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Abstract: 

This study assesses results of a survey eliciting responses related to typhoon and related phenomena. Questionnaires 

were administered to male and female Okinawa residents in their twenties to sixties, assessing five themes: (1) anxious 

feelings about disasters and risk recognition, (2) media usage, (3) knowledge about typhoon events, (4) disaster 

countermeasures, and (5) disaster subculture. 

Results show the following: (1) People were more “anxious” about typhoons than about other natural disasters. (2) 

When a typhoon approaches, people use mobile internet services as much as or more than TV to obtain typhoon 

information. (3) People tend to be able to infer typhoon strength from atmospheric pressure (hPa) measurements. They 

have their own criteria for judging whether they will go to work (school), or not. (4) When a typhoon approaches, solitary 

islands’ residents do more countermeasures against typhoons than people living in other areas. (5) Regarding the disaster 

subculture, more than 90% of respondents report that “We cannot help accepting typhoon in Okinawa”; 70% of 

respondents report that “Typhoon events are a part of nature. It is reasonable to have a sense of awe and reverence about 

them.” 

The background of countermeasures to suppress typhoon damage comprises human consciousness, knowledge, and a 

disaster subculture that has been cultivated in Okinawa over many years. 

 

 

１ 緒言 

沖縄県は，最盛期の台風の通り道にあたり、毎年平均 7 個

強の台風が来襲し，各所に大きな被害が生じている 1)．2003

年に台風第 14 号が来襲した際は，宮古島で最大瞬間風速

74.1m/s を記録し，電柱は約 850 本が倒壊，死者 1 名を含む

94 名の人的被害が生じた 2)．また，2018 年 9 月の台風第 24

号においては，最大 25 万戸以上が停電し 3)，その直後に来

襲した台風第 25 号と合わせ，沖縄県内の農畜産物と施設の

被害額は 19 億 6,555 万円（台風第 24 号の被害調査から約 5

億 3 千万円増加）と報じられた 4)． 

一方で，台風による物的損失と人身に関わる損失の間には
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必ずしも高い相関があるとは言えず，背景として重要視され

ているのが「認知される台風の危険度に応じて変動する人々

の対応行動」である（東江, 1991）5)．すなわち，強い台風

が来襲したときも，そこに住む地域の人たちが適切な対応を

とることによって被害が抑制されているということである． 

東江（1991）は，中村ら（1982）と 1980年に沖縄県民を

対象とした台風に関する意識調査を行っており 6)，本調査に

あたってはこれを参照した．ただしこの論文では本調査で焦

点をあてた台風にまつわる文化的な側面や知恵について議論

されていない．また，時代の推移に伴い同じ質問および回答

項目を設定することには困難が伴うこともあり，ここでは当

時との比較は行わない． 

本研究では，台風と人の対応行動，その背景にある情報行

動や，防災に関わる意識，文化的な側面に焦点をあて，調査

を実施した．本報では沖縄県在住者の①災害に対する不安や

リスク認知，②情報行動―普段のメディア利用や台風来襲に

際し利用する情報源，③台風に関する知識や知恵，判断基準，

④防災行動―来襲時の行動，⑤台風に関する文化的な側面を

明らかにすることを目的とする． 

 

２ 調査方法 

 

2.1 調査概要 

 本調査は，沖縄県内に住む 20 歳代から 60 歳代までの男女

を対象に，Web モニター（楽天リサーチ[2018 年 8 月 1 日よ

り「楽天インサイト」]）を用いて行ったオンライン調査で

あり，実施期間は，2018 年 2 月 23 日から 3 月 6 日である．

回収数は 1,000 票を目標に行った結果，1,180 票の有効回収

を得られ，それらすべてを分析対象とした． 

 

Table. 1 調査概要 

 

2.2 回答者の属性 

（1）性年代 

回答者 1,180 人の性別のうちわけは，男性 601 名

（50.9％），女性 579 名（49.1％）で，約半数ずつである． 

 

Table. 2. 回答者の属性（n=1,180） 

 
 

性年代はTable.2.に示す通り男性は 40代が 198人（16.8%）

と多く，20 代が 37 人（3.1％）と少ない．女性は 30 代が

194 人（16.4％）と多く，60 代が 22 人（1.9％）と少ない． 

 

（2）居住地 

 回答者の居住地（Q1）については，那覇市在住者が 360

人（30.5％）と最も多く，次に浦添市 111 人（9.4％），沖縄

市 96 人（8.1％），宜野湾市 93 人（7.9％）と続く．以下，

回答者の約 8 割（79.3％）を占める上位 10 位までの居住地

を参照すると 5 位以降は、糸満市（4.8％），豊見城市

（4.7％），うるま市（津堅島，伊計島，宮城島，平安座島，

浜比嘉島以外）（4.3％），石垣市（3.6％），名護市（屋我地

島以外)(3.2％)，宮古島市（2.8％）の順であった（Fig. 1.）． 

Fig. 1. 回答者居住地上位 10 市町村（n=1,180，単位:%） 

 

（3）居住年数・居住建物の造り 

 回答者の居住年数（Q24）は，「10 年以下」が 243 人

（20.6％），「11 年以上 20 年以下」が 136 人（11.5％），「21

年以上 30 年以下」が 230 人（19.5％），「31 年以上 40 年以

下」が 265 人（22.5％），「41 年以上 50 年以下」が 200 人

（16.9％），「51 年以上 60 年以下」が 74 人（6.3％），「61 年

以上」が 32 人（2.7％）であった（Fig. 2.）．「31 年以上 40

年以下」住んでいる人が最も多く，回答者の平均居住年数は

28.8年であった．また，居住建物の造りについては 7割以上

（73.4％）が鉄筋コンクリート，あるいは鉄筋鉄骨コンクリ

ート造り構造の家に住んでいることが確認できた（Q25）． 

次の「3. 調査結果」からそれぞれの回答を参照していく． 

 
Fig. 2. 回答者の居住年数（n=1,180，単位:%） 

性別 年代 人（%） 性別 年代 人（%）
20代 37人(3.1%)  20代 108人(9.2%)  
30代 150人(12.7%) 30代 194人(16.4%)

男性 40代 198人(16.8%) 女性 40代 162人(13.7%)
50代 108人(9.2%)  50代 93人(7.9%)  
60代 108人(9.2%)  60代 22人(1.9%)  
合計 601人（50.9％） 579人（49.1%）

那覇市, 30.5

浦添市, 
9.4

沖縄市, 8.1

宜野湾市, 
7.9

糸満市, 4.8

豊見城市, 4.7

うるま市（離島

以外）, 4.3

石垣市, 3.6

名護市（屋我地島

以外）, 3.2

宮古島市, 2.8 その他, 20.6 

1)対象地域 沖縄県
2)対象者 20歳代～60歳代の男女
3)調査方法 Webモニター調査

（楽天リサーチ【現、楽天インサイト】）
4)期間 2018年2月23日～3月6日
5)有効回収数 1,180票
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３ 調査結果 

3.1 単純集計結果―自然災害への不安感とリスク認知 

（1）自然災害への不安感 

まず，どのような自然災害に対して「不安」を感じている

のか，「あなたは，ご自身が住んでいる地域で，以下の災害

に対してどのくらい不安を感じていますか」と質問した．回

答は「地震，台風，集中豪雨，土砂災害，落雷，津波，雪害

（大雪・雪崩等），火山の噴火，河川の氾濫，竜巻」のそれ

ぞれに関して「とても不安」，「やや不安」，「あまり不安でな

い」，「まったく不安でない」の 4 件法で聞いた（Q4）． 

 
Fig. 3. 自然災害への不安感（n=1,180, SA[Sigle Answer]） 

 

その結果，「台風」を不安と回答する人が最も多く 74.5％

（「とても不安」32.0％＋「やや不安」42.5％）であった．

続いて「地震」が 59.3％（「とても不安」16.2％＋「やや不

安」43.1％），「集中豪雨」が 54.4％（「とても不安」13.7％

＋「やや不安」40.7％）の順であった（Fig. 3.）． 

 

（2）自然災害のリスク認知 

Q4と同様に先にも聞いた 10種の自然災害のリスクについ

てどのように捉えているのかを知るため，「あなたは，沖縄

県における以下の災害発生リスクについて，全国的な平均値

と比較して『高い』と思いますか，『同じぐらい』，または

『低い』と思いますか」との質問を設けた．回答は「非常に

高い」，「やや高い」，「同じくらい」，「やや低い」，「非常に低

い」の 5 件法で得た（Q5）．その結果，「台風による災害の

リスク」のみ，過半数の人が全国的な平均と比べてリスクが

「非常に高い」としており，81.6％が「高い」（「非常に高い」

52.8％＋「やや高い」28.8％）としていることがわかった． 

二番目にリスクが「高い」と判断する人が多かったのは

「津波による災害リスク」であり，5 割弱（47.0％）が，

「高い」（「非常に高い」19.5％＋「やや高い」27.5％）とし

ていた．一方，地震災害のリスク，河川の氾濫のリスク，火

山の噴火による災害のリスク，雪害のリスクに関しては，過

半数の人たちがリスクが「低い」（「やや低い」＋「非常に低

い」）としていた（Fig. 4.）． 

 
Fig. 4. 自然災害のリスク認知―全国的な平均値と比べた，

災害リスク認知（n=1,180, SA） 

 

3.2 平常時の備えと台風時の心配事および台風来襲時の備え 

（1）自然災害への平常時の備え 

自然災害に対して日常的にどのような備えをしているか聞

いた（Q6）．「あなたの家で，日頃，自然災害に備えてどの

ようなものを用意していますか．用意しているものすべてを

選択してください．」と質問し，回答項目には「ラジオ，懐

中電灯，救急医薬品セット，非常用食料，非常用飲料水（ペ

ットボトルの水など），ローソク，卓上ガスコンロ，非常用

持ち出し袋，その他」を提示した． 

日常的に用意しているものとして最も多くあげられたもの

は「懐中電灯」（ 65.3％）であり，次いで「ラジオ」

(37.5％），「ローソク」（33.5％）であった． 

最も少なかったのは「非常用持ち出し袋」で約 1 割

(10.7％）であった．ここから，懐中電灯やラジオ，ローソ

ク，すなわち停電への対策は多くなされている一方，避難に

際して利用される非常用持ち出し袋を保持している人は少な

いことがわかった（Fig. 5．）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. 日頃，自然災害に備えて用意しているもの

（n=1,180, MA[Multiple answers]） 

 

また，一つも準備していない人（「特に何も用意していな

い」人）も 312 人（26.4％）存在し，おおよそ 4 人に 1 人が

何も準備していないことになるが，年代別に見ると，20 代
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21



沖縄県における台風に関する意識と行動―住民意識調査をもとに 

にその傾向が強く，「備えている」人は 60 代に比べ 3 割ほど

少ない（Fig. 6.）． 

 

Fig. 6. 自然災害に対し 1 つでも「備えている人」の割合

（年代別）（n=1,180） 

 

（2）台風来襲時の心配事 

 台風来襲時に，心配になること（被害）について「あなた

の居住地域で，台風時に特に心配になることはどのようなこ

とですか．」と質問した（Q12）．最も多かったのは「停電・

断水」（ 78.6％）であり，次いで「落下物や飛来物」

（54.2％），「台風の影響による，交通機関の大幅な乱れ」

（37.5％）であった． 

Fig. 7. 台風時に特に心配になること（地域別）（n=1,180, 

MA）（**: p<.01, *: p<.05  by chi-square test） 

 

ここで，心配事に関する地域別（南部［那覇市以外］，那

覇市，中部，北部，離島の 5 地域）の違いを調べた．5 地域

のうちわけは，沖縄県北部は国頭村，東村，大宜味村，名護

市，今帰仁村，本部町，恩納村，宜野座村，金武町の 9 市町

村，中部はうるま市，沖縄市，読谷村，嘉手納町，北谷町，

北中城村，中城村，浦添市，宜野湾市，西原町の 10 市町村，

那覇市は 1 市，南部は与那原町，南城市，南風原町，八重瀬

町，糸満市，豊見城市の 6 市町である．この地区分類につい

ては，沖縄県が実施した調査『平成 27 年度県民意識調査』

における分類に準じたが 7)，本稿では離島（連結島も含む）

に関しては，すべて一括りに「離島」に分類している．した

がって，ここで「離島」は宮古・八重山地方などの全有人離

島，本島の自治体に属するすべての離島，連結島を含む． 

回答者の地域別人口のうちわけは，北部 63 人（5.3％），

中部 456 人（38.6％），南部（那覇市以外）199 人（16.9％），

那覇市 360 人（30.5％），離島 102 人（8.6％）である． 

台風来襲時の心配事について，「落下物や飛来物」以外の

すべてについて，地域による違いに有意な差が見られた．那

覇市では「交通機関の大幅な乱れ」（46.9%），北部では「赤

土の流出」（27.0%），「護岸の決壊や高潮」（27.0%），「河の

氾濫や橋の決壊」（ 22.2%），「地すべりやがけ崩れ」

（27.0%），「停電・断水」（88.9%），離島では「農地・漁船

への影響」（33.3%），「浸水」（33.3%），「建物などの倒壊」

（38.2%）が相対的に多かった（Fig. 7.）． 

 

（3）台風来襲時にとる対策 

 次に「非常に強い台風の来襲が確実になった場合，あなた

のご自宅で実施する対策はどういったことですか．以下の中

からあてはまるものをすべてお選びください．（いくつでも）」

と質問した（Q13）． 

 

 
Fig. 8. 非常に強い台風の来襲前，自宅で実施する対策 

（n=1,180,MA） 

 

最も多いのは「看板・物干しなどの取り外し・または固定，

危険物の除去」（63.1％）であり，次に「窓ガラスの破損防

止」（34.7％），「自家用車を安全な場所へ移動させる」

（22.4％）であった．また「とくに何もしていない」は
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16.4％であった（Fig. 8.）．とくに何もしていないと答えた

人は，世代，性別において違いに有意な差は見られなかった

が，居住地域について有意な差が見られ，南部，那覇市にお

いて「とくに何もしていない」とする人が相対的に多く，離

島では少ないことがわかった（Fig. 9.）． 

 
Fig. 9. 台風来襲が確実になった場合にも「とくに何もし

ていない」とする人の割合（地域別）（n=1,180） 

（p<.05  by chi-square test） 

 

（4）台風に関する諸状況下における不安 

人は，台風に関するどのような状況下において，より不安

を感じるのかを知るために「台風に関する以下のような状況

の場合，あなたはどの程度，不安になりますか」と聞いた

（Q14）． 

 

Fig. 10. 台風に関するさまざまな場合を想定してどの程度

不安になるか（n=1,180, SA） 

 

8 割以上が「不安」と答えている項目は 4 つあり，多い順

に「近くで台風による被害が出た場合」86.1％（「とても不

安になる」34.7％＋「やや不安になる」51.4％），「台風の影

響で停電した場合」85.9％（「とても不安になる」43.6％＋

「やや不安になる」42.3％），「将来的に，沖縄県に 900hPa

以下級の台風が頻繁に来襲する可能性があると聞いた場合」

84.5％（「とても不安になる」47.3％＋「やや不安になる」

37.2％），「地球温暖化が進み，将来，接近する台風の強度・

最大風速が増すと聞いた場合」84.1％（「とても不安になる」

37.3％＋「やや不安になる」46.8％）であった（Fig. 10.）． 

 

