
防災・減災につながる
気象知識と防災気象情報

（⼀社）⽇本気象予報⼠会サニーエンジェルス

⼭本 由佳 島⽥ 賀⼦

2019.1.18 河川情報センター様 講演会
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⼭本由佳略歴
横浜市出⾝ 横須賀市在住
⼤学では化学専攻
メーカー勤務3年で結婚退職
以降 ⼦育て中⼼の主婦
2008年 気象予報⼠資格取得

⽇本気象学会 ⽇本気象予報⼠会加⼊
気象キャスターネットワーク会員

2010年 ⽇本気象予報⼠会サニーエンジェルス結成・代表
2015年 防災⼠ 取得
2018年 ⽇本災害情報学会加⼊
現在 市⺠活動⽀援NPO職員として働くかたわら
お天気教室講師・気象ライターとして活動
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⼭本由佳 Official Website

ラジオ番組「空のココロ⾵のキモチ」
FMブルー湘南毎週⼟曜⽇9：30〜

記録写真撮影
ご協⼒お願いします
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島⽥賀⼦略歴
東京都出⾝ 町⽥市在住
⼤学では⽣物専攻

2006年 気象予報⼠資格取得
⽇本気象予報⼠会加⼊

2010年 ⽇本気象予報⼠会サニーエンジェルス結成・副代表
2015年 ⽇本気象学会加⼊
2016年 ⽇本気象予報⼠会 ⽯井賞受賞
2017年 地球温暖化防⽌コミュニケーター取得
現在 お天気教室講師、
特に防災講座講師として活動
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まずいぞ！⽇本⼈の⼤⼈

大人の科学技術の
理解度 低い！

子どもだけでなく

大人の理科離れが
深刻！

内閣府「科学と社会に対する世論調査」平成16年

我が国では、関心の低い子どもがそのまま大人になり、
関心の低い大人の影響で子どもの関心が低下すると
いう無関心の再生産構造ともいえるものがあり～
「文科省科学技術白書平成１８年版」より
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中でも、20〜30代の
『⼦育て世代』の科学離れが深刻！！

出典：2010年１月 内閣府「科学技術と社会に関する世論調査」
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Q.科学技術についてのニュースや話題に関心があるか
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結成！サニーエンジェルス

全国から約190⼈が参加
2012年 ⼀般社団法⼈⽇本気象予報⼠会⽯井賞
2013年 サイエンスアゴラ賞
2015年 ⼀般社団法⼈⽇本気象予報⼠会賞

⽇本気象学会 2015 年度奨励賞 7

防災気象情報を知った時の⺟親の⾏動
Q. お住まいの市町村に大雨警報や土砂災害警戒情報などの防災気象情報が
発表されたことを知った場合、どのような行動をしますか？

《気象庁調査結果との比較》

・知り合いや家族に伝える
気象庁調査では3割（専業主婦で4割） 本調査では66%。

⇒命に係わる情報を人に伝えるのは、母親ならではの特性
8日本気象学会2015秋季大会 スペシャル・セッション 防災気象情報～情報をつくる・伝える・使う工夫～

（一社）日本気象予報士会サニーエンジェルス 山本 由佳・宮沢 弥栄子「母親対象の防災意識等に関する調査」より



防災気象情報を知った時の⺟親の⾏動
〜誰に伝えるか？

Q. 防災気象情報が発表されたことを誰に伝えますか？

Q. 伝える人数

（n=307）

平均：3.5人

・8割弱が子供と配偶者に情報を伝える。平均して3.5人に伝達。

⇒母親は情報のハブとなっている！
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日本気象学会2015秋季大会 スペシャル・セッション 防災気象情報～情報をつくる・伝える・使う工夫～
（一社）日本気象予報士会サニーエンジェルス 山本 由佳・宮沢 弥栄子「母親対象の防災意識等に関する調査」より

ママ向けお天気教室
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活動主対象者・ママ世代の特徴と対策

⇒まずは⾜を運んでもらう。お得感前⾯に⇒まずは⾜を運んでもらう。お得感前⾯に
☆家事・育児＋仕事で⼤忙し！☆家事・育児＋仕事で⼤忙し！

☆算数・理科 苦⼿意識持つ⼈多し☆算数・理科 苦⼿意識持つ⼈多し
⇒原理の説明よりも⾯⽩さ重視 参加型に⇒原理の説明よりも⾯⽩さ重視 参加型に

☆活字離れ
難しい⽤語に抵抗感

⇒カタカナ 数字 漢字 少なく⇒カタカナ 数字 漢字 少なく

わかりやすさ ｖｓ 正確さ（＋話者の達成感？）わかりやすさ ｖｓ 正確さ（＋話者の達成感？）
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コンテンツ例
ペットボトルで雲を作ります！
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どんなところに
雲ができるかな？

