
【お知らせ】 
 

乗鞍岳に登山する皆さまへ 
 

“乗鞍岳は活火山です。” 
 

◆現在の噴火警戒レベルは、 

レベル１ 

【活火山であることに留意】です。  
◆以下の事に十分ご留意ください。 
・活火山であるリスクを理解し、万が一に備えてヘルメット等を装備し 
てください。 
・噴気(火山ガス)には十分ご注意ください。 
・異変を感じたら速やかに避難してください。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
○○市・乗鞍岳火山防災協議会  

「気象庁 乗鞍岳の活動状況」はこちらで確認できます。 
「気象庁 乗鞍岳活動状況」 で検索 又は、                                   

ＵＲＬ https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/activity_info/311.html 

「気象庁 噴火速報」はこちらから確認できます。 
「気象庁 噴火速報」 で検索 又は、 

ＵＲＬ https://www.jma.go.jp/jp/funkasokuho/index.html 
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〇〇 City/Mt. Norikuradake 
Volcano Disaster Management 

Council  

 
The Eruption Notice by JMA at: 
https://www.jma.go.jp/en/funkasokuho/index.html 

【ATTENTION】 
To the visitors to  

Mt. Norikuradake: 
Mt. Norikuradake is an active 

volcano.  
◆Current volcanic alert level is: 

Level One 
【Potential for increased activity】 

◆Please keep the following in mind: 

・ Understand the risks of hiking on a volcano, and wear    

appropriate equipment (helmets etc). 

・ There may be volcanic gas emission.  

・ Evacuate immediately if you sense anything wrong.   

 
Check the status of Mt. Norikuradake at: 
https://www.jma.go.jp/en/volcano/map_3.html 
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【お知らせ】 
 

焼岳に登山する皆さまへ 
 

“焼岳は活火山です。”  

◆現在の噴火警戒レベルは、 

レベル１ 

【活火山であることに留意】です。 
 

 

 

 

◆以下の事に十分ご留意ください。 
・活火山であるリスクを理解し、万が一に備えてヘルメット、ゴーグ 
ル、ヘッドライト、タオル等を装備してください。 
・噴気(火山ガス)には十分ご注意ください。 
・異変を感じたら速やかに避難してください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 
○○市・乗鞍岳火山防災協議会  

“火山活動が活発化して
リスクが高まっています。” 
登山は控えてください。 
注意! 火山の状況に関する解説情報
（臨時）が発表されました。 

 

乗鞍岳に登山する皆さまへ 

“ 乗鞍岳は活火山です。” 
・今後、登山禁止等の規制をかける可能性があります。 
・噴火警戒レベルが引き上げられる可能性があります。 
・現在の噴火警戒レベルは、レベル１【活火山であることに留意】です。 

「気象庁 乗鞍岳の活動状況」はこちらで確認できます。 
「気象庁 乗鞍岳活動状況」 で検索 又は、                                   

ＵＲＬ https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/activity_info/311.html 

「気象庁 噴火速報」はこちらから確認できます。 
「気象庁 噴火速報」 で検索 又は、 

ＵＲＬ https://www.jma.go.jp/jp/funkasokuho/index.html 
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◆Please keep the following in mind: 
・ Understand the risks of hiking on a volcano, and wear a 

helmet, goggles, headlight, towel and other proper hiking 
gear. 

・ There may be volcanic gas emission.  
・ Evacuate immediately if you sense anything wrong.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〇〇 City/Mt. Norikuradake 
Volcano Disaster Management 

Council 

【The volcanic activity is intensified, and the 
risk of eruption is higher.】 

We advise not to approach Mt. Norikuradake. 
 

CATION! Details of Volcanic Activity 
(Extra) 

 
To the visitors to  

Mt. Norikuradake: 
Mt. Norikuradake is an active 

volcano.  
・Access to the mountain may be restricted in the 
future. 
・The alert level may be raised.  
・Current volcanic alert level is Level One (Potential for 

increased activity). 

 
The Eruption Notice by JMA at: 
https://www.jma.go.jp/en/funkasokuho/index.html 

 
Check the status of Mt. Norikuradake at: 
https://www.jma.go.jp/en/volcano/map_3.html 
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○○市・乗鞍岳火山防災協議会 

立入りを規制しています。 

噴火警戒レベル２

(火口周辺規制) 

【重要情報】 

乗鞍岳に噴火警報（火口周辺） 

が発表されました。 
○○市では災害対策基本法第 63 条第 1

項に基づき、ここから先の立入を規制し

ています。 

規制区域には絶対に立ち入らないでくだ

さい。 

許可なく立ち入った場合は、法律によって罰せられます。 
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〇〇 City/Mt. Norikuradake  

Volcano Disaster Management Council 

Volcanic Alert Level 2: 
Do Not Approach the 

Crater 
【Important Info】 

 
Volcanic Alert issued for the 

crater area of 
 Mt. Norikuradake. 

  
Based on the Disaster Counter-measures 
Basic Act 63.1,  
○ ○ City is restricting further access 
beyond this point.  
Do not enter the restricted area. 

Violators will be punished by the law. 
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○○市・乗鞍岳火山防災協議会 

立入りを規制しています。 

噴火警戒レベル３ 

(入山規制) 

【重要情報】 

乗鞍岳に噴火警報（火口周辺） 

が発表されました。 
○○市では災害対策基本法第 63条第1項

に基づき、ここから先の立入を規制してい

ます。 

規制区域には絶対に立ち入らないでくだ

さい。 

許可なく立ち入った場合は、法律によって罰せられます。  
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〇〇 City/Mt. Norikuradake 

Volcano Disaster Management Council 

Volcanic Alert Level 3: 
Do Not Approach the 

Volcano 
【Important Info】 

 
Volcanic alert issued for the 

crater area of 
Mt. Norikuradake.  

 
Based on the Disaster Counter-measures 
Basic Act 63.1,  
○ ○  City is restricting further access 
beyond this point.  

Do not enter the restricted area. 

Violators will be punished by the law. 
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