3.3 メディア利用と情報源・情報ニーズ 

（1）メディア利用頻度 

沖縄県在住者の日頃のメディア利用について，および，天

気に関する情報の利用頻度について「あなたはふだん（1）

メディア（テレビ・新聞・インターネットなど）をどれくら

いの頻度で利用しますか．また（2）天気に関する情報につ

いてはどれくらいの頻度で利用しますか．」と聞いた（Q2）． 

 

 
Fig. 11. ふだんのメディア利用及びお天気情報の利用頻度

（n=1,180, SA） 

 

「ほぼ毎日利用する」の割合が最も多かったのは，「テレ

ビ」（82.3％），次に「インターネット（モバイル）」

（73.0％），3 番目に「インターネット（パソコン）」

（58.9％）であった．お天気情報についても，ふだんのメデ

ィア利用頻度と同様に「テレビのお天気情報」（58.6％），

「インターネット（モバイル）のお天気情報」（46.9％），

「インターネット（パソコン）のお天気情報」（32.5％）の

順に｢ほぼ毎日利用する｣と回答する人が多かった（Fig. 11.）． 

 

（2）メディアの平均利用時間 

 テレビ，ラジオ，新聞，インターネット（パソコン），イ

ンターネット（モバイル）は，1 日平均どのくらいの時間利

用されているのかを，平日と休日に分けて聞いた（それぞれ

「〇時間〇分」といった形で回答）（Q3）． 

平日最も長時間利用されているのは「テレビ」（平均 2 時

間 53 分）であり，次に「パソコン」（平均 1 時間 51 分），

そして「モバイル」（1 時間 44 分）であった．休日の場合

は，テレビ視聴時間がさらに長くなり平均 3 時間 45 分であ

った．一方，休日においてパソコンとモバイルの利用時間は

平日と逆転し，パソコン（1 時間 45 分）よりもモバイル（2

時間 3 分）の方が，利用時間が長かった．また，ラジオに

ついても，休日は 27 分であるのに対し，平日は 51 分で平

日の方が長かった（Table. 3.）． 

6.9%
11.1%

14.0%
20.3%
21.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

離島(n=102)

北部(n=63)

中部(n=456)

那覇市(n=360)

南部(n=199)
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Table. 3. 各メディアの平均利用時間（n=1,180） 

 

 

（3）台風に関する情報源とインターネットサイトの利用 

 台風に関する情報源として主に何が利用されているのかを

知るために「あなたは次のうち，どのようなものから台風に

関する情報を得ていますか．あてはまるものすべてを選択し

てください．（いくつでも）」と質問した（Q7）．選択肢の項

目には「テレビ（NHK），テレビ（民放），ラジオ，新聞，

インターネット（パソコン），インターネット（モバイル），

電話サービス（177 天気予報電話サービス），緊急速報メー

ル，防災メールなど気象庁や自治体などからの連絡，隣近所

の人の様子，そのときどきの風雨の状況，その他」を設定し

た． 

Fig.12.に示す通り，「インターネット（モバイル）」

（65.5％）が最も多く，次に数パーセントの差で，「テレビ

（NHK）」（63.6％）と「テレビ（民放）」（63.6％）が同二

番目，次に「インターネット（パソコン）」（50.4％）であっ

た．そして「ラジオ」（30.5％），「緊急速報メール，防災メ

ールなど気象庁や自治体などからの連絡」（27.7％），「その

ときどきの風雨の状況」（23.6％），「新聞」（16.9％）と続い

た． 

 
Fig. 12 台風に関する情報源（n=1,180, MA） 

 

さらに，「前問で『インターネット（パソコン）』，『インタ

ーネット（モバイル）』が選択に含まれた方にお伺いします．

具体的にはどこからの情報ですか．あてはまるものをすべて

選択してください」と聞いた（Q8）．選択肢には「気象庁や

気象台のサイト，日本気象協会 tenki.jp，ウェザーニュース，

GPV 気象予報，米軍合同台風警報センター（JWTC：Joint 

Warning Typhoon Center），天気予報コム，その他，わか

らない・またはそのときどきのキーワード検索で出てきた情

報」を挙げ選択・記入（その他の場合）を求めた． 

 

 
Fig. 13 台風関連情報を得ているサイト（n=1,006, MA） 

 
最も多かったのは「気象庁や気象台のサイト」（73.0％），

続いて「ウェザーニュース」（49.3％），「日本気象協会 

tenki.jp」（34.9％），「米軍合同台風警報センター（JWTC：

Joint Warning Typhoon Center）」（34.7％）であり，「その

他」も 16.3％あり，そのうち多かったものは，「Yahoo!天

気・防災」144 件（14.3％），またそれ以外は「goo 天気」，

「windy」が各 3 件，それ以外は 1 件ずつ個別サイト等があ

げられた（Fig. 13.）． 

 

（4）情報ニーズ―台風関連ニュースで最も知りたいこと 

 台風に関するニュースに関して，どういったことが知りた

いと考えられているのか．「台風に関するニュースの中で，

あなたが最も知りたいと思うことはどんなことですか．以下

の中から 1 つ選択してください」と聞いた（Q10）． 

 

Fig. 14. 台風ニュースで最も知りたいこと 

（n=1,180, SA 単位: %） 
 

項目は「台風の接近の度合い，風速，気圧，範囲（台風の

半径の大きさ），雨量，台風の進路，その他」を掲げた．結

果，知りたいと思うことは，多い順に「台風の接近の度合い」

（39.9％），「台風の進路」（35.8％）であり，まず自分がい

る場所にどれくらい台風が近づいているのか，どのような進

路をたどるのかといった，位置に関する情報への関心が高い

ことが確認できた．その後「風速」（12.2％），「気圧」

（5.4％）と続いた（Fig. 14.）． 

テレビ ラジオ 新聞 パソコン モバイル

平均利用
時間(平日)

2時間53分 51分 14分 1時間51分 1時間44分

平均利用
時間（休日）

3時間45分 27分 15分 1時間45分 2時間3分
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3.4 台風来襲時における状況判断 

（1）休む判断基準 

 台風来襲に際しての防災行動，対応のためには，情報に基

づく判断と行動が求められる．その中で，屋内退避は重要な

対策のひとつとしてあげられる．台風来襲に際し，どの段階

で仕事や学校，外に出かけることなどを控えて「休む」と判

断するのか．「台風が接近しているとき，職場や学校などを

休むかどうか，どの時点で判断しますか．以下の中から 1 つ

選択してください」（Q9）と質問した．回答で最も多かった

ものは，「公共交通機関が運行停止との発表を知った時点で」

（40.6％）であり，次に「暴風警報の発表を知った時点で」

（26.7％）であった．「職場や学校などから，直接的な連絡

がきたり，発表があった時点で」と判断する人は約 2 割

（18.8％）であった．また，「判断の仕方がわからない」と

する人は 3.8％であった（Table. 4.）． 

 

Table. 4. どの時点で職場や学校などを休むと判断するか

（n=1,180, SA） 

  
 

 

（2）気圧（hPa）に関する意識 

台風の強さは，気象庁が示しているように，目安として最

大風速によって「33m/s以上 44m/s未満」は「強い」台風，

「44m/s 以上 54m/s 未満」は「非常に強い」台風，「54m/s

以上」は「猛烈な」台風と分けられている．一方，気象情報

の伝達においては風速だけではなく，中心気圧（hPa）も伝

えられることが多い．沖縄県における在住歴がある程度長い

人は，風速によって強さを把握する以外にも，中心気圧がど

れくらいかによって台風の強さをイメージする側面があるの

ではないか．中心気圧（hPa）の数値から，来襲する台風が

イメージされることを想定し，「あなたは，『中心気圧

900hPa（ヘクトパスカル）』または，『中心気圧 990hPa

（ヘクトパスカル）』と聞いて，どの程度の台風をイメージ

しますか」と質問した（Q11）．尺度として，「弱い台風，並

の台風，強い台風，猛烈な台風」および「イメージがわかな

い」の 5 つを掲げた．任意に設定した中心気圧 900hPa と，

990hPa の台風について，どの程度の台風をイメージするか

については，「900hPa」の台風については過半数（50.1％）

が「猛烈な台風」と判断し，「990hPa」の台風については約

5 割（ 45.8 ％）が「弱い台風」とする回答であった

（Fig.15.）． 

 

 

Fig. 15. hPa（ヘクトパスカル）に対してイメージする台風

の強さ（n=1,180, SA,  単位: %） 

 

（3）外出できるかの判断 

 台風来襲時に身を守るために重要な行動のひとつとして，

外出を控え屋内退避をするという手段がある．そこで「あな

たは台風接近時，状況を把握し，外出できるかどうかについ

て，どういったところから判断しますか．それぞれ判断する

ことが『よくある』～『まったくない』の中から 1 つお選び

ください」と質問した（Q15）． 

 
Fig. 16. 台風接近時，状況把握・外出のために状況判断す

る情報源（n=1,180,SA） 

 

 

外出可能かの判断基準としては，「直接目でみたり耳で聞

いたりする雨量や風の状況から判断する」が 87.5％（「よく

ある」51.5％＋「たまにある」36.0％）で最も多く，次いで

「インターネットを通してわかる情報から判断する」が

71.8％（「よくある」30.2％＋「たまにある」41.6％），3 番

目に「自治体からの情報・呼びかけの内容から判断する」が

61.7％（「よくある」18.6％＋「たまにある」43.1％），4 番

目に「近所のスーパー（普段 24 時間開いているユニオンや

マックスバリュ，りうぼうなど）があいているかどうかで判

断する」が 61.4％（「よくある」22.9％＋「たまにある」

38.5％）であることがわかった．台風来襲時に，スーパーが

閉店すること，例えば県内最大手のサンエーが閉まった際に

は，県民は台風の危険性を察知すること，すなわち台風の状

況の判断基準となっていることが示唆されている 8)． 

 

判断基準 回答%

暴風警報の発表を知った時点で 26.7

公共交通機関が運行停止との発表を知った時点で 40.6

同僚や友人から聞くなど、間接的な連絡がきた時点で 1.7

職場や学校などから、直接的な連絡がきたり、発表があった時点で 18.8

情報や連絡がなくても、台風の様子から自分自身でそう判断した時点で 4.2

その他 4.2

判断の仕方がわからない 3.8

合計 1,180人
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3.5 「台風文化」 

（1）見聞きする「台風文化」 

 台風が多い沖縄であるからこそ，長年の間に培われてきた

知恵や習慣化した行動によって台風への対応力が高められて

いることを想定し，質問を設定した．例えば「台風接近前，

レンタルショップに DVD 等を借りに行くことがある」とい

うのは，しばらく外出できないときのための一対応策である． 

先行研究によれば，災害多発地域にはその土地ならではの

知識，技術が発達しており 9)，そうした，人間の災害につい

ての知識の習得や蓄積，その活用などに関する有形あるいは

無形の文化を「災害文化」と呼んでいる 10)．言い換えれば

災害文化は，災害常襲地のコミュニティに見いだされる文化

的な防衛策である 11)．ここでは“台風にまつわる災害文化”

を「台風文化」としている．以下，調査結果である． 

 
Fig. 17. 台風に関して，沖縄県で見聞きするか

（n=1,180,SA） 

 

まず台風と暮らしに関して耳にする内容について，「台風

に関連して，あなたの周り（沖縄県内）で，次のようなこと

を見聞きすることはありますか．『よく見聞きする』～『ま

ったく見聞きしない』の中からそれぞれ 1 つずつ選択してく

ださい．」と質問した（Q16）． 

過半数が「見聞きする」としているものは，10 項目中 6

項目あった．多い順に「台風接近前，翌日学校や職場が休み

になるかどうかが話題になる．」84.2％（「よく見聞きする」

50.6％＋「ときどき見聞きする」33.6％），「台風が接近して

いる時は，とにかく家から出ないようにする」81.2％（「よ

く見聞きする」47.4％＋「ときどき見聞きする」33.8％），

「台風接近前，レンタルショップ（TSUTAYA や GEO など）

が混雑する」75.3％（「よく見聞きする」39.4％＋「ときど

き見聞きする」35.9％），「台風接近前，スーパーの棚は，商

品（食料品）が空っぽになる」73.5％（「よく見聞きする」

32.9％＋「ときどき見聞きする」40.6％），「台風接近前，危

険が伴うとは思いつつも，ワクワクドキドキした気分になる

／台風が来ている時には血が騒ぐ」57.8％（「よく見聞きす

る」18.3％＋「ときどき見聞きする」39.5％），「デイゴの花

がよく咲く年は，台風のあたり年である」55.1％（「よく見

聞きする」26.3％＋「ときどき見聞きする」28.8％）といっ

た内容である（Fig. 17.）． 

 

（2）実践している「台風文化」 

 Q17 においては，「では，あなたご自身，台風に関連して

次のようなことはありますか．『よくある』～『まったくな

い』の中からそれぞれ 1 つずつ選択してください．」と聞い

た（Q17）． 

 

Fig. 18 台風に関する自分自身の行動や気持ち 

（n=1,180, SA） 

 

その結果「ある」が過半数であった項目は，10 項目中 3

項目であった．多い順に「台風が最接近している時は，とに

かく家から出ないようにする」83.1％（「よくある」59.4％

＋「ときどきある」23.7％），「台風接近前，翌日学校や職場

が休みになるかどうかを話題にすることがある」74.3％

（「よくある」37.9％＋「ときどきある」36.4％），「台風前，

スーパーに買い出しに行き，たくさん（多めに）商品を買う

ことがある」73.9％（「よくある」31.4％＋「ときどきある」

42.5％）であった． 

Q16 は「周りで見聞きするか」を質問している一方，Q17

は同内容のことを「自分自身でするか」に置き換えて質問し

ている．両者の回答割合に数値的に大きな差が見られた項目

について調べた．まず「台風接近前，レンタルショップが混

雑する」について，よく見聞きする人は 4 割程度（39.4％）
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である一方，「DVD 等を借りに行くことがある」について

「よくある」とした人は 1 割程度（11.3％）であった．また，

「ドライブにでかける」，「ファーストフード店に出かける」，

「屋内で楽しめる施設に出かける」など「外出する」ことに

関わる内容は，約 8 割以上が「ない」（「あまりない」+「全

くない」）と回答し，それよりも「とにかく家から出ない」

ことが主要であることが見て取れた（Fig. 18.）． 

 

（3）｢台風文化｣と災害観―台風の捉え方･台風との付き合い 

沖縄は台風が多く来襲する地域であり，台風に対する災害

文化，すなわち「台風文化」が形成されていると考えられる．

さらにここでは「災害観」，すなわち「災害というものをど

う意味づけるか」¹¹⁾，ここでは台風による災害をどのよう

に意味づけているのかについて確認していく． 

まず災害観について，「災害を自然の報復」とみる「天譴

論」や，「災害は人間と人間社会に何らかの利益をもたらす」

と考える「天恵論」，「災害に遭遇したことをあきらめる」，

「運命論」などがある¹¹⁾．こうした災害の捉え方と同様に，

沖縄県では台風はどのような存在として考えられているのか．

「あなたの，台風に関する認識として，それぞれ最も近いも

のをそれぞれ 1 つずつお選びください」と質問し，各項目に

ついて「強くそう感じる」，「そう感じる」，「そう感じない」，

「まったくそう感じない」の 4 件法で質問した（Q19）． 

 