上昇気流のあるところ

上昇気流 はやい 数m/s

上昇気流 おそい 数cm/s 13

コンテンツ例 雲の種類をおぼえましょう！
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巻

いちばん高い
ところにできる雲

15

高
中くらいの高さ
のところにできる雲
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層
いちめんに
広がっている雲

17

積
かたまりに
なっている雲

18

乱
雨や雪をふらせる雲
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積乱雲(せきらんうん)がもたらす災害

大阪 長居公園の落雷
（毎日.jpより） ２名死亡

神戸市 都賀川 （神戸市HPより）
５人死亡

つくば市の竜巻被害 １人死亡
敦賀市の突風被害 １人死亡

突風（とっぷう）
竜巻（たつまき）

２００５年台風第１４号宮崎県

川の増水（ぞうすい）

浸水（しんすい）

落雷（らくらい）
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急な⼤⾬から⾝を守るために

気象庁リーフレット「急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう！」より21

積乱雲が近づいているサインは・・・

真っ黒い雲が
近づく

危険サイン１

22

積乱雲が近づいているサインは・・・
危険サイン２

2013年8月12日横浜市
撮影：高木育生氏

光が 見えたり
ゴロゴロ聞こえたりする
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ヒヤッと冷たい
風がふく

積乱雲が近づいているサインは・・・
危険サイン３
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積乱雲が近づくサインに気づいたら
真っ⿊い雲 雷の⾳ 急に冷たい⾵

25気象庁リーフレット「急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう！」より 25

「⾃分は⼤丈夫！」とは思わない

人には「たぶん大丈夫」「自分は大丈夫」と、自分につごう
よく考えてしまう傾向（けいこう）があります。

このような考えをすて、安全第一の行動（こうどう）をとりま
しょう！

このような心理傾向を「正常化の偏見」といいます。

だいじょうぶ

ひなん

だいじょうぶ

気象庁リーフレット「急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう！」より

せいじょうかのへんけん

あんぜんだいいち

だいじょうぶ じぶんじぶん
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私たちが⽇ごろ使っている
サイトやアプリ

こっそり教えちゃいます！

コンテンツ例
オススメ お天気情報
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気象庁ホームページ
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気象庁 ホームページ 週間予報
日曜日の
雨対策が必要か、は
まだ保留ね・・・

29

”今“の情報は
気象庁 ⾬雲の動き（⾼解像度降⽔ナウキャスト）

動画再生がおすすめ。
60分先までの降水予測や危険な地域がよくわかります。
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早めの避難のために あなたの危険度・切迫度を確認！
気象庁 ⼤⾬警報・洪⽔警報の危険度分布

自分でも
危険度・切迫度を
確認できます。
早めの避難を！

気象庁ホームページより 31

危険度分布の⾒⽅
赤で避難検討 紫で避難！
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５段階の危険度のうち最⼤の

濃い紫は災害がすでに発⽣
していてもおかしくない状況

防災対応は「⾚」や「薄い紫」の段階で！

今後の情報等に留意

：注意報基準に到達すると予想

：警報基準に到達すると予想

：警報基準の一段上の基準に到達すると予想

：警報基準の一段上の基準にすでに到達

危険度分布 利⽤上のポイント
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15時間先までの情報は
気象庁 今後の⾬（降⽔短時間予想）

34気象庁ホームページより

ガラケーの方には
気象庁 降⽔・雷・⻯巻発⽣確度ナウキャスト

竜巻注意情報が
発表されたときはチェック！

35気象庁ホームページより

国⼟交通省 川の防災情報

36国土交通省広報用資料より



川の⽔位だけでなく各種情報充実
国⼟交通省 川の防災情報

37国土交通省広報用資料より

川の近くで⽣活する⽅は こちらをブックマーク！
国⼟交通省 川の防災情報

川の様子は見に行かないで！
必要な情報収集はこちらのサイトで！

38国土交通省広報用資料より

内容充実！オールマイティ
雨雲ズームレーダーは見やすく優れもの

YAHOO!天気 YAHOO!防災速報

豪雨予報、警報・注意報などのお知らせ
早くて助かってます

スマートフォンの⽅おすすめアプリ①
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Tenki.jp ウェザーニュース・
タッチ

ＮＨＫニュース防災

スマートフォンの⽅おすすめアプリ②
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まず、中⾝をチェック！
気象庁“気象警報・注意報危険度”

