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地域気象情報を通じた災害リスクコミュニケーション 

 

竹之内健介  

要約 

 

災害時には、気象情報・避難情報・被害情報等、多種多様な情報が社会において流通し利用され

る。その中で、とりわけ気象情報は、災害に対する事前情報としての期待が強く、主に気象庁を中

心に、情報としての高度化と精度の向上が図られてきた。しかし、一方で、多様化・複雑化する気

象情報について、以前から情報の作成者と利用者の間で情報に対する認識や理解の乖離や利用者の

情報依存・情報待ちの課題が指摘されている。 

本研究は、このような気象情報の課題に対して、従来の気象情報の内容を中心としたアプローチ

ではなく、社会的な関係性の視点から気象情報の社会利用の改善にアプローチするものである。つ

まり、情報を取り巻く関係者の関係性に着目し、気象情報を通じて災害リスクへの認識の共有を図

り、適切な災害対応に結び付けることを目的としている。研究では、ヒューリスティクスの考え方

や過去の研究を基に、専門的な気象情報を地域性の高い身近な情報として利用する「地域気象情報」

の概念を導入し、利用者や作成者が対等の立場で情報の検討を行い、気象情報の社会利用を検討す

る「地域気象情報の共同構築」の試行を実施した。これは、気象情報を通じた気象情報の作成者と

利用者の災害リスクコミュニケーションを創出し、共に気象情報を創り出すという両者の関係に新

たな方向性を示すものである。 

「地域気象情報の共同構築」による災害リスクコミュニケーションを検討する上で、大きく 3つ

の研究を実施した。①地域気象情報の実践に向けた事前調査、②地域気象情報の共同構築の試行、

③地域気象情報への氾濫解析シミュレーションの活用である。①および②については三重県伊勢市

中島学区を、③については福井県大野市有終西学区をそれぞれ対象としたフィールド研究を実施し

た。まず中島学区の辻久留地区における事前アンケート調査結果から地域気象情報が災害時の対応

行動の改善につながる可能性を示すとともに、インタビュー調査を通じて地域気象情報の内容の事

前検討を行った。その上で、実際に気象台・地方自治体・地域住民が参加する形で「地域気象情報

の共同構築」を試行した結果、協議過程において 3種類の災害リスクコミュニケーションが確認さ

れた。また参加者へのアンケート調査や協議過程から共同構築の意義や気象情報の課題の改善の可

能性を示した。また有終西学区では、高解像度内外水氾濫解析モデルによる過去事例の解析結果か

ら、専門的な氾濫解析情報を地域気象情報として活用できることを確認するとともに、有終西小学

校の 5年生を対象として実施した実践型防災教育の結果から、災害リスクの認識を向上させる上で

の地域気象情報の有効性を示した。 

研究結果を通じ、関係者間で地域気象情報を検討することや高度な科学技術を地域

気象情報を通して身近な情報として利用することで、関係者の災害に対する思いや知

識を共有するリスクコミュニケーションを創出するとともに、そのようなリスクコミ

ュニケーション通じて生まれる新たな気象情報の意義や可能性を確認した。 

  



Disaster Risk Communication through Local Weather Information 

 

Kensuke Takenouchi  

Abstract  

During disaster, various information about weather, evacuation and damage is flooded in 

society. In them, weather information is especially expected to be prior warning to disaster and 

has been mainly improved on sophistication and accuracy by Japan meteorological Agency. 

However, users’ risk awareness and understanding of severe weather information are not 

sufficiently improved. So, residents tend to wait for information and to rely on outside 

information too much. 

To these issues, this research approaches from not contents of weather information 

(conventional perspective), but social relationship among relevant groups around weather 

information. So, the object of this research is share of common awareness of disaster risk 

through weather information and production of appropriate action during disaster. At first, we 

introduced the concept of Local Weather Information (LWI), which is the information to 

enhance weather risk awareness between forecasters and users of weather information with 

familiar, plain and local expressions. LWI is referred to heuristics and other researches. 

Moreover, this research tried “Collaboration on LWI”, which is cooperative consideration of LWI 

by relevant groups such as residents, local government and local meteorological office. This trial 

produces disaster risk communication among them through LWI and will lead new possibility 

for disaster mitigation of weather information. 

This research has three main parts: i) Preliminary survey for the trial, ii) Trial of 

collaboration on LWI, iii) Application of Flood Simulation to LWI. The study fields are 

Nakajima school district in Ise City, Mie prefecture for i and ii and Yushunishi school district in 

Ono City, Fukui Prefecture for iii. At first, the questionnaire’s result at Tsujikuru in Nakajima 

filed showed that LWI can improve resident’s actions during disaster and interview survey 

made tentative consideration of LWI’s contents before the trial. At next stage, we had the trial 

of Collaboration on LWI with the above relevant members, and then three kinds of disaster risk 

communication were ascertained from this trial. The questionnaire’s result of this trial showed 

significance of this collaboration and improvement of some issues on weather information. Also, 

in Yushunishi field, an analysis of a past disaster event with high-resolution flood flow analysis 

model showed such a professional flood simulation can be used for LWI, and practical disaster 

education using this result was provided to the fifth-grade students. This application of science 

simulation to LWI led their improvement of disaster risk awareness. 

From the results of this research, considering LWI through collaboration with relevant 

groups and using high-level science technology as local and familiar information through LWI 

can produce risk communication by which relevant members share their thoughts and 

knowledge. This research showed the significance and the possibility for disaster mitigation of 

new weather information “LWI” which is produced through such disaster risk communication. 