 
Fig. 19. 台風に関する認識（n=1,180, SA） 

  

最も多かったのは「沖縄に住んでいる以上，台風は受け入

れざるを得ない」とする回答で，95.1％が「そう感じる」

（「強くそう感じる」54.3％＋「そう感じる」40.8％）と回

答していた．台風は，運命論，中でも「災害との遭遇があら

かじめ予定」されているものと受け入れられる“宿命論”と

して¹¹⁾，捉えられているのではないかと考えられた． 

次いで「他県（都道府県）の台風被害のニュースを目にす

ると，もう少し事前対策ができたのではないかと思う」

（74.9％），「台風対策には慣れているが，地震や津波の対策

の仕方はわからない」（74.0％）の順に多かった． 

さらに，「台風は雨の恵みをもたらし，干ばつを防いでく

れる」（71.9％），「台風は自然の一部なので畏怖・畏敬の念

を持つことには理解ができる」（67.5％）といったように

「恵み」や，「畏怖・畏敬の念」など，約 7 割が「天恵論」

的な捉え方を示していると考えられた（Fig. 19.） 

 

（4）台風に関する印象 

 Q18 において，「あなたは，最近の台風に関して，10 年ほ

ど前と比較すると，どのように変化してきていると思います

か．以下の項目について，あなたの認識に最も近いものを，

それぞれ 1 つずつ選択してください．」と聞いた． 

 

Fig. 20 「10 年ほど前」と比較した現状（n=1,180, SA） 

 

その結果，「そう思う」が多いのは，順に「台風による停

電は減っていると思う」73.7％（「強くそう思う」24.7％＋

「ややそう思う」49.0％），「より精度が高く，的確な台風予

報が増えていると思う」68.6％（「強くそう思う」13.3％＋

「ややそう思う」55.3％），「数日間外出できないような，ス

パンの長い台風は減っていると思う」64.8％（「強くそう思

う」16.9％＋「ややそう思う」47.9％）であった．台風に対

応できるための技術や，予報のための科学が発展していると

認識されていることが考えられる．次いで，過半数が「そう

思う」としている項目は 4 つあり，「台風の接近する回数は

減っていると思う」は 57.3％，「非常に強い台風は増えてい

ると思う」は 56.0％，「台風によって戸惑う日本人観光客は

増えていると思う」は 55.9％，「台風によって戸惑う外国人

観光客は増えていると思う」は 52.8％であった． 

 逆に「そう思わない」とする人の割合が半数を超える項目

は 3 つあり，「そう思わない」と答える割合が多い順に「台

風はあまり身近なものでなくなっていると思う」75.0％

（「まったくそう思わない」35.0％＋「あまりそう思わない」

40.0％），「大型・超大型の台風は減っていると思う」65.4％

（「まったくそう思わない」23.4％＋「あまりそう思わない」

42.0％），「台風に限らず，沖縄県民の防災意識は高まってい
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ると思う」65.2％（「まったくそう思わない」10.8％＋「あ

まりそう思わない」54.4％）であった．こうしたことから，

台風災害によって戸惑う観光客への対応策，防災意識の向上

のための対策についての課題が考えられた（Fig. 20.）． 

 

（5）暴風雨で外出できないときにすること 

 暴風雨で外に出られないとき，台風に関する最新の情報を

入手する他に，どのようなことをして過ごすか，複数回答で

聞いた（Q20）．その結果，多い順に「テレビを見る」

（82.5％），「インターネットをする」（70.5％），「映画・映

像（DVDやYoutubeなど）を視聴する」（45.2％），「休息時

間にあてる」（44.8％）があげられ，主にメディアを利用し

た過ごし方が多いことがわかった（Fig. 21.）． 

 
Fig. 21 暴風雨で外出できないときに，すること

（n=1,180, MA） 

 

2.6 自由回答項目結果 

（1）メディアについて―役立っている部分・要望 

 最後に，Q.21「メディアへの要望」，Q.22「台風食」，

Q.23「台風エピソード」について聞いた，自由回答に対す

る回答を挙げていく． 

まずメディアへの要望について，「Q.21 メディア（マ

ス・メディア）が発信する台風関連の情報に対して，あなた

はどのようにお考えですか．役立っている部分，一方で，こ

うしてほしいという要望がありましたらお教え下さい．」と

質問した．全 1,180 人の回答者のうち 761 件の回答を得られ

た（「特になし」や「ない」などの回答を除いた数を，「回答

あり」としている）． 

回答は内容ごとにコーディングを行い，計測を行った．1

人につき複数の内容が記述されている場合は，複数のコーデ

ィングを許容した．その結果，全部で823件であった．内容

別に分けると，最も記述が多かったものは「役立つ・助か

る・ありがたい・良い・わかりやすい」（142 件）といった

好意的な意見を軸としたものであった．次に，2 番目に多か

ったものは「沖縄の情報が少ない・本土との差・偏りがある」

（90 件）といった内容であった．3 番目に多かったものは

「大げさ・現状とのギャップがある」（80 件）といった内容

であった．Table.5.は，回答内容全体の 8 割を占める上位 13

位までの内容を示した表である（Table.5.）． 

 

 

Table. 5. 「メディアへの要望」（上位 13 位）（n=659） 

 

 

さらに，メディアへの要望について「役立つ」や「現状満

足」などの「好意的な内容」か，「大げさ」や「より正確な

情報が欲しい」などといった「意見や要望」かに分け（「そ

の他」の回答は除く），それらの割合を確認した．その結果，

好意的な内容は全体の約 3 割，「意見や要望」が約 7 割であ

った（全回答記述内容は，附属資料 2.1 を参照）． 

 

（2）台風食 

先行研究において，「ウチナーンチュだとパッと思い浮か

べるのが『台風食』と言われるものがありますよね．ソーメ

ンとヒラヤーチーという二つがありまして，昔はこの二つが

定番だった（以下省略）」と示されていたこと 12)，雑談でも，

きく台風時のエピソードを背景として「あなたにとって，台

風のときによく食べる食べ物（“台風食”）はありますか．思

い当たるものをすべてご記入下さい．（ご自由にお書きくだ

さい）」と質問した． 

回答は 733件あり，複数の記入もあったことから，あげら

れた個数は全部で 990 を数えた．上位 10 位までの具体的な

内容をFig．22に示した．多い順に「ラーメン（カップ麺，

インスタントラーメン等含）」が 381件，「パン，菓子パン」

が 126 件，続いて「ヒラヤーチー」が 85 件，「ソーメン，

ソーメンチャンプルー」が 66 件であった．ソーメンチャン

プルーは，素麺と野菜，ツナなどを加えて炒めた料理であり，

ヒラヤーチーはいわば沖縄版のお好み焼きである．1 番目と

2 番目のカップ麺や菓子パンなどは，災害時に確保され食さ

れることの多い食べ物であると考えられるが，3 番目と 4 番

目に多い「ソーメン，ソーメンチャンプルー」や「ヒラヤー

チー」は，各家庭に保存してあることが比較的多い買い置き

の乾麺や小麦粉，缶詰などを使って作られる，沖縄県ならで

はの食文化を汲んだ非常食である． 

順位 内容 件数 累積％
1 役⽴つ・助かる・ありがたい・良い・わかりやすい等 142 17.3%
2 沖縄の情報が少ない・地域の差・偏り等 90 37.9%
3 ⼤げさ・現状とのギャップがある等 80 27.0%
4 屋外のレポーターが危ない等 69 46.3%
5 より正確な情報が欲しい・予測が外れる等 56 53.1%
6 現状満⾜・今のままでいい・不満はない等 52 59.4%
7 早めに情報を提供してほしい、更新速度をあげて欲しい等 41 64.4%
8 より細かい情報・解説がほしい等 27 67.7%
9 昔に⽐べて／最近は良くなっている等 24 70.6%
10 対策の仕⽅を教えて欲しい等 22 73.3%
11 画⾯情報について 20 75.7%
12 交通情報が早めに／詳しく知りたい等 18 77.9%
13 注意喚起・啓発してほしい等 18 80.1%
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Fig. 22. 台風のときによく食べる物＝“台風食”（n=990） 

 

（3）台風エピソード 

Q23 では，「あなたがこれまでに経験した台風のエピソー

ド（家族や近所の人・友達との思い出など），印象に残って

いることについて，どんなことでも結構ですので，お教え下

さい」と聞いた．1,180 人のうち，780 件の回答が得られた

（「特になし」や「ない」などの回答を除いた数を，「回答あ

り」としている）． 

内容は「停電」など単語のみで示す端的な内容から，長文

で複数の内容にわたって記述する具体的で詳細な内容までさ

まざまであった．用いられることの多い単語を見ると，最も

多いのは「台風」（276 回），次に「停電」（196 回），「車」

（100 回），「家」（89 回），「飛ぶ」（68 回），「風」（54 回），

「家族」（52 回）の順であった． 

回答結果は内容ごとにコーディングし，計測を行った．1

人につき複数の内容が記述されている場合は，複数のコーデ

ィングを許容した．その結果，全部で 924 件となった． 

内容別に見ると，順に「停電・ローソクで過ごしたことに

関して等」が 185 件，「風が強い・風でものが飛ぶ・浮く・

飛ばされる等」が 101 件，「窓・窓ガラスが割れた，ものが

壊れた・破損した等」が 86 件と被害に関する記述が続く一

方，4 番目には「家族などと話す，トランプなどで遊ぶ，盛

り上がる，楽しい等」が 61 件あった．台風来襲時に，大変

である中でもできるだけ楽しく乗り越える知恵や工夫がなさ

れていたことが回答から確認できた．次いで，5 番目は「浸

水・冠水・氾濫・増水など水に関する被害等」で 47 件，6

番目以降は，「学校・職場が休み・早退になる」といった内

容が 33 件，「ドライブ・車で出かける・海を見に行く・散歩

に出かけるなど」が 32 件と続いた．（全回答記述内容は，附

属資料 2.2 を参照）． 

強い台風来襲時に外出する行為は，危険を伴うが，台風へ

の「慣れ」が進むと，危険性をぎりぎりで見極めて大丈夫と

判断したり，ある種の恐いもの見たさから外出するなど，リ

スクを過小評価してしまう可能性もあるとすれば，そこは注

意していくべきところであろう．しかし，台風に対峙し，な

るべく自宅で家族と楽しく過ごす方法を実践していたことも，

忍耐強く災害を乗り越えるための対策の重要な対策の一つで

あり，こうした台風との付き合い方こそが，沖縄県において

長年培われてきた災害文化，「台風文化」の重要なひとつな

のではないか． 

４ 考察 

本調査は沖縄県在住者を対象に，①災害に対する不安・リ

スク認知，②情報行動（メディア利用），③台風に関する知

識や知恵，判断基準，④防災行動，⑤台風に関する災害文化

に焦点をあてた意識調査の結果を分析した．その結果，以下

の諸点が明らかになった． 

第一に，自然災害に対する不安感について聞いた結果，

「不安」とする人の割合が最も多かったのは「台風」であっ

た．全国的な平均値と比較した場合に災害リスクが高いか低

いか聞いた場合にも，他の災害に比べ「台風による災害リス

ク」を高いとする人が多かった．一方，「地震災害のリスク」

については，半数以上が「低い」としていた． 

第二に，台風に関する情報源としてインターネット（モ 

バイル）を利用している人の割合が最も多く，テレビをわ

ずかに超え，インターネットを介した台風に関する情報収集

が多く活用されている現状が確認できた．パソコンも含め，

インターネットを利用している人が使っているサイト等を聞

いたところ，最も多かったのは「気象庁や気象台のサイト」

である他，米軍の合同台風警報センター（JWTC）の情報を

利用している人が 3 割以上（34.7％）存在していた． 

自由記述の質問からは，メディアに対しては「役に立って

いる・助かっている」という意見が最も多く見られたが，要

望について複数の視点からの記述が見られた．すなわち，大

げさには報道せず，正確に，詳しい解説を早めに発信するこ

と，対策の仕方についても知らせ，わかりやすく，文字情報

を，より見やすく伝えることなどのニーズが示されていた． 

第三に，台風に関する知識・知恵，判断基準について，ヘ

クトパスカルに基づいて「イメージがわかない」とするより

も，おおよその台風をイメージしていること，また，職場や

学校から連絡がくる以前に，暴風警報が出たり，公共交通機

関が運休となった時点で「休む」と判断していることなどか

ら，それらが被害を未然に防ぐ行動のために機能しているの

ではないかと考えられた． 

第四に，防災行動について，自然災害に対するふだんの備

えは，懐中電灯，ラジオ，ローソクの順に準備している人が

多い．一方でおおよそ 4 人に 1 人が「何も準備していない」

こと，年齢が高いほど備えをしている人が多く，逆に 20 代

の若い世代における備えが少ないことから，世代に考慮した

防災行動の啓発が課題と考えられる．一方，台風来襲時にお

ける対策について「とくに何もしない」人も 16.4％存在す

る中で，年代による差は見られなかったが，地域による差が

あった．すなわち離島に比べ，那覇市や南部は台風の対策に

関して「とくに何もしない」とする人が多かった． 

第五に，災害文化に関して，台風に対しては 9 割以上が

「沖縄に住んでいる以上，台風は受け入れざるを得ない」と

捉え，約 7 割が「台風は雨の恵みをもたらし，干ばつを防い

でくれる」，「台風は自然の一部なので畏怖・畏敬の念を持つ

ことは理解ができる」と意識していることがわかった．一方
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で，近年の沖縄に関して，10 年前と比較として「台風によ

って戸惑う外国人・日本人観光客が増えている」と感じてい

る人が過半数いることや，「台風に限らず，沖縄県民の防災

意識は高まっている」とする人は少なく，「そう思わない」

（「あまりそう思わない」＋「まったくそう思わない」）とす

る人が 6 割以上であることから，そこに課題が見いだせるの

ではないかと考えられる． 

また，台風食として，ヒラヤーチーやソーミンチャンプル

ーなど沖縄独自の食で備えをし，極力外出を控える中で，自

宅退避中にできるだけ楽しく過ごす工夫をし，台風対策をし

ている像が自由回答から見て取れた． 

これらのことから，沖縄県において，台風だけでなく台風

以外の防災行動を構築していくことの必要性，中でも若者に

対する防災の啓発，現在のメディア利用環境を背景に，イン

ターネットを用いた情報発信を継続的に発展させる必要性，

文化的な側面には地域の特徴が現れているため，それを守り

育てつつ台風以外の災害対策についても準備していくこと，

不足部分を強化させていく必要性・可能性があるのではない

かと考えられた．同時に，沖縄県に新しく住みはじめた人た

ち，及び観光客に向けた広報や防災教育が求められよう． 

また，今後気候変動などの影響により沖縄県以外，本土に

より強い台風が来襲する可能性を考慮した場合，沖縄県にお

いて地域の人がどのように台風と対峙しているか，持ってい

る知識や知恵，判断基準が参考になるのではないかと考えら

れる． 

本調査は沖縄県のみを対象としたものであり，沖縄県の実

態を捉えることが主目的であった．沖縄県の特徴をより明確

にするためには，他県などとの比較に基づく分析が必要であ

り，今後検証していく予定である． 

 

