登山道

登山者・

観光客

【退避・注意喚起】

避難誘導（登山者の安全な下山指導）

王滝頂上避難施設

御嶽神社頂上社務所

周辺施設（スキー場、ロープ

ウェイ等）、各避難促進施設、

各登山口等で噴火警戒レベルを

案内（注意喚起）、

避難誘導（登山者の安全な下山指導）

修正後（案）

警戒が必要な範囲の施設及び道路 防災対応（初動対応）

横道十字路～

二の池ヒュッテ～

２

(1km)

周辺施設（スキー場、ロープ

ウェイ等）、各避難促進施

設、各登山口等で噴火警戒レ

ベルを案内（注意喚起）、

黒沢口御嶽神社祈祷所及び社務所

追加：ニノ池山荘

追加：二の池ヒュッテ

剣ヶ峰南西斜面想定火口域変更に伴う「御嶽山火山防災避難計画」の改正について（素案）

本素案を基に、今後関係機関と協議・調整を行い、来年度を目途に計画を改正。

　○噴火警戒レベル１の場合の防災対応（P.7）：別紙

　○噴火警戒レベル２・３の場合の防災対応（P.10～P.12）

白竜避難小屋～

追加：覚明堂※閉鎖中

白竜避難小屋北側地点～

石室山荘～※閉鎖している場合は「黒岩～」

八合目避難小屋～



レベル

修正前 修正後（案） 修正前

施　設 黒沢口御嶽神社祈祷所及び社務所 黒沢口御嶽神社祈祷所及び社務所 施　設 黒沢口御嶽神社祈祷所及び社務所

王滝頂上山荘 王滝頂上避難施設 【閉鎖】 王滝頂上山荘

御嶽神社頂上社務所 御嶽神社頂上社務所 御嶽神社頂上社務所

ニノ池山荘 ニノ池山荘 ニノ池山荘

二の池ヒュッテ 二の池ヒュッテ 二の池ヒュッテ 二の池ヒュッテ

覚明堂 覚明堂※閉鎖中 覚明堂

石室山荘 石室山荘 石室山荘

追加：女人堂

追加：五の池小屋

登山道 王滝口登山道 王滝口登山道 登山道 金剛童子～

開田口登山道 開田口登山道 【立入禁止】 三ノ池～

黒沢口登山道 黒沢口登山道

小坂口登山道 小坂口登山道

胡桃島キャンプ場口登山道 胡桃島キャンプ場口登山道

日和田口登山道 日和田口登山道

チャオ御岳スキー場口登山道 チャオ御岳スキー場口登山道

登山者・

観光客

【退避・注意喚起】

避難誘導（登山者の安全な下山指導）

田の原遥拝所～

王滝頂上避難施設

御嶽神社頂上社務所

登山道入口～

周辺施設（スキー場、ロープ

ウェイ等）、各避難促進施設及

び各登山口等で噴火警戒レベル

を案内（注意喚起）、

避難誘導（登山者の安全な下山指導）

女人堂～※閉鎖している場合は「行場山荘～」

黒沢口御嶽神社祈祷所及び社務所

ニノ池山荘

覚明堂※閉鎖中

石室山荘

修正後（案）

警戒が必要な範囲の施設及び道路 防災対応（初動対応）

３

(2km)

金剛童子～（ニノ池）～

飛騨頂上（五の池小屋）

ただし、女人堂～三ノ池（ト

ラバース経由）は立入可

周辺施設（スキー場、ロープ

ウェイ等）、各避難促進施設

及び各登山口等で噴火警戒レ

ベルを案内（注意喚起）、

飛騨頂上(五の池小屋)～

三ノ池分岐～



レベル

修正前 修正後（案） 修正前

施　設 黒沢口御嶽神社祈祷所及び社務所 黒沢口御嶽神社祈祷所及び社務所 施　設 黒沢口御嶽神社祈祷所及び社務所

王滝頂上山荘 王滝頂上避難施設 【閉鎖】 王滝頂上山荘

御嶽神社頂上社務所 御嶽神社頂上社務所 御嶽神社頂上社務所

ニノ池山荘 ニノ池山荘 ニノ池山荘

二の池ヒュッテ 二の池ヒュッテ 二の池ヒュッテ

覚明堂 覚明堂※閉鎖中 覚明堂

石室山荘 石室山荘 石室山荘

女人堂 女人堂 女人堂

五の池小屋 五の池小屋 五の池小屋

追加：行場山荘

追加：田の原遥拝所

登山道 王滝口登山道 王滝口登山道 登山道 田の原遥拝所～

開田口登山道 開田口登山道 【立入禁止】 登山道入口～

黒沢口登山道 黒沢口登山道 行場山荘～

小坂口登山道 小坂口登山道 原生林遊歩道分岐点～

胡桃島キャンプ場口登山道 胡桃島キャンプ場口登山道 登山道入口～

日和田口登山道 日和田口登山道

チャオ御岳スキー場口登山道 チャオ御岳スキー場口登山道

登山者・

観光客

【退避・注意喚起】

避難誘導（登山者の安全な下山指導）

田の原駐車場～

王滝頂上避難施設

御嶽神社頂上社務所

黒沢口御嶽神社祈祷所及び社務所

周辺施設（スキー場、ロープ

ウェイ等）及び各登山口等で噴

火警戒レベルを案内（注意喚

起）・

覚明堂※閉鎖中

ニノ池山荘

避難誘導（登山者の安全な下山指導）

登山道入口～

登山道入口～

修正後（案）

追加：田の原遥拝所

警戒が必要な範囲の施設及び道路 防災対応（初動対応）

３

(3km)

