
碧南市要配慮者利用施設防災講習会

令和４年7月20日、21日
名古屋地方気象台 １1
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⚫ 防災に資する各種気象情報を総称して「防災気象情報」といいます。

⚫ 平時から定期的に発表されるものと、災害に繋がるような気象現象の発生が
予想される場合等に発表されるものとがあります。

記録的短時間
大雨情報

顕著な大雨に
関する情報

1時間前3時間前3日前5日前1週間前

先行時間

定期的に発表

12時間前

土砂災害警戒情報

指定河川洪水予報

気象注意報・警報・特別警報

（大雨・暴風等に関する）○○県気象情報

台風情報（進路・強度予報）

週間天気予報・天気予報

早期注意情報（警報級の可能性）

降水短時間予報
ナウキャスト
(降水・雷・竜巻)

キキクル(土砂災害・浸水害・洪水)

災害につながるような気象（現象）の発生が

予想される場合随時に発表



種類 情報の種別 それぞれの違い

特別警報
大雨（土砂災害､浸水害）、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮

・重大な災害が発生するおそれが著
しく大きいときに発表

警報
大雨（土砂災害､浸水害）、洪水、
暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮

・重大な災害が発生するおそれがある
ときに発表

注意報

大雨、洪水、強風、風雪、大雪、
波浪、高潮、雷、融雪、濃霧、乾燥、
なだれ、低温、霜、着氷、着雪

・災害が発生するおそれのあるときに
発表

気象情報※

・キキクル（危険度分布）
・地方気象情報・府県気象情報
・台風情報
・竜巻注意情報
・記録的短時間大雨情報
・早期注意情報（警報級の可能性）
・長期間の高温に関する気象情報

など

・警報等を補足する情報として、危険度が高
まっている場所を示した分布図を常時10分
毎に発表

・警報等を発表する数日前から注意を呼びか
け、また、警報等の発表中に現象の経過、
予想、防災上の留意点等を解説するため必
要に応じて随時発表

・警報等の対象ではない、社会的に影響の大
きな天候の状況なども必要に応じて随時発
表

※「気象情報」とは、警報等とは別に、文章または図・表を用いて気象状況を解説した情報のこと 3



現象種類 基準

大雨 台風や集中豪雨により、数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合

暴風

数十年に一度の強度の台風や同程度の温
帯低気圧により

暴風が吹くと予想される場合

高潮 高潮になると予想される場合

波浪 高波になると予想される場合

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

暴風雪
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想さ
れる場合

4

※実施に当たっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などについて過去の
災害事例に照らして算出した客観的な指標(発表条件)を設け、これらの実況および予想に
基づいて判断



警報 注意報

大 洪 暴 暴 大 波 高 大 洪 強 風 大 波 高

雷

融 濃 乾 な 低

霜

着 着

雨 水 風 風 雪 浪 潮 雨 水 風 雪 雪 浪 潮 雪 霧 燥 だ 温 氷 雪

雪 れ

気象警報・注意報の発表基準

・発表基準は、災害発生に密接に結びついた指標（風速、潮
位や後述の雨量指数など）を用いて設定

・警報・注意報の基準は、市町村ごとに過去の災害を網羅的
に調査した上で、重大な災害の発生するおそれのある値
を警報の基準に、災害の発生するおそれのある値を注意
報の基準に設定

5



6※1 夜間～翌日早朝に大雨警報(土砂災害)に切り替える可能性が高い注意報は、警戒レベル３（高齢者等避難）に相当します。
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• 過去の重大な災害の発生時に匹敵する状況。
この段階までに避難を完了しておく。