要約 

本研究は，沖縄県に住む 20 歳代～60 歳代の男女 1,180 名

を対象に，台風に関する意識調査を行った結果について論じ

ている．調査では（1）災害に関する不安感やリスク認知，

（2）メディア利用，（3）台風に関する知識や知恵，判断基

準，（4）対応行動，（5）災害文化の 5 つに焦点をあてた． 

まず，（1）「台風」は他の自然災害と比較して最も「不安」

とする人が多かった．（2）メディア利用については，台風

来襲に際しテレビと同じくらいかそれ以上にインターネット

が活用されていることがわかった．（3）台風に関する知識

については，中心気圧の数値から認識する台風のイメージや，

仕事や学校を休む判断基準が明らかになった．（4）台風来

襲時の対策数は，離島在住者において相対的に多かった．

（5）また，災害観に関しては，9 割以上の人が「沖縄に住

んでいる以上，台風は受け入れざるを得ない」としているこ

と，約 7 割が「台風は自然の一部なので畏怖・畏敬の念を持

つことは理解ができる」としていることがわかった． 

台風の被害を抑制する対応行動の背景には，長年の間に培

われた沖縄県における人の意識や知識，災害文化があると考

えられた． 
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附属資料 1 

生活・防災に関するアンケート調査票（単純集計結果） 

（n=1180、数字は断りがない限り%を指す） 

Q1.あなたがお住いの地域を教えてください。 

 

 

● はじめにメディアの利用と、天気情報の利用について、お伺いします。 

注※「インターネット」はインターネットを通して利用できるすべてのサイト、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）、アプリ（アプリケーション）を含みます。 

※「モバイル」はここではパソコン以外の、携帯電話、スマートフォン、タブレット等、持ち運べる小型の通信機器を指します。 

Q2. あなたはふだん（1）メディア（テレビ・新聞・インターネットなど）をどれくらいの頻度で利用しますか。

また（2）天気に関する情報についてはどれくらいの頻度で利用しますか。それぞれ 1つずつお選びください。 

 

 

No. n % No. n %
1 那覇市 360 30.5 26 国頭郡宜野座村 1 0.1
2 宜野湾市 93 7.9 27 国頭郡金武町 3 0.3
3 石垣市 43 3.6 28 国頭郡伊江村 3 0.3
4 浦添市 111 9.4 29 中頭郡読谷村 26 2.2
5 名護市（屋我地島） 2 0.2 30 中頭郡嘉手納町 4 0.3
6 名護市（上記以外） 38 3.2 31 中頭郡北谷町 32 2.7
7 糸満市 57 4.8 32 中頭郡北中城村 10 0.8
8 沖縄市 96 8.1 33 中頭郡中城村 12 1.0
9 豊見城市 55 4.7 34 中頭郡西原町 21 1.8
10 うるま市（津堅島） 1 0.1 35 島尻郡与那原町 18 1.5
11 うるま市（伊計島／宮城島／平安座島／浜比嘉島） 2 0.2 36 島尻郡南風原町 24 2.0
12 うるま市（上記以外） 51 4.3 37 島尻郡渡嘉敷村 4 0.3
13 宮古島市 33 2.8 38 島尻郡座間味村 1 0.1
14 南城市（久高島） 1 0.1 39 島尻郡粟国村 0 0.0
15 南城市（奥武島） 2 0.2 40 島尻郡渡名喜村 0 0.0
16 南城市（上記以外） 24 2.0 41 島尻郡南大東村 0 0.0
17 国頭郡国頭村 2 0.2 42 島尻郡北大東村 0 0.0
18 国頭郡大宜味村（宮城島） 0 0.0 43 島尻郡伊平屋村 0 0.0
19 国頭郡大宜味村（上記以外） 0 0.0 44 島尻郡伊是名村 0 0.0
20 国頭郡東村 1 0.1 45 島尻郡久米島町 5 0.4
21 国頭郡今帰仁村（古宇利島） 0 0.0 46 島尻郡八重瀬町 21 1.8
22 国頭郡今帰仁村（上記以外） 4 0.3 47 宮古郡多良間村 0 0.0
23 国頭郡本部町（瀬底島） 1 0.1 48 八重山郡竹富町 4 0.3
24 国頭郡本部町（上記以外） 7 0.6 49 八重山郡与那国町 0 0.0
25 国頭郡恩納村 7 0.6 50 沖縄県以外 0 0.0

全体 1180 100.0

ほぼ毎⽇
利⽤する

2〜3⽇に1回
程度利⽤する

1週間に1回
程度利⽤する

2〜3週間に1回
程度利⽤する

ほとんど
利⽤しない

【①メディアの利⽤⇒】
1 テレビ 82.3 4.9 2.4 0.8 9.7

2 ラジオ 25.1 11.4 7.5 3.6 52.5

3 新聞 30.6 5.8 5.8 4.7 53.0

4 インターネット（パソコン） 58.9 8.6 5.4 4.7 22.3

5 インターネット（モバイル） 73.0 5.6 2.4 1.4 17.7

【②天気情報の利⽤⇒】
6 テレビのお天気情報 58.6 15.7 6.2 1.8 17.8

7 ラジオのお天気情報 14.0 8.9 5.7 3.8 67.6

8 新聞のお天気情報 13.6 5.0 4.7 5.0 71.7

9 インターネット（パソコン）のお天気情報 32.5 11.7 8.2 5.3 42.4

10 インターネット（モバイル）のお天気情報 46.9 16.7 7.2 3.3 25.8
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Q3. あなたは、以下のメディア（テレビ・新聞・インターネットなど）を、1日平均どのぐらいの時間、利用し

ますか。平日の場合と休日の場合に分けて、お答えください。（半角数字でご記入ください）（例：（3）時間（20）

分、（0）時間（5）分など） 

      

 

● 次に、自然災害についてお聞きします。 

Q4. あなたは、ご自身が住んでいる地域で、以下の災害に対してどのくらい不安を感じていますか。あてはまる

ものをそれぞれ 1つずつお選びください。 

 

 

Q5. あなたは、沖縄県における以下の災害発生リスクについて、全国的な平均値と比較して、「高い」と思います

か、「同じぐらい」、または「低い」と思いますか。「非常に高い」～「非常に低い」の中からご自身の考えに最も

近いものをそれぞれ１つずつお選びください。 

 

 

 

1 テレビ 2 時間 53 分 3 時間 45 分

2 ラジオ 51 分 27 分

3 新聞 14 分 15 分

4 インターネット（パソコン） 1 時間 51 分 1 時間 45 分

5 インターネット（モバイル） 1 時間 44 分 2 時間 3 分

【平⽇の利⽤時間】 【休⽇の利⽤時間】

とても
不安

やや
不安

あまり
不安でない

全く
不安でない

1 地震 16.2 43.1 32.6 8.1
2 台⾵ 32.0 42.5 21.0 4.4
3 集中豪⾬ 13.7 40.7 37.6 8.0
4 ⼟砂災害 8.9 23.6 48.5 19.0
5 落雷 11.6 38.5 39.8 10.1
6 津波 20.5 33.0 33.2 13.3
7 雪害（⼤雪・雪崩等） 1.7 4.0 9.6 84.7
8 ⽕⼭の噴⽕ 2.2 5.5 13.4 78.9
9 河川の氾濫 4.0 16.9 25.3 53.8
10 ⻯巻 7.5 34.0 35.8 22.7

⾮常に
⾼い

やや
⾼い

同じ
くらい

やや
低い

⾮常に
低い

1 地震災害のリスク 4.6 14.8 30.3 39.2 11.0
2 台⾵による災害のリスク 52.8 28.8 9.7 7.0 1.7
3 集中豪⾬による災害のリスク 12.8 30.0 34.0 20.1 3.1
4 ⼟砂災害のリスク 6.1 19.1 38.8 28.3 7.7
5 落雷による災害のリスク 5.3 20.2 51.3 18.5 4.8
6 津波による災害のリスク 19.5 27.5 30.5 17.1 5.3
7 雪害（⼤雪・雪崩等）のリスク 0.5 1.3 6.4 3.8 88.0
8 ⽕⼭の噴⽕による災害のリスク 0.5 1.8 9.2 13.9 74.6
9 河川の氾濫のリスク 2.9 8.1 28.6 30.1 30.4
10 ⻯巻による災害のリスク 4.4 19.9 45.2 19.0 11.5
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Q6. あなたの家で、日頃、自然災害に備えてどのようなものを用意していますか。用意しているものすべてを選

択してください。（いくつでも） 

 

 

Q7. あなたは次のうち、どのようなものから台風に関する情報を得ていますか。あてはまるものすべてを選択し

てください。（いくつでも） 

 

 

 

Q8. ■前問で｢インターネット(パソコン）｣､｢インターネット(モバイル)｣が選択に含まれた方にお伺いします。 

■具体的にはどこからの情報ですか。あてはまるものすべてを選択してください。また回答項目の「その他」 

が選択に含まれた方は、具体的なサイト名等もご記入ください。（いくつでも）（n=1006） 

 

 

 

1 ラジオ 37.5
2 懐中電灯 65.3
3 救急医薬品セット 20.0
4 ⾮常⽤⾷料 21.9
5 ⾮常⽤飲料⽔（ペットボトルの⽔など） 27.1
6 ローソク 33.5
7 卓上ガスコンロ 24.7
8 ⾮常⽤持ち出し袋 10.7
9 その他（                                  ） 1.9
10 特に何も⽤意していない 26.4

1 テレビ（NHK） 63.6
2 テレビ（⺠放） 63.6
3 ラジオ 30.5
4 新聞 16.9
5 インターネット（パソコン） 50.4
6 インターネット（モバイル） 65.5
7 電話サービス（177天気予報電話サービス） 2.1
8 緊急速報メール、防災メールなど気象庁や⾃治体などからの連絡 27.7
9 隣近所の⼈の様⼦ 6.4
10 そのときどきの⾵⾬の状況 23.6
11 その他（                         ） 0.3

1 気象庁や気象台のサイト 73.0
2 「⽇本気象協会 tenki.jp」 34.9
3 「ウェザーニュース（Weathernews）」 49.3
4 「GPV気象予報」 2.6
5 「⽶軍合同台⾵警報センター（JTWC：Joint Warning Typhoon Center）」 34.7
6 「天気予報コム」 5.4
7 その他（具体的に：                              ）

※例えば「Yahoo!天気・災害」、「goo天気」、「エキサイト天気」、「livedoor天気予報」、
「Mapion天気予報」、「@nifty天気予報」など、あなたがお使いのものをご記⼊下さい。

16.1

8 わからない、またはそのときどきのキーワード検索で出てきた情報 7.5
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Q9. 台風が接近しているとき、職場や学校などを休むかどうか、どの時点で判断しますか。以下の中から 1つ選

択してください。 
 

 

 

Q10. 台風に関するニュースの中で、あなたが最も知りたいと思うことはどんなことですか。以下の中から 1 つ

選択してください。 
 

 
 

Q11. あなたは、「中心気圧 900hPa（ヘクトパスカル）」または、「中心気圧 990hPa（ヘクトパスカル）」と聞いて、

どの程度の台風をイメージしますか。以下の中からそれぞれ 1つずつ選択してください 
 

 

 

Q12. あなたの居住地域で、台風時に特に心配になることはどのようなことですか。以下の中からいくつでもお

選びください。 
 

 

1 暴⾵警報の発表を知った時点で 26.7
2 公共交通機関（バスやモノレールなど）が運⾏停⽌との発表を知った時点で 40.6
3 同僚や友⼈から聞くなど、間接的な連絡がきた時点で 1.7
4 職場や学校などから、直接的な連絡がきたり、発表があった時点で 18.8
5 情報や連絡がなくても、台⾵の様⼦から⾃分⾃⾝でそう判断した時点で 4.2
6 その他 4.2
7 判断の仕⽅がわからない 3.8

1 台⾵の接近の度合い 39.9
2 ⾵速 12.2
3 気圧 5.4
4 範囲（台⾵の半径の⼤きさ） 3.6
5 ⾬量 1.7
6 台⾵の進路 35.8
7 その他 1.3

弱い
台⾵

並みの
台⾵

強い
台⾵

猛烈な
台⾵

イメージが
わかない

1 中⼼気圧「900ｈPa（ヘクトパスカル）」の台⾵ 2.2 8.2 22.8 50.1 16.7
2 中⼼気圧「990ｈPa（ヘクトパスカル）」の台⾵ 45.8 20.7 9.5 7.5 16.5

1 護岸の決壊や⾼潮 14.3
2 地すべりやがけくずれ 16.9
3 川の氾濫や橋の決壊 15.3
4 落下物や⾶来物 54.2
5 浸⽔ 20.4
6 建物などの倒壊 24.9
7 台⾵の影響による、交通機関の⼤幅な乱れ 37.5
8 停電・断⽔ 78.6
9 農地・漁船への影響 11.7
10 ⾚⼟の流出 9.2
11 上記の中に、台⾵時に特に⼼配になることはない 4.8
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Q13. 非常に強い台風の来襲が確実になった場合、あなたのご自宅で実施する対策はどういったことですか。 

以下の中からあてはまるものすべてをお選びください。（いくつでも） 
 

 

 

 

Q14. 台風に関する以下のような状況の場合、あなたはどの程度、不安になりますか。「とても不安になる」～「ま

ったく不安にならない」の中から、それぞれ 1つずつお選びください。 
 

 

 

 

Q15. あなたは台風接近時、状況を把握し、外出できるかどうかについて、どういったところから判断しますか。

それぞれ判断することが「よくある」～「まったくない」の中から 1つずつお選び下さい。 
 

 

 

1 屋根の補強 4.5
2 ⾬⼾の補強 18.0
3 窓ガラスの破損防⽌ 34.7
4 看板・物⼲しなどの取りはずし・または固定、危険物の除去 63.1
5 樹⽊のささえ 19.1
6 ⾃家⽤⾞を安全な場所へ移動させる 22.4
7 家具や電気製品を浸⽔しない場所へ移動させる 6.2
8 その他（                          ） 3.5
9 とくに何もしていない 16.4

とても不安
になる

やや不安に
なる

あまり不安
にならない

全く不安に
ならない

1 台⾵接近のニュースを聞いた場合 8.7 50.8 33.2 7.3
2 暴⾵が吹き荒れている場合 26.9 52.0 17.5 3.5
3 台⾵の影響で停電した場合 43.6 42.3 11.9 2.3
4 近くで台⾵による被害が出た場合 34.7 51.4 10.9 3.0
5 将来的に、沖縄県に、900hPa（ヘクトパスカル）以下級の台⾵が頻繁に来襲

する可能性があると聞いた場合
47.3 37.2 11.9 3.6

6 地球温暖化が進み、将来、接近する台⾵の強度・最⼤⾵速が増すと聞いた場合 37.3 46.8 12.3 3.6
7 沖縄の河川は、少ない降⾬でも⽔位が急上昇するリスクがあると聞いた場合 21.6 50.5 23.6 4.3

