
【【知識・解説知識・解説】】
これってどういう意味︖ 何かネタはないかな︖
そんな時、きっと役⽴つコンテンツが⾒つかります。

https://www.jma.go.jp/jma/menu/menuknowledge.html
予 報 用 語︓https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/mokuji.html

※｢予報用語｣は、報道機関等も使っている､みんなの共通の用語です
副教材･副読本︓https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/fukukyouzai/index.html

【【刊⾏物・リーフレット・レポート刊⾏物・リーフレット・レポート】】
何か参加者に配布する資料はないかな︖ イラスト付き資料はないかな︖
そんな時、きっと役⽴つコンテンツが⾒つかります。※専門家向けもあります

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/index.html

【【地域の防災情報のページ地域の防災情報のページ】】
地域に発表される防災気象情報を⾒やすくするため､
令和３年２⽉に気象庁ホームページをリニューアルしました。

https://www.jma.go.jp/jma/press/2102/16a/20210216_jmahp_renewal.pdf
https://www.jma.go.jp/jma/menu/areas.html

【【Twitter Twitter && YouTubeYouTube】】
気象庁Twitter（@JMA_kishou）
報道発表やイベント案内などをお届けします。
https://twitter.com/JMA_kishou

気象庁防災情報Twitter（@JMA_bousai）
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などを発信します。
https://twitter.com/JMA_bousai

気象庁/JMAチャンネル
緊急記者会⾒の模様などをお届けします。
https://www.youtube.com/channel/UCajQ4ZQJrgwSxkF6xaCfrRw

気象庁/知識・解説チャンネル
⾃然災害から「⾃分の命は⾃らが守る」意識を持って
いただけるような動画を公開しています。
https://www.youtube.com/channel/UCODH6XDH1lL618u3pOoFd-A

★コンテンツの利⽤ルール
気象庁ホームページで公開しているコンテンツは、出典記載等
していただければ⾃由に利用できます。商用利用も可能です。
詳細は以下URLの利用ルールをご確認ください。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html

安全知識の理解や気象情報の利活用を推進するため、住⺠の
皆様等を対象とした様々なコンテンツを掲載しています。
ぜひ、みなさまの活動にご活用ください。

（令和３年11⽉末現在）



知 識 ･ 解 説
これってどういう意味︖これってどういう意味︖ 何かネタはないかな︖何かネタはないかな︖

そんな時、きっと役⽴つそんな時、きっと役⽴つ
コンテンツが⾒つかります。コンテンツが⾒つかります。

https://www.jma.go.jp/jma/menu/menuknowledge.htmlhttps://www.jma.go.jp/jma/menu/menuknowledge.html



知 識 ･ 解 説 （ 予 報 ⽤ 語 ）

１時間⾬量
(mm) 予報⽤語 人の受けるイメージ

50以上〜
80未満

非常に
激しい雨

滝のように降る
（ゴーゴーと降り続く）

80以上〜 猛烈な雨 息苦しくなるような圧迫
感がある。恐怖を感ずる

｢⾬の強さと降り⽅｣の⼀例

｢時に関する⽤語｣の⼀例

｢｢予報⽤語予報⽤語｣｣は、報道機関等もは、報道機関等も
使っている使っている､､みんなの共通の⽤語ですみんなの共通の⽤語です

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/mokuji.htmlhttps://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/mokuji.html

予報⽤語 説明

一時 現象が連続的に起こり、その現象の
発現期間が予報期間の1/4未満のとき

時々 現象が断続的に起こり、その現象の発現
期間の合計時間が予報期間の1/2未満のとき

のち 予報期間内の前と後で現象が異なるとき、
その変化を示すときに用いる

｢時間経過などを表す⽤語｣の⼀例



知 識 ･ 解 説 （教材･副読本）

各地の気象台等が制作した各地の気象台等が制作した
コンテンツもまとめましたコンテンツもまとめました

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/fukukyouzai/index.htmlhttps://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/fukukyouzai/index.html

お天気かるた 10分で防災
種類[台風、大雨、地震・津波、火山]

（福岡管区気象台）（札幌管区気象台）



刊⾏物･リーフレット･レポート

このほかにも・・・
ビデオ、アニメーション
災害時⾃然現象報告書
気象庁技術報告
測候時報等
異常気象レポート等
予報技術研修テキスト等
気象通報式及び国際地点番号表
分野別のビデオ、パンフレット等のリンク集

何か参加者に配布する資料はないかな︖何か参加者に配布する資料はないかな︖ イラスト付き資料はないかな︖イラスト付き資料はないかな︖

そんな時、きっと役⽴つそんな時、きっと役⽴つ
コンテンツが⾒つかります。コンテンツが⾒つかります。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/index.htmlhttps://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/index.html