• 台風などにより暴風が予想される場合は、暴風
が吹き始める前に避難を完了しておく。

災害への心構えを高める

危険な場所から全員避難避難指示

• 心構えを一段高める

• 職員の連絡体制を確認

市町村の対応

危険な場所から高齢者等は避
難
• 高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行

動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、
自主的に避難する。

自らの避難行動を確認
•ハザードマップ等により、自宅等の災害リスクを
再確認するとともに、避難情報の把握手段を
再確認するなど。

住民が取るべき行動

大雨
特別警報

気象庁等の情報

早期
注意情報

（警報級の
可能性）

大雨の
半日～

数時間前

大雨の
数時間

～2時間
程度前

数十年に
一度の
大雨

大雨の
数日～

約１日前

※1  

大雨警報

洪水警報

大雨注意報

洪水注意報

大雨警報に
切り替える

可能性が高い

注意報

注 意
（注意報級）

警 戒
（警報級）

危険
土砂災害
警戒情報

気象状況

氾濫
注意情報

氾濫
警戒情報

氾濫
危険情報

氾濫
発生情報

高齢者等避難

警戒
レベル

2

3

4

5緊急安全確保
※必ず発令される情報ではない

命の危険 直ちに安全確保！
• すでに安全な避難ができず、命が危険な状況。い
まいる場所よりも安全な場所へ直ちに移動等する。

高潮
警報

高潮
注意報

高潮警報に
切り替える

可能性が高い

注意報

キキクル
(危険度分布)

高潮
特別
警報

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

災害切迫



・警報基準に到達するような激しい現象を「警報級の現象」と呼びます
・５日先までの警報発表の可能性を[高]、[中]の2段階で発表します
・天気予報や週間天気予報と同じタイミング、地域ごとに発表します
・翌日までの早期注意情報（警報級の可能性）は、

警戒レベル1に対応します
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気象情報
（随時）

・「警報や注意報に先立って現象を予告し、注意・警戒を呼びかける」役割が
あります。24時間から2～3日先に災害に結びつくような激しい現象が発生
する可能性のあるときに発表。

8

大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第１号
令和3年〇月〇日〇〇時〇〇分 名古屋地方気象台発表

（見出し）
愛知県では、〇日夜のはじめ頃にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる見込みです。土砂災害、
低い土地の浸水、河川の増水に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

（本文）
本州上に停滞している前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、大気の状態が非常に不安

定となっています。
このため、愛知県では、〇日夜のはじめ頃にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降るおそれがあります。
また、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれもあります。

[雨の予想]
〇日に予想される１時間雨量は、いずれも多い所で、
西部 3０ミリ
東部 3０ミリ

〇日〇〇時までの２４時間に予想される雨量は、いずれも多い所で
西部 120ミリ
東部 120ミリ

[防災事項]
土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。
発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

今後発表する、警報、注意報、竜巻注意情報、気象情報に留意してください。
次の「大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報」は、〇日〇〇時〇〇分頃発表の予定です。

警戒すべき
防災事項を記述

予想される注意警戒期間、ピーク時
間、雨量等の最大値を記述

気象の見通しを記述
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令和〇年 台風第〇号に関する愛知県気象情報 第〇号
令和〇年〇月〇日××時××分 名古屋地方気象台発表
～
［補足事項］
今後、気象台が発表する注意報などに留意してください。
これで「令和〇年 台風第〇号に関する愛知県気象情報」は、終了します。

～

令和〇年 台風第〇号に関する愛知県気象情報 第〇号
令和〇年〇月〇日××時××分 名古屋地方気象台発表

（本文）
［台風の現況と今後の予想］
台風第〇号は、４日１６時には阿南市付近にあって、１時間におよそ６０キロの速さで東へ進んでいます。中心

の気圧は９９２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルで中心の南東
側１７０キロ以内と北西側１１０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
台風第〇号は、４日夜にかけて東海道沖を東に進み、５日明け方には関東の東海上に達するでしょう。
愛知県には、４日夜のはじめ頃から夜遅くにかけて最も接近する見込みです。台風の接近に伴い、風、雨ともに

急に強くなるでしょう。
・・・(略)・・・

大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第〇号
令和〇年〇月〇日××時××分 名古屋地方気象台発表

［雨の予想］
愛知県では、〇日昼前から昼過ぎにかけて雷を伴って、１時間に６０ミリの非常に激しい雨が降る所がある見込

みです。
〇日６時までの２４時間に予想される雨量は、多い所で２００ミリの見込みです。

～

～

9



・注意報は、災害が起こるおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報
・警報の発表が見込まれる場合は、その旨を記述

注意警戒事項を記述

発表した警報、注意報の種類

10

警報の発表が見込まれる
場合にその旨を記述



・重大な災害が起こるおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報
・警報が発表されたら、災害に対する警戒を一段高いレベルに引き上げる
合図と考えてください

11
※1 夜間～翌日早朝に大雨警報（土砂災害）に切り替える可能性が高い注意報は、

警戒レベル3（高齢者等避難）に相当します。

注意警戒事項を記述

発表した警報、注意報の種類



・大雨警報(土砂災害)が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度が非常に高
まったときに、対象となる市町村を特定して愛知県と名古屋地方気象台が共同で発表