よくある
たまに
ある

あまり
ない

まったく
ない

1 マス・メディアの表現（アナウンサーや気象予報⼠の話の内容・
話しぶりなど）から判断する

17.6 38.8 31.9 11.7

2 直接⽬で⾒たり⽿で聞いたりする⾬量や⾵の状況から判断する 51.5 36.0 9.9 2.5
3 近所のスーパー（普段24時間開いているユニオンやマックスバ

リュ、りうぼうなど）が開いているかどうかで判断する
22.9 38.5 28.1 10.5

4 ⾝近な⼈（家族や近所・職場の⼈、友⼈・知⼈など）との会話や
やりとりから判断する

16.6 38.0 34.7 10.7

5 インターネットを通してわかる情報から判断する 30.2 41.6 21.1 7.1

6 ⾃治体からの情報・呼びかけの内容から判断する 18.6 43.1 28.6 9.7
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Q16. 台風に関連して、あなたの周り（沖縄県内）で、次のようなことを見聞きすることはありますか。「よく見

聞きする」～「まったく見聞きしない」の中からそれぞれ 1 つずつ選択してください。（次の質問であなたご自

身についてお伺いします。ここではあなたの周囲で見聞きするかについて、お答えください。） 
 

 

 

 

Q17. では、あなたご自身、台風に関連して次のようなことはありますか。「よくある」～「まったくない」の中

からそれぞれ 1つずつ選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

よく⾒聞
きする

ときどき
⾒聞きする

あまり⾒聞
きしない

まったく
⾒聞きし
ない

1 台⾵接近前、スーパーの棚は、商品（⾷料品）が空っぽになる 32.9 40.6 21.0 5.5
2 台⾵接近前、レンタルショップ（TSUTAYAやGEOなど）が混雑する 39.4 35.9 17.3 7.4
3 台⾵接近前、翌⽇学校や職場が休みになるかどうかが話題になる 50.6 33.6 11.4 4.4
4 台⾵接近前、危険が伴うとは思いつつも、ワクワクドキドキした気分になる／台⾵が

来ているときには⾎が騒ぐ
18.3 39.5 28.6 13.6

5 台⾵のため翌⽇が休みとわかれば、知⼈宅や居酒屋等に集まり宴会・飲み会を⾏う 13.8 32.6 31.5 22.0
6 台⾵が来ているときに、あえてドライブに出かける 6.8 26.5 35.0 31.7
7 台⾵が来ているときに、ファーストフード店に出かける 5.3 24.7 39.5 30.5
8 台⾵が来ているときに、屋内で楽しめる施設（ボーリング場や映画館、ショッピング

モールなど）に出かける
10.3 32.7 31.6 25.4

9 台⾵が最接近している時は、とにかく家から出ないようにする 47.4 33.8 14.1 4.7
10 デイゴの花がよく咲く年は、台⾵のあたり年である 26.3 28.8 25.3 19.7

よくある
ときどき
ある

あまりない
まったく
ない

1 台⾵接近前、スーパーに買い出しに⾏き、たくさん（多めに）商品を買うことがある 31.4 42.5 19.7 6.4
2 台⾵接近前、レンタルショップ（TSUTAYAやGEOなど）にDVD等を借りに⾏くことが

ある
11.3 23.5 29.7 35.5

3 台⾵接近前、翌⽇学校や職場が休みになるかどうかを話題にすることがある 37.9 36.4 15.3 10.3
4 台⾵接近前、危険が伴うとは思いつつも、ワクワクドキドキした気分になる

／台⾵が来ているときには⾎が騒ぐことがある
13.5 28.2 29.8 28.5

5 台⾵のため翌⽇が休みとわかれば、知⼈宅や居酒屋等に集まり宴会・飲み会をすること
がある

4.7 15.8 26.4 53.1

6 台⾵が来ているときに、あえてドライブに出かけることがある 2.9 12.7 22.8 61.6
7 台⾵が来ているときに、ファーストフード店に出かけることがある 1.9 14.2 25.2 58.8
8 台⾵が来ているときに、屋内で楽しめる施設（ボーリング場や映画館、ショッピング

モールなど）に出かけることがある
2.7 14.5 24.1 58.7

9 台⾵が最接近している時は、とにかく家から出ないようにする 59.4 23.7 11.3 5.6
10 デイゴの花がよく咲いているのを⾒ると、今年は台⾵が多く来そうだと思う 18.4 24.1 28.6 29.0
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Q18. あなたは、最近の台風に関して、10 年ほど前と比較すると、どのように変化してきていると思いますか。

以下の項目について、あなたの認識に最も近いものを、それぞれ 1つずつ選択してください。 

 

 

Q19. あなたの、台風に関する認識として、それぞれ最も近いものをそれぞれ 1つずつお選びください。 

 

 

Q20. 暴風雨で外に出られないとき、あなたは、最新の台風情報を入手する他に、どのようなことをして過ごし

ますか。次の中から、いくつでも選択してください。（いくつでも） 
 

 

 

強く
そう思う

やや
そう思う

あまりそう
思わない

全くそう
思わない

1 台⾵はあまり⾝近なものではなくなっていると思う 3.6 21.4 40.0 35.0

2 台⾵の接近する回数は減っていると思う 14.6 42.7 29.5 13.2

3 ⼤型の台⾵・超⼤型の台⾵は減っていると思う 8.5 26.1 42.0 23.4

4 数⽇間外出できないような、スパンの⻑い台⾵は減っていると思う 16.9 47.9 27.5 7.7

5 台⾵による停電は減っていると思う 24.7 49.0 19.2 7.0

6 ⾮常に強い台⾵は増えていると思う 19.2 36.8 39.4 4.6

7 より精度が⾼く、的確な台⾵予報が増えていると思う 13.3 55.3 26.3 5.2

8 台⾵によって⼾惑う外国⼈観光客が増えていると思う 10.6 42.2 38.6 8.6

9 台⾵によって⼾惑う⽇本⼈観光客が増えていると思う 11.1 44.8 36.6 7.5

10 台⾵に限らず、沖縄県⺠の防災意識は⾼まっていると思う 4.2 30.6 54.4 10.8

強く
そう感じる

そう
感じる

そう
感じない

全くそう感
じない

1 沖縄に住んでいる以上、台⾵は受け⼊れざるを得ない 54.3 40.8 3.6 1.3

2 台⾵は⽇常⽣活の⼀部なので、災害とまでは思わない 10.3 35.7 41.4 12.7

3 台⾵は沖縄を象徴するもので、⽂化や沖縄らしさを形成している 8.9 37.5 39.9 13.7

4 台⾵は⾃然の⼀部なので畏怖・畏敬の念を持つことは理解ができる 12.9 54.6 26.5 6.0

5 台⾵があることで、家族の絆が強まることがある 6.0 32.3 44.5 17.2

6 台⾵さえこなければ、沖縄は気温が⾼く住みやすいところである 14.9 35.2 38.3 11.6

7 台⾵対策には慣れているが、地震や津波の対策の仕⽅はわからない 25.8 48.2 22.0 3.9

8 台⾵が多い年は、ひょっとすると何かの天罰なのではないかと感じる 4.2 15.2 37.1 43.6

9 台⾵は⾬の恵みをもたらし、⼲ばつを防いでくれる 15.6 56.3 22.6 5.5

10 他県（都道府県）の台⾵被害のニュースを⽬にすると、もう少し事前
対策ができたのではないかと思う

29.2 45.7 22.3 2.9

1 テレビを⾒る 82.5
2 家族と会話やゲームをする 34.7
3 ⼀⼈でゲームをしたり漫画を読む 28.2
4 休息時間にあてる 44.8
5 お酒を飲む 18.6
6 読書・新聞を読む 33.6
7 仕事・勉強をする 15.7
8 インターネットをする 70.5
9 映画・映像（DVDやYouTubeなど）を視聴する 45.2
10 その他（                                     ） 1.8
11 特に何もしない 2.2
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Q21. メディア（マス・メディア）が発信する台風関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。 

役立っている部分、一方で、こうしてほしいという要望がありましたらお教え下さい｡(ご自由にお書きください） 

 

 

 

Q22. あなたにとって、台風のときによく食べる食べ物（“台風食”）はありますか。 

思いあたるものをすべてご記入下さい。（ご自由にお書きください） 

 

 

 

Q23. あなたがこれまでに経験した台風のエピソード（家族や近所の人・友達との思い出など）、 

印象に残っていることについて、どんなことでも結構ですのでお教え下さい。（ご自由にお書きください） 

 

 

 

● 最後に、あなたご自身についてお伺いします。 

 

Q24. あなたは沖縄県に通算、何年くらい住んでいますか。【プルダウン（半年～69 年）】 
 

平均（   28.8   ）年 

 

Q25. あなたのお住まいの建物の造りは、以下のうちどれですか。1つ選択してください。 

 

 

1 鉄筋コンクリート（RC)構造 61.0

2 鉄⾻鉄筋コンクリート（SRC)構造 12.4

3 鉄⾻構造 5.7

4 ⽊造 3.4

5 その他 1.1

6 わからない 16.4
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附属資料２ 
 
 
 

自由回答 

 
 
 
 
附属資料 2.1 
Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのように
お考えですか。役⽴っている部分、⼀⽅で、こうしてほしいという要望がありましたらお教
えください。（ご⾃由にお書きください） 
 
附属資料 2.2 
Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出な
ど）、印象に残っていることについて、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃
由にお書きください） 
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附属資料2.1 メディアが発信する台⾵関連情報に関する考え（⾃由回答）
 Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。役⽴っている部
分、⼀⽅で、こうしてほしいという要望がありましたらお教えください。（ご⾃由にお書きください）

年代  性別

【役⽴つ・助かる・ありがたい・良い・わかりやすい等】
役に⽴っている 20代 ⼥性
役に⽴つ 20代 男性
役⽴っている 20代 男性
役⽴ってる 20代 男性
役⽴っている 30代 ⼥性
とても役⽴っています。 30代 ⼥性
とても役にたっている 30代 男性
とても役⽴っている。 40代 ⼥性
役⽴っている 40代 男性
役⽴っている 40代 男性
役⽴っています 40代 男性
多少役⽴っている 40代 男性
役になっている 50代 男性
役⽴ている 60代 男性
役にたっているので有り難いです。 30代 ⼥性
かなり役に⽴っている。 30代 ⼥性
とても助かっています。 30代 男性
すべてにおいて役⽴っている 50代 男性
TVや新聞でも台⾵関連の情報があり助かっています。地域でも公⺠館から放送して注意喚起してほしいです。 40代 ⼥性
情報が最新なので、とっても役⽴っている 50代 男性
参考になっている！ 30代 ⼥性
役⽴つ情報なので、特に要望はありません。 30代 ⼥性
信頼できるもの 30代 男性
⽇常⽣活の中で無くてはならないものと強く感じてる。 30代 男性
不便には思っていない 30代 ⼥性
必要な情報が収集できるのでよい。 30代 ⼥性
知りたい情報が細かくのっているので、とても助かります。 30代 男性
⾏動する上で参考になる 30代 ⼥性
⾮常に役⽴っている。停電、断⽔の情報、復旧⾒通しが欲しい。 60代 ⼥性
ニュース速報がとても役に⽴っている 40代 男性
家では全体の雰囲気がわからないので、役にたつ 40代 ⼥性
先取りの情報が得られて助かっている。 40代 ⼥性
避難をする判断材料になるので、台⾵情報はとても役に⽴っていると思う。 40代 男性
仕事の関係で情報を頼りにしている 40代 男性
速報など役⽴っています 50代 ⼥性
有意義 50代 男性
重要な情報源として役⽴っている。 50代 男性
台⾵の卵ができたら、お天気ニュースで発信してるので良いと思う 40代 男性
テレビ等の台⾵情報は⼤変役にたってます。 50代 男性
参考にする。 50代 男性
必要だと感じている。 60代 男性
⾮常に役⽴ってうて、もし無ければ不安になる 60代 男性
助かっている 50代 男性
逐⼀新情報が更新されるので助かっています 20代 ⼥性
⾮常に助かっている 60代 男性
よい 60代 男性
細やかな情報発信が役に⽴っている 40代 男性
台⾵の情報は⼤変助かる。 40代 ⼥性
現在の状況、勢⼒などほぼリアルタイムで更新されていくので役⽴っている。 20代 男性
最新の情報を伝えてくれるので、とても良い 40代 ⼥性
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 Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。役⽴っている部
分、⼀⽅で、こうしてほしいという要望がありましたらお教えください。（ご⾃由にお書きください）

年代  性別

こまめに情報を伝えてくれるので助かる。交通機関、学校の休校など早く紹介するので助かっている。台⾵が去った後に関
する情報が少ない感じがする。

40代 男性

頼りにしてます 40代 ⼥性
分かりやすくて良い 30代 ⼥性
規模や進路などが分かりやすい 30代 男性
情報がわかりやすいので良い 40代 男性
連続に流してくれるのでわかり易い 40代 ⼥性
外の状況がどんな状況なのかがわかるので役⽴っている。⼀⽅で、情報の更新頻度がもっとあがってほしいとは思う。 40代 男性
外に出て確認しなくても、状況がよく分かる。 20代 ⼥性
外の様⼦が分かる。 50代 ⼥性
外の状況が分かるので助かる 30代 ⼥性
外に出なくても状況がわかるのでありがたい 30代 ⼥性
暴⾵警報に⼊った事など、いち早く教えてくれるのはありがたいです。 30代 ⼥性
外出可能かわかる 40代 ⼥性
とても、役⽴っている。最近はインターネットの情報が豊富でわかりやすい。 20代 ⼥性
細かい情報でたすかっています 40代 ⼥性
詳細な内容が増えているので、防災対策に役にたっている。 50代 ⼥性
予報が正確で分かりやすい。 40代 男性
的確でいいと思ってます。 20代 ⼥性
的確 40代 ⼥性
情報がとても早くまた正確なのでとてもありがたい。また常時流してくれているのは⾮常に助かっている。 50代 男性
情報が正確 50代 男性
的確な情報をありがたいと思っている。リポータの⼤変さが、理解できる。 60代 男性
情報を早く伝える努⼒していることを感じる。ありがたい。情報発信をする側はとても偉いと思う。今度も頑張ってほし
い。

40代 男性

台⾵情報について、マスメディアでわかりやすく情報をもらっている。情報がなければ、何も分からないし、⽇常で困る事
が増えると思う。とくに台⾵情報といえば⾒慣れているNHK。

20代 ⼥性

ありがとう 20代 男性
⼤変ありがたいです。 20代 男性
ありがたい 30代 ⼥性
ありがたい 40代 男性
ありがたく感じる 30代 男性
正確度などは関係なく、メディアが危機意識を⾼めてくれていることは感謝している。 30代 男性
精度の⾼い情報に、感謝しています。 60代 男性
台⾵の時、リポートしてくれるテレビ局の⽅々にほんとに⼤変なのにありがたいなと感謝します 50代 ⼥性
進路情報はかなり役に⽴っています。 40代 男性
台⾵の予測進路は役に⽴つ 30代 男性
進路予測は役⽴っている。 40代 男性
進路予想で計画が⽴てやすい 30代 男性
進路情報は役に⽴っている 30代 男性
進路予想はありがたいです！ 30代 ⼥性
進路予想が⼤変役⽴つ。 50代 男性
進路予報は参考になるが、アナウンサーが外で中継するのは怖いからやめてほしい 30代 ⼥性
リアルタイムで状況がわかるので便利 30代 男性
台⾵の進路と規模を教えてくれて、助かる。でも、もう少し早い段階から教えて欲しいのと、⽇本本⼟には進路が向いてお
らず、沖縄にだけ来る台⾵の場合、マスメディアの放送回数や時間などの対応の仕⽅に格差を感じる。