※※専門家向けもあります専門家向けもあります



地域の防災情報のページ

地
域
の
防
災
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報
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▶ 表示の⾒やすさ､操作しやすさを重視（スマートフォン表示にも対応）
▶ トップページから､ワンクリックで地域の防災情報のページに遷移

◆気象庁ホームページ（トップページ）◆気象庁ホームページ（トップページ）

▶ 当該地域に発表中の防災情報が一目で分かるようにアイコン表示するとともに､
様々な情報を１ページにまとめて表示（要素は利用者独⾃のカスタマイズも可能）

▶ デフォルト（今注目の防災情報）では､当該地域に重要な情報をページ上段に表示
▶ 防災担当者等にご活用いただけるコンテンツ（気象台からのコメント､3･24時間

解析雨量･降⽔短時間予報（今後の雨）など）を新たに掲載

◆地域の防災情報のページ◆地域の防災情報のページ



Twitter & YouTube
https://twitter.com/JMA_kishou https://twitter.com/JMA_bousai

https://www.youtube.com/channel/
UCajQ4ZQJrgwSxkF6xaCfrRw

https://www.youtube.com/channel/
UCODH6XDH1lL618u3pOoFd-A

報道発表やイベント案内などを
お届けします。

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
今後の⾒通しなどを発信します。

緊急記者会⾒の模様などを
お届けします。

⾃然災害から「⾃分の命は⾃らが
守る」意識を持っていただける
ような動画を公開しています。

阿蘇山噴火に伴う緊急会⾒
2021/10/20 にライブ配信

特別警報に伴う国⼟交通省との合同記者会⾒
2021/8/15 にライブ配信

気象庁気象庁/JMA/JMA チャンネルチャンネル 気象庁気象庁//知識･解説知識･解説 チャンネルチャンネル

気象庁気象庁 @@JMA_kishouJMA_kishou 気象庁防災情報気象庁防災情報@@JMA_bousaiJMA_bousai



利⽤規約
気象庁ホームページのコンテンツの利⽤について

気象庁ホームページで公開している情報（以下「コンテンツ」といいま
す。）は、どなたでも以下のどなたでも以下の(1)(1)〜〜(7)(7)に従って、複製、公衆に従って、複製、公衆
送信、翻訳・変形等の翻案等、⾃由に利⽤できます。商⽤送信、翻訳・変形等の翻案等、⾃由に利⽤できます。商⽤
利⽤も可能です。利⽤も可能です。

また、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんの
で、これらについては本利用ルールの適用はなく、⾃由に利用できます。

コンテンツ利用に当たっては､本利用ルールに同意したものとみなします。

(1)出典の記載について
コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載⽅
法は以下のとおりです。

（出典記載例）
出典︓気象庁ホームページ （当該ページのURL）
「図・写真等の名称」（気象庁ホームページより）
コンテンツを編集・加⼯等して利用する場合は、上記出典とは別に、
編集・加⼯等を⾏ったことを記載してください。また編集・加⼯し
た情報を、あたかも国（⼜は府省等）が作成したかのような態様で
公表・利用してはいけません。

（コンテンツを編集・加⼯等して利用する場合の記載例）
気象庁「図・写真等の名称」 （当該ページのURL）を加⼯して作成
気象庁「○○調査」をもとに△△株式会社作成

(2)(2)〜〜(7)(7)は、以下のは、以下のURLURLからご確認ください。からご確認ください。
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.htmlhttps://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html

(2) 第三者の権利を侵害しないようにしてください
(3) 個別法令による利⽤の制約があるコンテンツについて
(4) 本利⽤ルールが適⽤されないコンテンツについて
(5) 準拠法と合意管轄について
(6) 免責について
(7) その他

「気象庁ホームページより」転載︓https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html

令和３年11⽉末現在



主な情報改善等参考
令和３年 概要（報道発表等のURL）

火山
11⽉

災対法改正による新たな避難情報の運用を受けた噴火警戒レベル４のキーワードを変更
https://www.jma.go.jp/jma/press/2111/18b/keyword_20211118.html

雪 積雪の深さと降雪量の６時間先までの予報を提供開始
https://www.jma.go.jp/jma/press/2111/04a/211104_kousetsu.html

気候 ８⽉ IPCC第6次評価報告書第１作業部会報告書（⾃然科学的根拠）の政策決定者向け要約を公表
https://www.jma.go.jp/jma/press/2108/09a/ipcc_ar6_wg1.html

