
令和3年9月17日

和歌山地方気象台
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令和3年台風第14号に関する
説明会

これは、9月17日11時00分開催の説明会での資料です。
その時点の予想に基づいて作成したものですので、最新の
気象情報は、気象台ホームページから確認してください。



① 台風が和歌山県へ接近

台風第14号は瀬戸内海付近を東へ進み、18日に和歌山県に接近、または上
陸する見込みです。

③ 警報級の大雨のおそれ

南部では南東側斜面を中心に17日昼過ぎから激しい雨が降り、夜遅くから18
日昼前にかけて和歌山県全域で激しい雨や非常に激しい雨が降る見込みです。

台風の動向によっては17日夜遅くから警報級の大雨となる可能性があります。
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② 警報級の暴風のおそれ

台風の動向によっては、１7日夜遅くから18日朝にかけて北部の沿岸部を中
心に南よりの暴風となる可能性があります。風の強さや向きは台風の動向に
より大きく変わることがあります。

台風第14号による影響のポイント
（予報円の中心を通った場合）

④ 高波、高潮に注意

18日未明から昼過ぎにかけて、南部を中心に海上はしける見込みです。ま
た、18日未明から明け方の満潮時刻を中心に高潮に注意してください。



台風第14号の進路予報
（17日9時）
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（台風情報： https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=typhoon）

18日09時 19日09時

台風第14号は速度を上げながら東に進み、
18日に近畿地方に接近、または上陸する見込み。

台風の中心は必ずしも予報円の中心を
結ぶ線に沿って進むわけではありません。



気象衛星画像と地上天気図
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気象衛星画像（赤外）

(9月17日09時）

今後の予想を含めた最新の気象情報をご利用ください。
（天気図： https://www.jma.go.jp/bosai/weather_map/ ）

（衛星画像： https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=himawari ）

地上天気図（9月17日06時）

台風第14号の台風第14号の
発達した積乱雲

高知県で猛烈な雨高知県で猛烈な雨
を降らせた雨雲



雨の実況

5

高解像度降水ナウキャスト

(9月17日09時）

今後の予想を含め、最新の気象情報をご利用ください。
（雨雲の動き： https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/ ）
（今後の雨： https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/ ）

24時間降水量

（9月17日09時までの24時間）

南東側斜面で雨量南東側斜面で雨量
が多い



雨と風の予想（分布）
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雨、風ともに台風接近前に
ピークがある。

この図は数値予報の計算結果をそのまま画像化したものであり、実際に発表
する天気予報や台風予報等とは異なります

18日0時 18日3時

18日6時 18日9時

気圧、風向風速、前3時間降水量

18日3時

台台

台台

北部沿岸で強
い風を予想

台風に流れ込む風により、
南部の南東斜面から激しい
雨となり、その後、台風本体
の雨雲により全域で非常に
激しい雨となる。
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令和３年台風第14号 9月17日09時現在の見通し

予想される２４時間降水量（多い所） 満潮時刻

警報級の可能性「中」

強風域

最接近 最接近



注意警戒事項
① 暴風に十分注意

・台風の接近により、北部沿岸部を中心に17日夜遅くから18日朝にかけ
て南よりの暴風が吹く可能性があります。暴風に十分注意してください。
・風の強さと向きは台風の動向により大きく変わります。台風が南寄りの
コースを通った場合は北部よりも南部で暴風となる可能性が高くなりま
す。暴風に十分注意してください。

② 大雨に十分注意

・台風本体による雨雲や台風に向かって流れ込む暖かく湿った空気により、
17日夜のはじめ頃までは南部の南東側斜面を中心に、17日夜遅くからは
和歌山県全域で激しい雨や非常に激しい雨が降る見込みです。

・17日夜遅くから18日昼前にかけて大雨警報（浸水害・土砂災害）、洪
水警報を発表する可能性があります。低い土地の浸水や土砂災害、河川
の増水に十分注意してください。
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③ 高波、高潮に注意

18日未明から昼過ぎにかけて、南部を中心に海上はしける見込みです。
また、18日未明から明け方の満潮時刻を中心に高潮に注意してください。



台風の接近に備えて
気象台が発表する警報・注意報など気象情報に留意するとともに、市町村の避
難指示等に注意してください。

大雨による土砂災害・洪水・低い土地の浸水をはじめ、暴風、高波、高潮など、
自分のいる場所ではどのような災害が起こりやすいのかを予め確認し、明るいうちに
安全な場所に移動するなど、雨や風が強まる前に早め早めの安全確保をお願いし
ます。

屋外での作業や不要な外出は控え、海岸や増水した河川・用水路など危険な場
所には絶対に近づかないようお願いします。

今後の台風の進み方によっては状況が変わってきますので、常に最新の情報を利
用してください。
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今後の予想を含めた最新の情報は、以下からご利用ください。
○ 気象警報・注意報（大雨、洪水、暴風（雪）、波浪、高潮、大雪などによる災害への警戒・注意を呼びかける）