30代 ⼥性

台⾵の進路予測は仕事の上で⾮常に役⽴っている。⼀⽅で、メディアによって公共機関の情報の開⽰速度に差があるので、
なるべく統⼀して欲しい。

30代 男性

進路や強さを分かりやすく伝えてくれているのでいいと思う 30代 ⼥性
天気予報による台⾵の進路や強さ、⼤きさを確認して停電があるかないか備える 30代 男性
台⾵情報はとても便利で助かっている。事前に対策ができる。台⾵による被害をもっとテレビで警告してほしい。 30代 男性
強さや接近する⽇を知ってベランダの物を⽚付ける 30代 男性
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 Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。役⽴っている部
分、⼀⽅で、こうしてほしいという要望がありましたらお教えください。（ご⾃由にお書きください）

年代  性別

災害に備える時間が確保できる 30代 ⼥性
台⾵は前もってある程度予測ができる災害だと思うので、ＴＶで情報を得たら台⾵対策をしています。無題なっても⼤きな
被害にならないように対策は必要だと思います。

50代 ⼥性

台⾵対策をするのに参考になる。 60代 男性
危険回避に役⽴っている。 60代 男性
⾃分がどう⾏動すればよいかを判断するのに役⽴っている。 60代 ⼥性
最⼤⾵速の放送は外出できるかどうかに役⽴ってます。那覇市の暴⾵が静まる頃の時間予報が知りたいです。後何時間位で
外出が出来るとかの⽬安になります。

40代 ⼥性

公⽴学校の休校情報や、交通機関の運休情報、浸⽔・停電情報はよく役⽴てています。流れるテロップ式ではなくて、もう
少しわかりやすく表⽰してくれたら助かる

30代 ⼥性

停電情報  交通情報 は役⽴ちます 40代 男性
バスなどの交通情報、公共機関の休み状況、台⾵の進路情報など役にたっている。 50代 ⼥性
交通情報が流れるのは助かる。進路や状況を番組の端っこで、流してくれるのも助かる 40代 ⼥性
台⾵の時は、特に外の状況が気になる。メディアで外の状況が分かるので、とても役に⽴つ。 40代 ⼥性
台⾵の強さや移動予測、危険度を伝えてくれて助かる。 30代 男性
⾵⾬の強さや接近の時間や通過の時間を流してくれるので助かります。 60代 男性
停電情報、休校情報は助かる。⾒過ごす事もあるので、発信間隔、情報の更新を短くしてほしい。例:1時間→30分 50代 男性
情報が常に提供されているので助かります。危険な地域への避難は早めに教えていただきたい。それと避難先なども。 50代 ⼥性
情報が早いので役に⽴つ 40代 男性
やはりテレビは情報がはやいのでよく利⽤しているよ。 50代 男性
刻々と情報を流してくれるので役に⽴っている。 60代 ⼥性
各地区の被害状況がわかるのでありがたい。 40代 男性
⾵速が分かって役に⽴っている 40代 男性
⾵速などが分かる 40代 男性
⾬雲レーダーと、公共機関の情報が役に⽴つ。外に出ての中継は危険だから辞めた⽅がいいと思う。 30代 ⼥性
バスの運休など役に⽴っている 30代 ⼥性
バスの運休状況を確認するのに役⽴っています。 30代 ⼥性
交通機関情報と台⾵の進路が役⽴つ 60代 ⼥性
交通情報が帯で流れてくれるので助かる 30代 ⼥性
交通情報は、役⽴っている。 40代 男性
交通情報（通⾏⽌など）や停電情報が、市町村単位で細かく報じられるのは良い。 50代 男性
公共の交通⼿段の運⾏情報はとても役に⽴ちます 台⾵の強さの予報も判断基準にしています 40代 ⼥性
公共交通機関の運⾏状況、台⾵の被害状況、進路予想は⾮常に役に⽴っています。 40代 男性
公共交通機関の情報などはとても役に⽴つ 20代 ⼥性
公共交通機関や学校休校などの情報がいち早くわかり助かる。 30代 ⼥性
災害時の公共交通機関、休校のお知らせは⾮常にたすかります。登校、出社前の安全確保につながりやくだってます。 40代 ⼥性
NHKは台⾵に関するいろんな情報をずっと流してるから役⽴つ 30代 ⼥性
⼗分役⽴つている 50代 男性
台⾵接近情報がタイムリーに出るので役⽴っている。 40代 男性
メデイアの情報は助かります。特に要望はありません。 60代 ⼥性
規模の⼤きさが知れて良かった。 60代 男性
進路や予報などを詳しく伝えてくれるし、外れることも少ないと思う 40代 男性
テレビのニュースはもちろんてすが最近はスマホの防災メールや天気予報アプリから 随時メールがくるので 便利で助かって
います。要望は特にありません。

40代 ⼥性

早い段階で台⾵の接近状況がわかるのでいいと思う。台⾵が接近したときの具体的な対策⽅法がテレビで流れたらもっとい
いと思う

30代 ⼥性

家族の安全を守るうえで、とても役に⽴っているし、有難いです。「お⼦様や御家族が今何処に居るのかをお確かめくださ
い」といったことを呼び掛ける試みをしたらどうでしょうか。親に⼼配をかける⼦供や配偶者に不愉快な思いをさせる⼤⼈
が少しは減るのでは(⾃戒を込めて)?

50代 男性
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 Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。役⽴っている部
分、⼀⽅で、こうしてほしいという要望がありましたらお教えください。（ご⾃由にお書きください）

年代  性別

役⽴ってる・・台⾵の⼤きさ、進路⽅向、降⽔量など衛星映像の情報。
要望・・沖縄本島（離島など）をズームアップして台⾵の予測進路やどこの市（町村）にどれくらいの降⽔量が発⽣するの
か。 がテレビではわからないから、インターネットで確認してます。

30代 ⼥性

・地元局のニュースは台⾵に対して頻繁に情報が流れるのでありがたい。
・韓国語や中国語、英語併記で災害情報が流れるといいなと思っている。全ての局だと難しいのでＮＨＫ沖縄とかでやっ
て、観光客には空港でその旨周知するなど。
・内地のニュースなどで毎回傘がひっくり返る瞬間の映像が流れるが、傘は使わないよう、⾶びそうな物は⽚付けるように
と放送した⽅がよい。危ないし⽚付けが⼤変。

30代 ⼥性

【沖縄の情報が少ない・地域の差・偏り等】
沖縄県⺠の声をもっと報道してほしい。 20代 ⼥性
沖縄にもっと焦点を当てて欲しい 20代 ⼥性
沖縄県の取り扱いが⼩さい。 40代 男性
沖縄の情報が少なすぎる 60代 ⼥性
沖縄地⽅を軽視している。 40代 男性
都市部での情報に偏りすぎ 40代 男性
全国ニュースの時、沖縄県の情報が少ない 60代 男性
本⼟に対する被害想定が主で、沖縄に上陸（通過）等軽い表現⾏われている 60代 男性
沖縄上陸の時と⽇本列島上陸の時で報道に差がありすぎ 20代 ⼥性
全国放送で沖縄県内の内容の放送が少ない 20代 ⼥性
全国放送で沖縄の台⾵情報をもっともっとたくさんやってほしい 40代 男性
沖縄の台⾵は、東京の雪ほど情報が出ない 60代 男性
本⼟の台⾵情報は頻繁だが、沖縄に関しては少なすぎる 50代 ⼥性
内地のニュースは沖縄の台⾵をあまり取り上げない 40代 ⼥性
沖縄に接近した時に、本⼟接近よりも情報が少ないように感じる 関係なく情報を流してもらいたい。 60代 男性
本⼟に接近する時だけ⼤々的に報道していると思う。沖縄のみの場合は話題にも出さないので、普通に報道してほしい。 20代 ⼥性
東京は⼤雪が降ったらずっとそのニュースをするのに、沖縄に台⾵がきても数分報じて終わり、なことが多い気がする 20代 ⼥性
東京ばかりでなく、沖縄の時もそれなりに天気の台⾵ニュースをしてほしい。 20代 ⼥性
本⼟に接近している場合、沖縄県に害がない場合でもしつこく報道しているので辞めてほしい 20代 ⼥性
本⼟から来たテレビ局が、⼤した⾵⾬じゃなくても⼤げさに報道しているのを⾒ると、とても違和感を感じる。 50代 ⼥性
本⼟の災害は頻繁に放送されるが、沖縄特に離島の災害は全国放送されない。 50代 ⼥性
沖縄に接近する台⾵についての全国規模のニュースは、全く役にたたない 50代 ⼥性
地域が偏り過ぎる。 50代 男性
接近する地域によって情報が乏しすぎる 50代 男性
沖縄発と⼤⼿メディア発の情報には温度差があると感じています。切実さの度合いが違うからですかね。 50代 男性
情報の発信地（東京・那覇）に影響が少ないうちは報道が少ない 40代 男性
本⼟のことはニュースになるけど沖縄だとおなざり 40代 ⼥性
本⼟の台⾵接近の場合は⺠放で⼤きく取り上げるが沖縄の台⾵接近の場合はあまり取り上げない⼜は放送する時間か少ない 40代 男性
沖縄での台⾵情報や被害状況の報道が少ない、⼜は⼩さく感じる 40代 男性
全国ニュースなど沖縄本島のニュース情報は多いが宮古や⽯垣島などの離島のニュース情報が少なく差別感がある。 40代 男性
全国放送ではあまり沖縄の台⾵情報をしないのが残念 40代 ⼥性
都会に接近する可能性のある台⾵については、テレビで取り上げられるが、沖縄周辺のものはほとんど報道されない。 40代 男性
東京に台⾵が来ると⼤騒ぎ。東京ばかり。 40代 男性
台⾵最接近のときに東京の放送局はあまりにも情報不⾜である 40代 男性
沖縄の台⾵情報をもっとながしてほしい。 40代 ⼥性
内地が騒いでも沖縄ではそうでもなく、温度差を感じる時がよくある 30代 ⼥性
沖縄は⽇本と思われていないので特になし 30代 ⼥性
沖縄以外の取り扱われ⽅が⼤きすぎる。 30代 ⼥性
東京集中をどうにかしてほしい 30代 男性
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 Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。役⽴っている部
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年代  性別

沖縄では、あまり台⾵の時は⼤騒ぎしないけど、本⼟は⼤騒ぎするから落ち着いて情報を流してほしい 30代 ⼥性
都⼼部での情報しかしない 30代 ⼥性
もっと沖縄の被害を全国的に放送してほしい 30代 男性
沖縄に台⾵が接近している時はあまりメディアで取り上げられていない気がする。 30代 ⼥性
全国放送の番組では沖縄県の台⾵情報はあまり放送されない。されても尺が短い。 30代 男性
本⼟の情報が少ない 50代 ⼥性
全国ニュースでの東京中⼼の天気予報はやめてほしい。 40代 男性
本⼟直撃の際の騒ぎ⽅が異常、沖縄通過中の強さがすごいのに報道が⼈事って思うぐらい報道されないとくに⺠放 50代 男性
地⽅と中央の格差がひどすぎる。 50代 男性
他県では沖縄の台⾵情報が⼊りにくく出張先では分かりずらい 50代 男性
東京や都市に台⾵が影響を受ける台⾵はニュースになりやすい。沖縄の場合は⼈ごとのように感じる。 50代 ⼥性
本⼟に迫っている弱い台⾵でも、TVで⼤げさに報道するが、沖縄の場合、あまり報道されない 50代 男性
沖縄県のみの台⾵では、情報提供頻度が少なすぎる 30代 ⼥性
沖縄県の時には、たいした情報が、ない 50代 男性
偏り 30代 ⼥性
偏らない情報が欲しい 40代 男性
特に先島諸島への台⾵接近時の情報が圧倒的に⾜りなく、⼤いに不満があります！ 50代 男性
離島ばかりひどい模様を放送しすぎている 20代 ⼥性
本⼟に接近する時は、頻繁にニュースになるが 沖縄に接近していても ニュースにならない！ 40代 男性
内地に台⾵が⾏くときは⼤々的に報道するのに、沖縄に台⾵が接近していても報道が⾮常に少ない。沖縄の地域の特性に合
わせて、⾵速や⾵向き、どこで浸⽔が起きているかなどなど細かい情報を発信してほしい。

40代 ⼥性

沖縄に接近しているときは、テレビなどでの情報が少ない感じがする。本⼟に近づくと⼤騒ぎなのに…。町の様⼦を映してほ
しいとは思うけれど、アナウンサーが町中に出ていく必要は少ないと思う。

40代 ⼥性

本⼟⽅⾯に向かうときは報道するが、本⼟に影響しないと予想されるとたちまち報道されなくなるのが頭にくる。また観光
客向けの台⾵情報が少なすぎる。

60代 男性

沖縄を過ぎて、他県に向かう時や、特に関東に向かう時になって、頻繁に報道を始める。沖縄に向かているときの詳しい情
報を早めに出して欲しい。

50代 ⼥性

全国ニュースだと、沖縄に台⾵が近づいてもあまり報道されない感じがする。他県に近づきそうだとこまめに報道するの
で、もっと早めに情報がほしい。

40代 ⼥性

沖縄に来る台⾵に関しては⺠放は情報をほとんど発信しないが、本⼟に来るときはうんざりする位に報道を続けるように感
じる。

30代 男性

ローカルニュースでも最新情報として発信しているが、全国ニュースでももう少し沖縄に接近する台⾵情報を詳しく報道して
ほしい。本州に接近してる時だけ⼤々的に報道してる気がするが、同じようにしてほしい。

30代 ⼥性

本州は来るだいぶ前から警戒してくださいと注意喚起しているのに沖縄は台⾵上陸までのスパンが短くまた、沖縄である程
度被害があっても本州ほど報道しない。

30代 ⼥性

台⾵が沖縄にいるときはそんなにニュースに取り上げないのに内地に近づくと同じ内容を⼀⽇中放送するのはどうかと思
う。知りたい時には取り上げてくれないのに、通過してもう関係なくなった時に台⾵情報とかいらないです

30代 ⼥性

本⼟に台⾵が接近する時はニュースで細かく台⾵情報を放送するが、沖縄に台⾵が接近する時はサラッと放送が終わる。も
う少し細かく放送して欲しい。

30代 ⼥性

沖縄に台⾵が来てもNHKか地⽅局でしか台⾵情報を流さないが、本⼟へ台⾵が向かうと⼀⽇中台⾵情報を流していて格差を
感じる。

30代 ⼥性

テレビ中継で、勢⼒の強い沖縄の状況ああまり報じないのに、勢⼒が弱まってからの内地の状況にばかり時間を割きすぎて
いる。キャスターは常に⼤げさな表現をするので信⽤していない。

30代 ⼥性

沖縄が接近していても全国ニュースではあまりとりあげられない。逆に沖縄は通過していても、関東圏の台⾵接近のときには
そのニュースばかりで、⼀番欲しいときに情報が得られないことがある。

30代 ⼥性

⽇本本⼟への直撃のときと⽐べて、沖縄にしかぶつからない台⾵の時に、メディアでの情報に差があるので、関税してほしい 30代 男性
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年代  性別

