草津白根山周辺通行規制のお知らせ
草津白根山（湯釜付近）は、噴火警戒レベルが２です。
このため、国道２９２号（志賀草津高原ルート）では、山頂の
湯釜を中心とした半径１㎞圏内において次の通行規制が行われて
おります。
区域：国道２９２号 本宮付近～万座三差路 間（２.５㎞）
・歩行者通行禁止
・自転車、オートバイ・オープンカーは、噴火時に危険なため
通行ができません。
・規制区域内は、駐停車禁止です。
・規制区域にいる係員の指示に従ってください。
・通行可能時間は８時～１７時、１７時～翌朝８時の間は
殺生～万座三差路間は夜間通行止めとなります。
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※
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草津白根山は、噴火の可能性がある山です。
万が一の噴火の際には、国道２９２号沿いにある避難壕（アーチ
カルバート）または白根レストハウスへ避難してください。

※火山活動の状態または天候により、急に通行止めとなることもあります。
群馬県・草津町

https://www.town.kusatsu.gunma.jp/

Traffic Restriction Notice Near Mt. Kusatsu-Shiranesan
Mt. Kusatsu-Shiranesan (Yugama Crater Lake) is currently at
Volcanic Alert Level 2.
For this reason, the following traffic regulations are currently in
effect on Japan National Route 292 (Shiga-Kusatsu-Kougen Route)
within an area of 1-km radius surrounding Yugama Crater Lake on
the summit of the mountain.
Area: Japan National Route 292
Between Motomiya and Manza Sansaro (2.5 km)
- No pedestrian traffic
- Bicycles, motorcycles, and open-top cars are not permitted through
as they are dangerous during an eruption.
- No parking is allowed in this area.
- Please follow the instructions of staff in this area.
- Between Sessho and Manza Sansaro, traffic is only permitted
through from 8:00 to 17:00. No nightly traffic is allowed through
from 17:00 to 8:00 the following day.
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*Mt. Kusatsu-Shirane is an active volcano.
In the event of an eruption, please evacuate to the
evacuation structures (arch culverts) along Japan National
Route 292 or to Shirane Rest House.
*Roads may be closed suddenly due to volcanic activity or weather.
Gunma Prefecture, Kusatsu-machi

https://www.town.kusatsu.gunma.jp/

草津白根山周边交通管制公告
草津白根山（汤釜附近）的火山爆发警戒级别为 2 级。
因此，在国道 292 号（滋贺草津高原路线）上，以山顶汤釜为中心
半径 1 公里范围内正在实施以下交通管制。
区域：国道２９２号 本宫路附近～万座三差路 （2.5km）
・禁止歩行者通行
・自行车、摩托车和敞篷车因喷火时危险，故禁止通行。
・管制区域内禁止停车。
・请遵循监管区域人员的指示。
・可通行时间为 8:00 至 17:00，但是 17:00 之后
从杀生到万座三差路之间禁止夜间通行。
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※ 草津白根山是有可能爆发的火山。
万一遇到火山爆发，请尽快疏散至国道２９２号旁边的避难所
或白根 Rest House。

※根据火山活动的状况或天气，国道有可能会临时禁止通行。
群马县・草津町

https://www.town.kusatsu.gunma.jp/

草津白根山周邊交通管制公告
草津白根山（湯釜附近）的火山爆發警戒層級為 2 級。
因此，在國道 292 號（滋賀草津高原路線）線上，以山頂溫泉為
中心的 1 公里範圍內正在實施以下交通管制。
區域：國道２９２號 本宮路附近～ 萬座三差路（２.５㎞）
・禁止歩行者通行
・腳踏車、摩托車和敞篷車無法通行。
・管制區內禁止停車。
・請遵循監管區域工作人員的指示。
・可通行時間為 8:00 至 17:00，但是 17:00 後
殺生到萬座三差路之間禁止通行。
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※

草津白根山是有可能爆發的火山。
萬一遇到火山爆發，請盡快疏散至國道２９２號旁邊的避難所
或白根 Rest House。

※根據火山活動的狀況或天氣，國道可能會臨時禁止通行。
群馬縣・草津町

https://www.town.kusatsu.gunma.jp/