・ 明記された市町村は、避難の必要な土砂災害が、いつ発生してもおかしくない状況が
間際に迫っている（すでに発生しているところがあるかもしれない）ことを意味する情報

12
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1. 【雨量】 解析雨量（5kmメッシュ）において前３時間積算降水量が100mm以上の分布域の面積が
500km2以上

2. 【雨量】 1.の形状が線状（長軸・短軸比2.5以上）

3. 【雨量】 1.の領域内の最大値が150mm以上

4. 【危険度】土砂キキクルにおいて土砂災害警戒情報の基準を実況で超過（かつ大雨
特別警報の土壌雨量指数基準値への到達割合8割以上）又は洪水キキクルにおいて警報基準を大きく
超過した基準を実況で超過

顕著な大雨に関する情報の発表基準（下記1～4すべての条件を満たした場合に発表します）

➢ 大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が
同じ場所で降り続いている状況を「線状降水帯」というキーワードを使って解説する情報。

➢ この情報は警戒レベル相当情報を捕捉する情報です。警戒レベル4相当以上で発表します。

顕著な大雨に関する東京都気象情報 第1号
令和3年7月1日08時59分 気象庁

伊豆諸島北部では、線状降水帯による非常に激しい
雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土
砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高
まっています。

顕著な大雨に関する情報 顕著な大雨に関する情報を補足する図情報

愛知県では愛知県西部・東部



◎数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、地上の雨量計で観測したり、
解析雨量(気象レーダーと地上の雨量計（国土交通省、自治体等）を組み合わせた
1km格子単位の雨量)で解析したりしたときに発表します。

◎現在の降雨がその地域にとって土砂災害や浸水害、中小河川の洪水災害の発生に
つながるような、稀にしか観測しない雨量であることをお知らせする情報です。

◎大雨警報発表中に、キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が出現している場合
に、大雨を観測した観測点名や市町村等を明記して発表します。

◎愛知県の雨量基準：1時間降水量 100mm

14

発表例
⚫ 気象レーダーと雨量計の観測を組み合わせた場合

愛知県記録的短時間大雨情報 第1号
令和×年×月×日××時××分 気象庁発表

15時愛知県で記録的短時間大雨
名古屋市付近で約100ミリ

発表例
⚫ 雨量計の観測で観測した場合

愛知県記録的短時間大雨情報 第1号
令和×年×月×日××時××分 気象庁発表

00時50分愛知県で記録的短時間大雨
名古屋市で110ミリ



・台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場
合等、重大な災害が起こるおそれが著しく高まっている場合に、市町単位で
発表

15

注意警戒事項を記述

発表した警報、注意報の種類



アプリなど

メールで送ってくれる
サービスをしているとこ

ろもあります。

テレビ・ラジオ

テレビ（データ放送（“ｄボタン”）
でも多くの情報が入手可能）やラジ
オなどで放送されます。

気象庁・気象台が発表する情
報を掲載しています。

気象庁・気象台HP

気象庁本庁 警報・注意報等の
防災気象情報発表

名古屋地方気象台

16

http://www.jma.go.jp/
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https://www.jma-net.go.jp/nagoya/index.html

17

ＰＣ表示 スマートフォン表示



➢ 推奨ブラウザ（最新の状態でご利用ください。）

ＰＣ・タブレット

FireFox 、 Google Chrome 、 Microsoft Edge 、 Safari

スマートフォン（Android)

FireFox 、 Google Chrome

スマートフォン（iPhone)

Safari

➢ 動作確認済みブラウザ（最新の状態でご利用ください。）

スマートフォン（iPhone)