火山

6⽉

｢降灰予報｣を、代表的な火口以外から噴火しても、実際の噴火状況に即し直ちに提供開始
http://www.jma.go.jp/jma/press/2106/25a/kouhai_20210625.html

台風 ｢台風の暴風域に⼊る確率｣を、発達する熱帯低気圧の段階からの提供開始
http://www.jma.go.jp/jma/press/2106/29a/20210629_boufuiki.pdf

大雨
「線状降⽔帯」というキーワードを使って解説する｢顕著な大⾬に関する情報｣を提供開始
https://www.jma.go.jp/jma/press/2105/24a/20210524_tsutaekatakaizen.html
https://www.jma.go.jp/jma/press/2106/14a/20210614_kenchona_teikyoukaishijikoku.pdf

大雨

･｢記録的短時間大⾬情報｣を、当該市町村が警戒レベル４相当となっている場合にのみ発表
･｢キキクル｣通知サービスについて､政令指定都市を､よりきめ細かい区単位でも通知開始
･暴風警報発表中の｢⾼潮警報に切り替える可能性が⾼い注意報｣は高潮警報として発表
･大⾬特別警報（土砂災害）をキキクルの技術を用いた指標に統一して発表
https://www.jma.go.jp/jma/press/2105/24a/20210524_tsutaekatakaizen.html

火山 富⼠⼭（⼭梨県・静岡県・神奈川県）の噴火警戒レベルの判定基準を公表
https://www.jma.go.jp/jma/press/2106/04a/fujisan_20210604.html

気象
5⽉

災対法改正及び避難情報ガイドラインの改定を受けた｢警戒レベル相当情報｣の⾒直し
https://www.jma.go.jp/jma/press/2105/24a/20210524_tsutaekatakaizen.html

気象 新しい平年値（1991〜2020年の観測値による）を導⼊
https://www.jma.go.jp/jma/press/2103/24a/210324_heinenchi.html

⾼温 4⽉ ｢熱中症警戒アラート｣の全国運用開始
https://www.jma.go.jp/jma/press/2104/23a/210423_keikai.html

気象 3⽉ 地域気象観測所で相対湿度の観測を順次開始
https://www.jma.go.jp/jma/press/2102/26b/press_20210226.html

全般 2⽉ 気象庁ホームページをリニューアル
https://www.jma.go.jp/jma/press/2102/16a/20210216_jmahp_renewal.html

生物 １⽉ 生物季節観測を、植物の6種目9現象を対象とした観測に変更
http://www.jma.go.jp/jma/press/2011/10a/20201110oshirase.pdf

令和２年 概要（報道発表等のURL）

海洋
10⽉

きめ細かな海流・海⽔温の情報提供を開始 〜潮位情報の改善〜
http://www.jma.go.jp/jma/press/2010/23a/20201023_move_jpn.html

火山 那須岳（栃木県・福島県）の噴火警戒レベルの判定基準を公表
http://www.jma.go.jp/jma/press/2010/15a/nasudake_201015.html

気象
9⽉

｢推計気象分布｣に、日照時間の要素を追加して提供開始
http://www.jma.go.jp/jma/press/2009/17a/20200917_suikei(nissyou).html

台風 24時間以内に台風に発達する⾒込みの熱帯低気圧の予報を5日先までに延⻑
http://www.jma.go.jp/jma/press/2009/07a/20200907_td5nitiyoho.html

気象 8⽉ 大⾬特別警報の発表基準を、台風等要因から外し雨を要因とする基準に一元化
http://www.jma.go.jp/jma/press/2008/21a/20200821_tokubetsukeihou_kaizen.html

津波
6⽉

｢津波フラッグ｣の運用開始
https://www.jma.go.jp/jma/press/2006/24b/tsunamiflag_unyou.html

気象 ｢大雨特別警報｣解除後の洪水への警戒呼びかけ（含 国⼟交通省との合同記者会⾒）を改善
https://www.jma.go.jp/jma/press/2005/28a/20200528_tsutaekata_torikumi2.html

全般 5⽉ YouTubeチャンネル「気象庁/知識・解説」開設
https://www.youtube.com/channel/UCODH6XDH1lL618u3pOoFd-A

全般
3⽉

YouTubeチャンネル「気象庁/JMA」で、緊急記者会⾒等のライブ中継開始
http://www.jma.go.jp/jma/press/2003/25a/YouTube_TikTok.html

気象 天気の分布予報及び時系列予報を改善
http://www.jma.go.jp/jma/press/2003/13f/20200313_bumpu.html

令和２年１⽉〜
令和３年11⽉



https://www.e-watcherstomo.com/
※ご支援頂いている法人様名等は、｢⼊会のしおり｣の裏⾯をご覧ください