周辺施設（スキー場、ロープ

ウェイ等）及び各登山口等で

噴火警戒レベルを案内（注意

喚起）・

継子岳～

石室山荘

女人堂

登山道入口～

行場山荘～閉鎖している場合は「登山道入口～」

登山道入口～

二の池ヒュッテ

五の池小屋

登山道入口～



レベル

修正前 修正後（案） 修正前

施　設 黒沢口御嶽神社祈祷所及び社務所 黒沢口御嶽神社祈祷所及び社務所 施　設 黒沢口御嶽神社祈祷所及び社務所

王滝頂上山荘 王滝頂上避難施設 【閉鎖】 王滝頂上山荘

御嶽神社頂上社務所 御嶽神社頂上社務所 御嶽神社頂上社務所

ニノ池山荘 ニノ池山荘 ニノ池山荘

二の池ヒュッテ 二の池ヒュッテ 二の池ヒュッテ

覚明堂 覚明堂※閉鎖中 覚明堂

石室山荘 石室山荘 石室山荘

女人堂 女人堂 女人堂

五の池小屋 五の池小屋 五の池小屋

御岳ロープウェイ 御岳ロープウェイ 御岳ロープウェイ

田の原遥拝所 田の原遥拝所 田の原遥拝所

田の原社務所 田の原社務所 田の原社務所

田の原観光センター 田の原観光センター 田の原観光センター

田の原山荘 田の原山荘 田の原山荘

行場山荘 行場山荘 行場山荘

Ontake2240スキー場 Ontake2240スキー場 Ontake2240スキー場
（カラマツペアリフト降り場付近から上部）

追加：濁河温泉

登山道 王滝口登山道 王滝口登山道 登山道 登山道入口～

開田口登山道 開田口登山道 【立入禁止】 登山道入口～

黒沢口登山道 黒沢口登山道 登山道入口～

小坂口登山道 小坂口登山道 原生林遊歩道分岐点～

胡桃島キャンプ場口登山道 胡桃島キャンプ場口登山道 登山道入口～

日和田口登山道 日和田口登山道 登山道入口～

チャオ御岳スキー場口登山道 チャオ御岳スキー場口登山道 登山道入口～
登山者・
観光客
【退避・注意喚起】

道路 木曽町 道路 木曽町

　町道鹿ノ瀬2号線～屋敷野線 【通行止】

王滝村

　村道41号線
王滝村

修正後（案）

３

(4km)

・町道鹿ノ瀬2号線：木曽町三岳(御岳ﾛｰﾌﾟ

ｳｪｲ入口ｹﾞｰﾄ)～町道屋敷野線：木曽町三岳

(神王原千本松方面分岐)

・村道41号線：王滝村八海山(八海山)～王

滝村田の原(村道終点)

黒沢口御嶽神社祈祷所及び社務所

ニノ池山荘

覚明堂※閉鎖中

石室山荘

女人堂

御岳ロープウェイ

行場山荘

登山道入口～

登山道入口～

・村道41号線：王滝村Ontake2240スキー場

カラマツペアリフト降り場付近～王滝村田の

原(村道終点)

田の原山荘

Ontake2240スキー場

登山道入口～

登山道入口～

登山道入口～

木曽町

五の池小屋

登山道入口～

・町道鹿ノ瀬2号線：木曽町三岳(御岳ﾛｰﾌﾟｳｪ

ｲ入口ｹﾞｰﾄ)～町道屋敷野線：木曽町三岳(神王

原千本松方面分岐)

王滝村

王滝頂上避難施設

御嶽神社頂上社務所

田の原遥拝所

田の原社務所

田の原観光センター

警戒が必要な範囲の施設及び道路 防災対応（初動対応）

周辺施設及び各登山口等で噴火警

戒レベルを案内（注意喚起）・避

難誘導（登山者の安全な下山指

導）

周辺施設及び各登山口等で噴火警戒

レベルを案内（注意喚起）・避難誘

導（登山者の安全な下山指導）

（カラマツペアリフト降り場付近から上部）

登山道入口～

二の池ヒュッテ



別紙

○噴火警戒レベル１の場合の防災対応

予報

警報
レベル 防災対応（初動対応）

噴

火

予

報

活火山で

あること

に留意

修正前 修正後

【登山道】

・御嶽山奥の院～王滝頂上～八丁だるみ～剣ヶ峰～一の池西側

県境の火口側立入規制

※レベル1の状態においても、地震活動の高まり等を確認した

場合においては、想定火口域内（の一部）への立ち入りを規制

することがある。

【登山者・観光客】

・周辺施設（スキー場、ロープウェイ等）、各避難促進施設、

各登山口等で注意喚起（事前周知）

・登山届提出の啓発、周知

【登山道】

・御嶽山奥の院～王滝頂上～八丁だるみ～剣ヶ峰～一の池西側県境の火口

側立入規制（常時）

※レベル1の状態においても、火山の状況に関する解説情報（臨時）が

　発表された時は、

　王滝頂上～奥の院登山道と9合目避難小屋～奥の院登山道を閉鎖

【登山者・観光客】

・周辺施設（スキー場、ロープウェイ等）、各避難促進施設、各登山口等

で注意喚起（事前周知）

・登山届提出の啓発、周知

1