Google Chrome

1818



➢ トップページ中段にある「防災気象情報」を選択した場合は、「今注目の防災情報」が表示され
ます。

➢ 選択した市町村や都道府県に応じて、表示されるコンテンツの種類や順序が変化します。

時期によって切り替わります。
「大雨・台風」 1919



情報を入手したい市町村を選択してください。

2020



➢ 「天気」を選択。

➢ 「発表中の防災情報」、「天気予報（一覧表）」、「アメダス（一覧表）、
「雨雲の動き」が表示されます。

2121



➢ 「地震・火山」を選択。

➢ 「発表中の防災情報」、「地震情報（一覧表）、「南海トラフ地震」、「津波」、
「噴火警報・予報」が表示されます。

2222



➢ 「キキクル（危険度分布）」を選択。

➢ 「雨雲の動き」、「土砂キキクル（危険度分布）、「浸水キキクル（危険度分布）」、
「洪水キキクル（危険度分布）」が表示されます。

2323
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①

③「+現在の状態を新規保存」をクリック。

④「 」クリック

⑤ブックマークに登録すれば次回からこの表示で見られます。

※登録前に「カスタマイズを破棄する」を押すと消えますのでご注意！

画面右下の「表示をカスタマイズする」を
クリックし、左下の「 」をクリック。

②「コンテンツ一覧」から表示又
は削除したい情報を選んでくだ
さい。

「地域名+表示コンテンツ数」をダブルク
リックすると名前を入力できます。
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警報級の可能性の期間、警報・注意報の解除・継続等今後の見通し、
発表中の情報等の補足や留意すべきことを記述します。
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➢ スマートフォンからの入手とカスタマイズ

「防災気象情報」をタップ 画面右上の「 」をタップ 画面右下の「 」をタップ 「コンテンツ一覧」から
必要な情報を選択

「+現在の状態を新規保存」
をタップ

「地域名+表示コンテンツ
数」をダブルタップすると名

前を入力できます

画面右下の「 」をタップ

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

26
お気に入りに登録すれば、次か
ら登録した情報が表じされます



➢ 土砂災害や洪水災害からの避難の判断に役立てていただくための「キキクル（大雨・洪水警報の
危険度分布）」について、危険度の高まりをプッシュ型で通知するサービスを行っています。

➢ この通知サービスは、キキクル（危険度分布）のほか土砂災害警戒情報、警報・注意報等の発
表状況を10分毎に判定し、危険度が上昇したとき等に通知します。

➢ 原則として市町村単位（ただし、政令指定都市については区単位）で通知します。
➢ 通知のタイミングは等は、各社のアプリ等の仕様により異なる場合がありますので、詳しくは各社の

説明をご覧ください。
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台風情報 台風の位置・強さ・速度などの解析・予報、大雨や暴風の見通し

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/&elem=typhoon_root&typhoon=all
&contents=typhoon

東海地方の気象警報・注意報一覧
https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#lang=ja&area_type=centers&area_co
de=010400

東海地方の気象情報
・気象概況や大雨等の見通し
https://www.jma.go.jp/bosai/information/#format=table&area_type=centers
&area_code=010400&centers_page=0

防災情報メニュー（愛知県）
https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=default&area_type=offices&area_code
=230000

ナウキャスト (雨雲の動き・雷活動度・竜巻発生確度)
http://www.jma.go.jp/bosai/nowc/

今後の雨（降水短時間予報）
http://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/

潮位観測情報
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/34.7/137.6/&contents=tidelevel

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/&elem=typhoon_root&typhoon=all&contents=typhoon
https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#lang=ja&area_type=centers&area_code=010400
https://www.jma.go.jp/bosai/information/#format=table&area_type=centers&area_code=010400&centers_page=0
https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=default&area_type=offices&area_code=230000
http://www.jma.go.jp/bosai/nowc/
http://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/34.7/137.6/&contents=tidelevel


土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）
https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#lat:34.7/lon:137.6/zoom:8/colordepth:nor
mal/elements:land

浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の危険度分布）
https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#lat:34.7/lon:137.6/zoom:8/colordepth:nor
mal/elements:inund

指定河川洪水予報と洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#lat:34.7/lon:137.6/zoom:8/colordepth:nor
mal/elements:flood

流域雨量指数の予測値（愛知県）
https://www.jma.go.jp/bosai/floodindex/#area_type=offices&area_code=230
000

大雨危険度
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/34.99/137.623/&elem=all&content
s=warning_level

気象庁公式の防災情報アカウントです。台風や大雨、地震、火山噴火等による顕著な
災害の想定・発生時に、現況や今後の見通し等を発信します。 警報等を都度発信する
ことはありません。気象庁ホームページも確認ください。

https://twitter.com/JMA_bousai
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https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#lat:34.7/lon:137.6/zoom:8/colordepth:normal/elements:land
https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#lat:34.7/lon:137.6/zoom:8/colordepth:normal/elements:inund
https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#lat:34.7/lon:137.6/zoom:8/colordepth:normal/elements:flood
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/34.99/137.623/&elem=all&contents=warning_level
https://twitter.com/JMA_bousai
https://twitter.com/JMA_bousai


ご清聴ありがとうございました。

3030



31



32



33



34