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=warning
○ キキクル(危険度分布)（どこで土砂災害、浸水害、洪水害の危険度が高まると予測されているかを地図上で表示）

土砂キキクル(危険度分布) https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land 
浸水キキクル(危険度分布) https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:inund
洪水キキクル(危険度分布) https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:flood

○ 各地の気象情報（気象概況や大雨の見通し）
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=information&element=information

○ 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#contents=typhoon

○ 指定河川洪水予報（国や都道府県の管理する主な河川の氾濫の危険度を予測）
https://www.jma.go.jp/bosai/flood/

○ 土砂災害警戒情報（命に危険が及ぶ土砂災害の発生が切迫したときに厳重な警戒を呼びかける）
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=warning

○ 最新の気象データ（雨雲の動き（降水・雷・竜巻ナウキャスト）、今後の雨、雨や風の観測データ、衛星画像）
https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/
https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/pre_rct/index24_rct.html
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/wind_rct/index_mxwsp.html
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=himawari

○ 14か国語による防災気象情報の提供
https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html

● 避難行動判定フロー・避難情報のポイント（内閣府（防災担当））
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/pdf/point.pdf

● 新型コロナウイルス感染症が収束しない中での避難について（内閣府（防災担当）・消防庁）
http://www.bousai.go.jp/pdf/colonapoint.pdf

@JMA_bousai
気象庁公式の防災情報アカウントを開
設 し ま し た 。 台 風 接 近 や 大 雨 の
おそれがある場合等に、現況や今後の
見通し、防災上の留意点、緊急会見
の内容等を解説します。

関連資料の掲載場所

気象庁HPのバナーをご利用ください。
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階級 最大風速（m/s）
強い 33以上～44未満

非常に強い 44以上～54未満
猛烈な 54以上

強さの階級分け

大きさの階級分け

階級 風速15m/s以上の半径

大型（大きい） 500km以上800km未満

超大型（非常に大きい） 800km以上
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台風の大きさと強さ



暴風が実際に吹き始めてからでは、屋外での行動は命に危険が
及びます。
特に土砂災害や洪水、高潮のおそれがある区域では、
風雨が強まる前の早めのタイミングで対応をとることが重要です。
風雨が強まるタイミングは、市町村毎に発表される警報・注意報
で確認することができます。

※平均風速は10分間の平均、瞬間風速は3秒間の平均です。

※ 人や物への影響は日本風工学会の「瞬間風速と人や街の様子との関係」を参考に作成しています。

※ 詳細は気象庁ホームページを御確認ください。（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/amekaze/amekaze_index.html）

暴風による災害への備え

※ 内閣府政府広報オンラインより。
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風の強さと吹き方



命に危険が及ぶおそれがある場所

ハザードマップ等により、土砂災害警戒区域や浸水想定区域等の命に危険が及ぶおそれがある場所をあらかじめ確認しましょう。
土砂災害・浸水害・洪水災害の危険度がどこで高まる予測となっているかをキキクル（危険度分布）で確認することができます。
大雨により命に危険が及ぶおそれがある場所では、風雨が強まる前の早めのタイミングで対応をとることが重要です。風雨が
強まるタイミングは、市町村毎に発表される警報・注意報で確認することができます。

危険度分布

土砂災害

浸水害

洪水災害

災害の例

大雨による災害への備え

土砂災害警戒区域等

住宅の地下室や道路のアンダーパス等

浸水想定区域や山間部を流れる中小河川沿い等

１時間先までの予測

２時間先までの予測

３時間先までの予測

14

キキクル（危険度分布）
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土砂キキクル 浸水キキクル 洪水キキクル

キキクル（危険度分布）を活用して早めの避難を



3時間前から現在の雨の状況と、
1時間先までの予想。 ５分毎に更新。
雷や竜巻発生確度、アメダスの雨量、
線状降水帯も表示できます。

土砂災害 浸水害 洪水害

キキクル（危険度分布）の入手方法（インターネット）
気象庁ホームページ ⇒ キキクル（危険度分布）

雨雲の動き

最新情報に
更新

雨雲の動き

雷活動度

竜巻発生確度

アメダス10分間雨量

雷の状況

線状降水帯
浸水想定区浸水想定区
域表示

土砂災害警戒土砂災害警戒
区域等表示

切り替え

和歌山県のキキクル



雨の強さと降り方
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段階的に発表される防災気象情報の活用例
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新しくなった気象庁ホームページ

「大雨・台風」ぺージ
をご利用ください。



気象台からのコメント

警報や注意報の発表見込みや、今日
注目すべきコンテンツ等･･･

主に専門家のみなさまに向けて、気象台から
お知らせしたいことを記述しています。

背景色

特記事項なし 白色

大雨・洪水・大雪注意報発表
時（まもなく発表時） 淡い黄色

大雨・洪水・大雪・暴風・暴風
雪・波浪・高潮警報発表時
（まもなく発表時）

淡い赤色

更新は05時頃、11
時頃、17時頃を基本
とし、状況が変わり次
第随時更新します。

「気象台からのコメント」は「大雨・台風」のぺージで見ることができます。