注意・警戒すべき時間帯
どれくらいの風や雨が予想
されているのか？など
警報・注意報の中身を
見ることができます。

41

コンテンツ例
台⾵に挑戦？ゲーム

42

ふうそく ６～８メートル
・砂ぼこりがたつ
・洗たくものがとんでいくかも？

ふうそく１０～１５メートル
（やや強い風）
・かさがさせない
・風にむかって歩きにくい

ふうそく１５～２０メートル
（強い風）

・風にむかって歩けない
・ころんじゃう人も

時速３０キロ

時速５０キロ

時速７０キロ
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平成25年8月30
日から実施⽇本は強い熱帯低気圧の通り道

台⾵もサイクロンも
ハリケーンも
発⽣する地域が違うだけで
同じ熱帯低気圧

（NOAA HPより）
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平成25年8月30
日から実施2018年 台⾵ ふりかえり
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発⽣数 29 個
（平年値 25.6 個）
接近数 15 個
（平年値 11.4 個）

上陸数 ５個
（平年値 2.7 個）

（NOAA HPより）

猛烈な強さ（最⼤⾵速 54m/s 以上）まで発達
7 個（ 1977 年以降最多記録）

9⽉3⽇ 四国地⽅に接近する台⾵21号

平成25年8月30
日から実施迷⾛しました 台⾵第12号

46気象庁ホームページより

平成25年8月30
日から実施台⾵とは

＊台⾵は積乱雲がたくさん
集まった巨⼤なうずまき

＊台⾵本体の雲の下に
⼤⾬を降らせるだけでなく
多量の暖かく湿った空気の
供給源になり
広範囲に⼤⾬を降らせます

↓
接近・上陸時だけでなく
接近前も通過後も要注意！

熱帯低気圧のうち
最⼤⾵速（10分間平均）が17m/s以上

2018年8月20日の台風19号ひまわり8号リアルタイムWebより
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暴風

高波
（風浪）

竜巻

広範囲の大雨

落雷

湿った空気に
よる集中豪雨

うねり

高潮

48

塩害

台⾵は様々な災害をもたらします



平成25年8月30
日から実施

誤解されがちな台⾵情報 丸と線の意味

この丸の
外側なら
大丈夫？

この台風は
だんだん

強くなった？
大きくなった？
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平成25年8月30
日から実施

この線の通りに
台風が進むわけ
ではありません

予報円
台風の中心が
入る確率70％
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誤解されがちな台⾵情報 丸と線の意味

平成25年8月30
日から実施

黄色い丸・・強風域
風速15m/s以上

赤い線・・暴風警戒域
3日先までに暴風域
に入る可能性あり

赤い丸・・暴風域
風速25m/s以上
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誤解されがちな台⾵情報 丸と線の意味 平成25年8月30
日から実施台⾵進路予報の精度

52

平均誤差 1 ⽇先 67km
3 ⽇先180km  5 ⽇先408km

気象庁ホームページより



平成25年8月30
日から実施
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オリジナル紙芝居 サニーちゃんとたいふうのふうちゃん 平成25年8月30
日から実施
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オリジナル紙芝居 サニーちゃんのかわあそび

平成25年8月30
日から実施
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オリジナル紙芝居 サニーちゃんとかみなり
お伝えしたいのは・・・

気象災害には
があります！

のこと

災害が起こる
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中央防災会議 防災対策実行会議「平成３０年７月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ」
平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）概要版より 57

中央防災会議 防災対策実行会議「平成３０年７月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ」
平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）概要版より 58

住⺠主体の防災対策に⽅針転換

中央防災会議 防災対策実行会議「平成３０年７月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ」
平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）より 59

「まさか・・・」よく聞く⾔葉ですが
まさかこんなことが起こるとは思わなかった
（明⽇には、あなたの地域が被災地かも？）

役所のいうとおりにしていればいいと思っていた
（何らかの理由で避難情報、間に合わないことも。）
（被害に遭ってからでは遅い！）

（災害が起こらなかったとき）はずれたじゃないか！
（⾒逃すわけにはいかないのです！空振りは覚悟の上なんです！）
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⽇本は⾃然ゆたかな国です
⼀⽅で⾃然災害も多いです

災害も⾃然の⼀部
「いつかは！」と思い

⼈ごとと考えず謙虚に備えましょう
61

うつくしい空や雲に
であうために

62

晴れている空を⾒上げるとき 注意してね！
ぜったいに太陽をちょくせつ⾒ない！
①太陽に背をむけて

⾃分のかげが、⽇かげに全部はいるようにする
②ふりかえり空を⾒上げる

63