沖縄に接近しただけでは報道での扱いが少ないのをやめてほしい。また、接近前にはきちんと防災意識を⾼めるような報道
をしてほしい。

30代 男性

本⼟に上陸した場合や接近している時は⼤々的にニュースになるが、沖縄のみの場合はほったからかしにしている感じがす
る。

40代 ⼥性

上陸する、または通過する⾒込みの台⾵についてしか情報がないことを不満に思う。近隣で台⾵が発⽣して海が荒れれば船
も出ないわけなので、荷物もいつ来るかわからない。⼤体の情報が内地に影響あるかどうかで判断されていると思う。

40代 ⼥性

本⼟に台⾵が接近するときは全国ニュースでよく取り上げるが、沖縄に接近してるときはあまりニュースにならないので困
る。

40代 ⼥性

本⼟に接近すると予想された時点で、台⾵に関する情報量が増える。逆に沖縄県のみの被害が予想されるときは、情報量が
不⾜している。この格差をなんとかして欲しい。

40代 男性

NHK沖縄は台⾵が通り過ぎたころによく報道する NHK九州の為だと思うが、台⾵が接近しているときに報道せず通り過ぎ
たときに報道することに怒りを覚える 全国版は仕⽅ない。

40代 男性

どちらかと⾔うと、東京にいつ台⾵が接近するかと⾔うような情報が中⼼で、地⽅は⼤災害が発⽣しなければ⼤きく取り上
げないイメージの内容である

40代 男性

本⼟に近づいたら頻繁にニュースで⾔うが，沖縄に近づいた時の情報は少ししか⾔ってくれない。沖縄も⽇本なので沖縄に
近づきそうなときは何度も知らせてほしい。

50代 ⼥性

沖縄に台⾵が来ても全国ニュースで24時間はやらないけれど、本⼟に台⾵が来ている時は台⾵情報が多いので、温度差を感
じます

50代 ⼥性

台⾵に限らないが、殆どの⾃然災害の情報発信が東京中⼼なのはおかしいと思う。東京への影響が⼤きければ、時間も情報
量も割くにそうでない場合は少しだけ。同じように扱って欲しい。

50代 ⼥性

私たちの地域は⽇本の最南端に位置する地域のため、接近直前にならないと台⾵の詳しい情報がテレビで流れないなと感じ
るかとがある。ローカル局ではそこそこ情報はでるが、近くで台⾵が発⽣した時点でもう少し全国区のニュースでも情報を
流してほしい。

30代 ⼥性

本州へ台⾵が接近しない限り、台⾵情報の扱いが少ない。リポーターの⼈がわざわざ外でリポートする必要性を感じない。
外の⾵景映像でけで、後は室内で具体的な台⾵の位置や⼤きさ今後の進路、⾬量など具体的に教えてもらえる⽅が有難いで
す。

40代 ⼥性

沖縄が直撃してても、全国ニュースではとりあげることないが、本⼟に上陸すると、対して強くもないのに、災害を期待した
中継や、同じ情報を繰り返したりと、沖縄からすると、⾺⿅⾺⿅しい情報ばかりだと思う。台⾵の時に外に出歩く本⼟の⼈
の映像も⾺⿅⾺⿅しい。

40代 ⼥性

台⾵が沖縄を通過して九州以北へ向かう時に「⽇本に接近中」と⾔うのは⽌めてほしい。だって既に⽇本の沖縄を過ぎてい
るのだから！多少⼤袈裟に伝えた⽅が良いのはわかるが、九州以北に⾏く台⾵を沖縄の規模や映像で表現するのはやり過ぎ
です。勢⼒を維持したままで上陸してもあっと⾔う間に⼩さくなってすぐ通り過ぎてしまうので、沖縄の台⾵と同じ様に伝
えてしまうと、予報⾃体を信じてもらえなくなりますよ。

40代 ⼥性

台⾵が沖縄県に接近してもあまり⼤きな報道にはならないが、他の都道府県に接近すると、途端に⼤袈裟なほどの報道に
なっているような気がします。沖縄県内では、テレビの視聴画⾯が限定されて⾒づらい画⾯になってしまうことがよくあ
る。東京に台⾵が接近しても、沖縄県には、影響しない事がほとんどなので、画⾯の設定を画⼀的、杓⼦定規的にしない
で、臨機応変な対応を望みます。

60代 男性

【⼤げさ・現状とのギャップがある等】
おおげさ 30代 男性
⼤げさ 40代 男性
⼤袈裟 30代 男性
⼤げさすぎる 40代 男性
⼤げさすぎると時々思うことがある 30代 ⼥性
⼤げさだと思う 30代 ⼥性
⼤袈裟だと思う。 50代 ⼥性
おおげさなときがある 30代 ⼥性
⼤袈裟なときがある 50代 男性
なんか⼤袈裟な気がする。 30代 ⼥性
⼤袈裟な時がある 30代 男性
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⼤げさなことが多い 50代 男性
⼤げさな場合も多い 40代 男性
⼤げさに煽りすぎ 30代 男性
報道が⼤げさ 40代 男性
オーバーな表現が多い。 50代 男性
オーバー表現に思ってしまう 30代 ⼥性
毎年過去最⼤と⾔いすぎ 20代 ⼥性
⼤げさな情報は、⽌めて下さい！迷惑です。 40代 ⼥性
⼤げさな表現はやめてほしい 40代 男性
⼤げさな表現はよくない 30代 ⼥性
⼤げさな報道を⾒かけた時があるのでやめてほしい 30代 男性
⼤げさにしすぎなきでほしい。本当に⼤変なの時分からなくなる。 20代 ⼥性
⼤げさに扱うことが時にしてある 30代 男性
⼤げさに感じるときがある。進路が結構変わる。 30代 ⼥性
騒ぎすぎ。 40代 男性
騒ぎすぎ。交通情報を詳しく教えてもらいたい。 20代 ⼥性
騒ぎすぎのような気がします。 30代 ⼥性
⼤げさに報道しすぎ 痩せている⼈をわざわざ台⾵接近時に中継に出すのはおかしい 40代 男性
⼤袈裟に被害がつよいところだけ繰り返し流すのはどうかなーと。 20代 ⼥性
⼤騒ぎせず、正確な情報を 60代 ⼥性
⼤体が⼤げさで、よくこけたり怪我をした⼈ばかり取り上げ台⾵の凄さを強調するが、⼤体がその⼈の不注意だと思う。 40代 ⼥性
注意喚起が過度だ 30代 男性
⽩々しい中継が多すぎる 60代 男性
必要以上に⼤げさに⾔うので信⽤できない 30代 ⼥性
無理してまで、⾵が強い映像は要らないのではないなと思う。 40代 ⼥性
3.11以降、過剰な表現になってると思う 30代 ⼥性
あまり⼤騒ぎしないでほしい 60代 男性
あまり不安を煽るような伝え⽅はしないでほしい。 40代 ⼥性
かなり⼤げさで同じ事の繰り返しが多い。結構近づいてからしかテレビで⾒ない。 40代 ⼥性
ここ数年の台⾵に関する警戒注意報は⼤げさ過ぎると思う。 40代 男性
そよ⾵程度のhPaなのに、強⾵というような表現はやめて欲しい 40代 ⼥性
そんなに強くない台⾵でも⾮常に強いとか過剰表現するなー。っておもう。 30代 男性
ひどい内容だけではなく、リアルな状態や現状のままを伝えてほしい 50代 男性
ほとんど同じような映像で、⾵⾬が強いアピールが激しいように思う 50代 ⼥性
もちろん気をつけないといけないが、いつも煽り過ぎだと本当に⼤変な時伝わらない 毎回戦後最⼤級といわれても 40代 男性
わざと⼤変なところを強調して放送せず、ありのままを報道して欲しい。 50代 ⼥性
映像と⽐較して表現が⼤袈裟に感じることがある 30代 ⼥性
過度の不安をあおりすぎる 30代 ⼥性
現実と違い、⼤げさに伝えているなあと思うことがよくある。 40代 ⼥性
現地との現状にギャップがある時がある。 30代 ⼥性
誇張されていて正確な情報が⼊ってこない 30代 ⼥性
最近は猛烈な台⾵といっても、あまり強いなと感じることが少ないので、誇張した表現はやめてほしい 20代 ⼥性
時間帯によっては⼤げさなところもあったり、取材の時と場所がちぐはぐな所があったりする。 40代 ⼥性
少し⼤袈裟に報道しているように感じる 40代 ⼥性
情報があまりにも⼤げさで、何度も何度も繰り返し放送しすぎる 30代 ⼥性
情報を⼤げさに伝えすぎ。 40代 男性
煽っているところがある。⼩さい台⾵でも⼤げさな時がある 30代 男性
台⾵が発⽣するとワイドショーでとりあげすぎる 30代 男性
予防線だと思うけど、台⾵の強さを誇張しすぎだと思う。 40代 男性
県外のニュースは少し⼤げさだと思う 30代 ⼥性
県外のアナウンサーが過剰な表現しすぎである。 40代 男性
⾸都だからだと思うが、東京に来た際はオーバーだと思います。 40代 男性
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 Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。役⽴っている部
分、⼀⽅で、こうしてほしいという要望がありましたらお教えください。（ご⾃由にお書きください）

年代  性別

⼤げさな表現がたまに⾒受けられるので、拍⼦抜けすることもある  転ばぬ先の杖的なことはメディアとしては仕⽅がないの
か？

60代 男性

⼤げさに演出している部分がある。もっと正確な情報を伝えてほしい。停電しても使える情報がほしい。⾬⼾がない建物が増
えてるが、⼤丈夫なのか、対策など伝えてほしい。

40代 ⼥性

野次⾺を煽っているように感じる時がある。現場に⾏く意味はあるのだろうか？ 映像のみで、リポーターは出さない⽅が良
いように思います。

30代 ⼥性

役⽴ってはいるが、⼤げさに報道されることが多く感じる。その時は⾒ている⼈に防災意識を持ってもらう為にいいのかも
知れないが、それを続けていると逆に軽く⾒る⼈がいる気がして不安になる。

30代 ⼥性

関東になると過剰な情報が流れるがわ地⽅にあるときはそうでもないので頼りにならない。 40代 男性
あまりにも不安を煽る伝え⽅は危険。東側を通る場合と⻄側を通る場合では、現地での⾵速が違うので危険度が変わる。そ
れをわかっていない⼈が多いので、注意喚起も伝えてほしい。

40代 男性

⼤型台⾵と予測しながら、実際⾵速等が肩すかしのような状態の時に、視聴率でしょうか、オーバーに表現しようとするの
はやめてほしい。事実をありのままに伝えてください。

60代 男性

地域によって被害状況がことなるはずなのにそんなにひがいが強くないのに過剰にアナウンサーが放送している事が多いよ
うな感じがします

50代 ⼥性

表現がオーバーな気がする。「○⼗年に⼀度等」テレビで中継してるからそうなるのか、パフォーマンスかは分かりません
が不安を煽るのではなく適切な対処法を伝えることに重きを置いて欲しい。

30代 男性

気象現象の客観的情報は有意義だが、避難判断や被害状況などの主観が⼊り込む余地がある情報は、⼤げさで紋切り型が顕
著

40代 男性

最近は被害を最⼤限に防ぐ⽬的で、表現が⼤げさ。実際に⽬視、体感すると、メディアが騒いでいる程のものでもない場合
が多い。

40代 ⼥性

あまりに誇⼤表現的な台⾵情報がよく流されて、緊張することがあるが肩すかしを⾷うことが有ったりするので、もう少し
的確な情報を提供して欲しい。住⺠に警戒意識を持ってもらうのは⼤切なことであるが、台⾵対策に相当労⼒と時間をかけ
るので、⾟いときがある。

60代 男性

台⾵がくるだけで騒ぎすぎ。暴⾵になるかなり前から警報をだすので、学校が休みになったり、仕事を休まなければいけな
くなって正直迷惑。だからみんな暇を持て余して外出をする。台⾵のときはマック、ショッピングセンターは連休並みに激
混みしている。休む意味あるのかな？

30代 ⼥性

 私個⼈のみなのかもしれませんが、台⾵は沖縄県内に住んでいたら毎年の事、⽇常になります。よく全国ニュースでヘル
メットをつけたアナウンサーが実況中継をしていますが、何を⼤げさなと感じているといった所です。ただテレビのデータ
放送で⾒る・確認する⾬雲レーダー等など気象情報は重宝しています。沖縄県の周辺地図などで台⾵が現在地理的にどの位置
にあるかは、貴重な情報です。

30代 男性

【屋外のレポーターが危ない・⽣中継はしなくてもよい・危険等】
報道の現地キャスターが危なそう 30代 男性
リポーターがわざとらしく海岸でアピールするのはいらない 30代 男性
レポーターが外に出るのはいらない 30代 男性
海岸からの中継は無意味。 30代 ⼥性
外の中継をやめてほしい危ないから 30代 ⼥性
暴⾵の中中継しなくてもいい 30代 ⼥性
現地に⾏かされるリポーター危ないしかわいそう。建物の中からリポートさせていい。 30代 男性
台⾵中に⽣中継するのは危険なのでやめてほしい 20代 ⼥性
わざわざ⾼波の現場を現地でリポートしなくていいと思う。 20代 ⼥性
アナウンサーの⽅をあまり危険に晒さないでほしたあ 20代 ⼥性
リアルタイムで現地の情報を伝えてくれるのは助かるがリポーターの安全⾯を考慮したうえでやってほしい。 20代 ⼥性
海岸付近で取材してるときあるが、何か起きそうで怖いからやめたほうがいいと思う。カメラ映像で⼗分だと思う。 20代 ⼥性
実際に台⾵の現場に⾏く必要はあるのか。 20代 ⼥性
暴⾵の中の屋外レポートはいらない 40代 ⼥性
台⾵の中、危険なのでリポーターが体を張ることないと思う。 40代 男性
レポーターは台⾵の中に⽴ってなくていいと思う。かわいそう。 40代 ⼥性
暴⾵のさなかにレポーターを⽴たせて中継するのは意味不明。 40代 男性
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 Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。役⽴っている部
分、⼀⽅で、こうしてほしいという要望がありましたらお教えください。（ご⾃由にお書きください）

年代  性別

台⾵の中継は危険なのでやめて欲しい。監視カメラなどの映像で良いのでは 40代 男性
わざわざ外に出て台⾵情報しないで欲しい 40代 男性
海の近くでの撮影は理解できない 20代 ⼥性
危険な状況での中継はしない⽅がいいと感じることがあります。 20代 ⼥性
わざわざ屋外で台⾵中継する必要性をかんじない 30代 男性
わざわざ屋外でやる必要がない 30代 男性
いかにも暴⾵⾬で⼤変ですと⾔いたげな現地リポーターはいらないと思う。 30代 ⼥性
ひどい場所の中継をよく⽬にするが、リポーターの安全保障は⼤丈夫なのかと疑問になる。 30代 ⼥性
わざわざ暴⾵⾬の中、アナウンサーが外へ出て実況中継しているのがあるが、危ないからやめた⽅がいいと思います。 30代 ⼥性
気をつけるように訴えているのに、わざわざ海岸でリポートするのは不可解 30代 ⼥性
リポーターが現地に⾏って、強⾵に耐えながら実況するのは ⾒苦しいのでやめてほしい。 30代 ⼥性
レポーターが外に出るのは危険だと思う。そういうのに限って不要な外出はしないで下さいとの⾔う。 30代 ⼥性
危険なところからの中継、撮ってる⼈かわいそう 30代 ⼥性
⾵速の強い危険なときに、アナウンサーを外に出さないで！危ない。アナウンサーの安全を考えて。 30代 ⼥性
スタジオからの情報提供で⼗分伝わります。屋外からの中継は危険なのでしなくても良いです。 30代 男性
あまり外に出ない⽅がいいと思う。 40代 男性
臨場感をあたえるかもしれないが、海岸付近からの中継レポートは危険なので、やめたはうがいい。 40代 男性
実況などで悪い気持ちを煽るようなリポートをするのはやめてほしい。 40代 男性
ニュースのために、記者が外へ出て様⼦を写すが、危険はないか⼼配になる。 40代 男性
台⾵接近中の⽣中継は危険なので控えたほうがよい 40代 男性
海の近くで、台⾵の中継を⾒ると危ないと思う 40代 男性
レポーターの⽅がかわいそうに思えることがある 50代 ⼥性
台⾵の時にビニール傘をさして中継するのは、⽌めてもらいたい。 50代 ⼥性
危険な現場の映像はありがたいが、強⾵下での撮影等、無理な取材は避けてほしい。 50代 男性
レポーターの台⾵中継は、危ないと感じる。 50代 男性
強⾵に中、傘をさして報道しているのはどうかと思う。 50代 ⼥性
最近は、⼥性レポーターも屋外で台⾵情報をしてますが、そこまでやる必要があるのか？⾏き過ぎだと思います。 50代 ⼥性
危険な場所や、海岸などでの中継はやめて欲しい。 50代 ⼥性
キャスターが⾵⾬の屋外に出なくてよいと思います。 50代 男性
危険な箇所には近づかないと⾔いながら、結構ギリギリまで近づいていて、あまりいい⾒本になっていない。ただ、映像と
しては、体を張っていて貴重だと思う。

20代 ⼥性

暴⾵時に外からの中継はしなくても良いのではないかと思う。また、あまり⾬⾵が強くないのに⼤袈裟に伝えていると感じ
ることがある。昔に⽐べて、離島に台⾵が接近した場合でも取り上げられるようになってきたと思う。

30代 ⼥性

無理に外で報道する必要はない。NHKなど全国放送は台⾵がよほど接近しないと放送しない。内地に仕事などで出かけてい
る時はローカル放送でも報道しないので困る。

60代 男性

よく海の様⼦や⾵の強さを⾒せるために中継をしているけど、そういったものは必要ないと思う。それよりも、詳細な進路
情報や、被害が起きないような情報をもっとつたえてほしい。

40代 男性

わざわざ、外に出て中継するのはどうかと思う。テレビ⾒ながら、危険だと感じます。その影響で外に出る⼈（個⼈で動画
を配信してる⼈や⼦供など）もいると思います。

20代 男性

外からリポーターが台⾵中継するときに、わざわざ濡れたり⾵にさらされる意味はない。「わー」「きゃー」「すごい⾵で
す」などが⾒て分かるし、リポーターの声がききにくく不快感さえ感じる時がある。カメラの映像だけで⼗分なので、リ
ポーターが中継するときも安全な場所からやってほしい。

30代 ⼥性

わざわざ上陸前の場所にいって中継しているものを⾒たことがあるが、危ないのでやめたほうがいいと思う。もちろん凄さ
を伝えるために⾏っていると思うが、現場に⾏くスタッフが命がけで⾺⿅らしいと感じる。

30代 男性

リポーターを危険にさらさないでほしいと思う。屋内での撮影でも、外の景⾊とリポーターの説明で⼗分に理解できる。 30代 ⼥性
レポーターが暴⾵⾬の中で中継することを⽌めて、⽊の揺れ⽅、川や海の様⼦等、辺りの状況をその県内各地域の映像を流
してほしい。

40代 男性
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 Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。役⽴っている部
分、⼀⽅で、こうしてほしいという要望がありましたらお教えください。（ご⾃由にお書きください）

年代  性別

わざわざ暴⾵⾬の地域に⾏って、⾬⾵にさらされながら台⾵の強さを伝えてるのを⾒ると、そこまでしなくてもいいのでは
と思ってしまいます。

40代 ⼥性

状況を伝えてくれるのは 有り難いけれど、台⾵の中 中継にでているのは やはり 危ないのでやめてもいいかと思う。 40代 ⼥性

⾃分に関係ない地⽅の状況をずっと放送するのはやめてほしい、時間の無駄。特にアナウンサーがずっと⾬に打たれ続けて
実況する意味は無いと強く思う。まったく気の毒である。台⾵情報を⽚隅に流して、他の番組を流してほしい。

20代 男性

⺠放のアナウンサーがわざわざびしょ濡れになって報道するのはおかしいと思う、外出できると視聴者に伝えているような
もの。体を張って報道しています！が滑稽に⾒える。沖縄の⼈のほとんどは「バカじゃない？」そう思ってるのではないで
しょうか。

50代 男性

強い⾵が吹いている港や護岸から中継するのはおかしい。あれじゃあ、⼦供が同じように⾒に⾏ってしまう。外の中継はば
かげている。

50代 ⼥性

【より正確な情報が欲しい・予測が外れる等】
もっと正確に予報してほしい 20代 ⼥性
もっと正確な、情報がほしい 30代 ⼥性
的中率を上げることと交通情報を早めに出してほしい 60代 男性
最近の台⾵情報は、外れてばかりな気がする!! 30代 ⼥性
もう少し、確実な台⾵情報がほしい！また、営業しているスーパーなどの情報もほしい！ 30代 男性
マスメディアではないが、学校の休校等の判断が遅い。また、地域によって⾬量や⾵速がまちまちなのに、本島単位で判断
されている場合が多く、⼾惑うことがよくある。島尻、中頭、国頭等地区ごとで判断してほしい。

40代 男性

台⾵情報が、最近予想と実際が違うことが多い気がする 30代 ⼥性
交通関連(通⾏⽌めなどの道路情報)や航空・船舶の運航情報の正確さと迅速な情報提供。 30代 男性
暴⾵域の予想、外れすぎ 40代 ⼥性
的確な情報を教えて欲しい 40代 ⼥性
あまり予想を発信しても計算外の事がある。 40代 男性
もう少し的確の情報にして欲しい 40代 ⼥性
正確な詳しい情報をいち早く発信して欲しい。 40代 ⼥性
もっと的確な情報が欲しい 40代 男性
正確な予報が⼀番ですね 40代 ⼥性
正確で迅速な情報 40代 男性
正確性をもっと上げてほしい！ 40代 男性
正確な情報 50代 ⼥性
正確な情報を迅速に伝えて欲しい 50代 ⼥性
正確な情報が欲しい 50代 ⼥性
正確な情報提供をお願いします 50代 男性
正確な情報をもっと頻繁に知らせてほしい。 50代 ⼥性
正確な進路予想図 50代 男性
正しく伝えて欲しい 50代 ⼥性
正確な情報を集め混乱の無い様に伝えて欲しい 50代 男性
正確な情報、予報が欲しい。 50代 男性
進路や被害の想定等を正確に伝えてほしい。 60代 男性
正確な情報を発信してほしい 60代 男性
まだまだ精度が低いという思う 30代 ⼥性
予想進路の精度がもっと上がってほしい。 30代 ⼥性
災害情報の精度 30代 男性
これからも正確な情報提供をお願いします? 30代 男性
台⾵の進路をより正確に伝えて欲しい。 30代 男性
予報の的中率が上がると助かる 30代 男性
情報が的確じゃない 40代 ⼥性
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 Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。役⽴っている部
分、⼀⽅で、こうしてほしいという要望がありましたらお教えください。（ご⾃由にお書きください）

年代  性別

もっと精度の⾼い進路予測や⾬量などの情報が欲しい 40代 ⼥性
より正確に強さや進路がわかれば助かります。 40代 ⼥性
事後の被害アピールより事前のより正確な情報がほしい。 40代 男性
沖縄の天気予報は精度が低いので信⽤していません。海上などからも情報収集して欲しいです。 40代 男性
予測精度を上げてほしい 40代 男性
情報を正確に伝えて欲しい。 50代 ⼥性
台⾵の強さなどの予想の精度がさらに上がるとありがたい。 50代 ⼥性
これからもより良い正確な情報をしてほしい。 60代 ⼥性
情報は、出来る限り詳しく正確。 60代 男性
台⾵の進路予測をもう少し精度を上げて欲しい 60代 男性
情報は⼤事なので正確な情報が欲しい 60代 ⼥性
情報の精度が⾼いと助かる 30代 ⼥性
ピンポイントの情報が欲しい 40代 ⼥性
もっと細かな地域の情報が欲しい 40代 ⼥性
各地域の詳細な情報が欲しい 40代 男性
住んでいる地域の詳細な情報 60代 男性
正確な情報を事実として伝えて欲しい。暴⾵⾬が強い時、レポーターがヘルメットをかぶってまで屋外に出る必要はない。 50代 ⼥性
とにかく正確な情報を！どのような強さで いつから、どのような対策をしたら良いか伝えて欲しい! あと、わざわざ外で取材
をして欲しくない(危ない!)

40代 男性

台⾵の強さや進路の予想がほとんど当たらない。近所の漁師に聞いた⽅が情報が性格。気象庁はもっと台⾵予想を経験に基
づいた正確な情報から予想をして欲しい。

40代 ⼥性

情報の正確さが⼀番。沖縄県以外に台⾵が上陸する時は、沖縄ではあまりない被害が出たりするので、都道府県や地域ごと
に合わせた事前の防災に向けた知識や情報も提供した⽅がいいと思う。

30代 ⼥性

情報は正確に報道して欲しい。弱い⾬が降っているだけなのに、それを描写していかにもすごいことでも起きているような報
道は⽌めてもらいたい。

60代 男性

【現状満⾜・今のままでいい・不満はない等】
現状満⾜ 20代 男性
満⾜している 40代 男性
現状で満⾜ 50代 ⼥性
原状満⾜している。 30代 男性
現状で満⾜している 30代 男性
とにかくメディア頼み。⼗分満⾜。 30代 ⼥性
⼗分だと思う 20代 ⼥性
今のままでいい 30代 ⼥性
今のままでいい 30代 男性
今のままでいい 50代 男性
今のままで良い 30代 ⼥性
今のままでいい 40代 男性
今のままでよい 40代 ⼥性
今のままでもいいと思う 30代 ⼥性
今のままでいいと思う 50代 ⼥性
いまのままでよい 30代 ⼥性
特に、今のままでいいとおもう。 20代 男性
今のままで特に問題ないと思います。 20代 男性
充分だと思う 30代 男性
従来の内容で満⾜している 30代 男性
必要な情報は得られてるので特になし 20代 ⼥性
特にない。今のままでも⼗分にわかりやすいと思った 30代 ⼥性
とくに要望はない。今の情報で⼗分役に⽴っている。 30代 男性
⼗分情報として⾜りている 30代 ⼥性
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 Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。役⽴っている部
分、⼀⽅で、こうしてほしいという要望がありましたらお教えください。（ご⾃由にお書きください）

年代  性別

今の情報発信で⼗分 30代 男性
今のところしっかりした情報が提供されてると感じるので不満はない 30代 男性
今のところ不満はない。 40代 男性
今のところ不便はないです。 40代 ⼥性
特に無し。今まで通りで良いと思う。 40代 男性
現状で特に要望等はありません。 40代 ⼥性
今の技術ではそれ以上の事を望めないのではないかと諦めている。 40代 男性
特になし。今まで通りで良い。 40代 ⼥性
今のままで⼤丈夫です。 40代 ⼥性
現状で問題はない 40代 男性
今のままでお願いします。 40代 男性
特になし。今の状態で問題ありません。 40代 男性
特にない。現⾏のままで⼗分 40代 男性
いままで良い 40代 男性
今ので⼗分です 40代 ⼥性
今まで通り頑張ってほしい 50代 ⼥性
特にない。今のままで満⾜している。 50代 ⼥性
⼗分に情報を提供していると思う。 50代 男性
現状で⼗分だと思います 50代 男性
現在の情報で間に合っている。 50代 男性
台⾵情報に関しては特に不満はない。 60代 男性
今の情報で精⼀杯ではないかと思う。 60代 ⼥性
いまのままでよい 60代 男性
特に要望はなく今まで通りに情報を発信してほしい。 60代 男性
現在の情報でじゅうぶんだとおもいます。 60代 男性
現状でよい 60代 ⼥性
今の情報で特に不⾜はありません。現在状況と進路がわかれば安⼼します。停電したときは⽬で確認が取れないのでモバイ
ルなどで復旧の情報があると助かります。しかし復旧作業の安全が⼀番です。

50代 ⼥性

NHKしか⾒ないので満⾜している 40代 ⼥性
【早めに情報を提供してほしい、更新速度をあげて欲しい等】
もう少し早く対応してほしい 30代 ⼥性
迅速かつ確実な情報提供 40代 男性
もう少し早めに情報を教えてほしい 20代 ⼥性
暴⾵域の情報を早く流してほしい 20代 男性
信号の停電などが分かったらすぐに発信してほしい。 30代 ⼥性
早くて正確な情報をお願いします！ 40代 男性
情報が遅い。テレビ画⾯に出る情報は助かるが、消したいときもある。 40代 ⼥性
早めの予報とアドバイス 50代 ⼥性
データは多くなり、正確な予測等が出来ているので、タイムリーに早めに公表してほしい。 50代 男性
進路等、もっと早く、正確に把握できるようになると良い。 50代 男性
台⾵の現在地のいち早い報道 60代 男性
台⾵の避難場所など 早めに連絡をしてほしい 50代 ⼥性
外れてもいいのでもう少し先の情報も開⽰してほしい 50代 男性
学校や仕事が休みになる場合にもっとはやく放送して欲しい 20代 ⼥性
翌⽇は学校が休みになりそうか早めに発信してほしい 20代 ⼥性
学校の休校情報は、前⽇とか早めに知りたい。 40代 ⼥性
学校が休みか早く知らせてほしい。 40代 ⼥性
学校の休みのお知らせを早く出して欲しい。また、判断しずらい事も多いので、今⽇は、学校ですのテロップも出してもらえ
ると判断しやすいので助かります。

40代 ⼥性

早めの対応、連絡、避難、など、地域によって差があるような感じがある 30代 男性
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 Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。役⽴っている部
分、⼀⽅で、こうしてほしいという要望がありましたらお教えください。（ご⾃由にお書きください）

年代  性別

もう少し1時間おきとかの台⾵進路情報があればいいと思う 30代 ⼥性
台⾵情報の更新スピードを早めてほしい 30代 男性
台⾵の進路などを詳しく載せて来るのでありがたいが、更新がもう少しマメにしてくれるとありがたいです 40代 ⼥性
短いスパンで正確な情報が欲しい 40代 男性
交通機関の情報を絶やさず発信してほしい 40代 男性
⼤事な情報を瞬時伝えてほしい 40代 男性
1時間ごとに情報が欲しい。 40代 ⼥性
接近情報をこまめに伝えてほしい 40代 ⼥性
台⾵が接近しているとき、または被害を受けているときの情報を15分おきくらいに情報を更新して欲しい。 50代 男性
NHK みたいにほかの局も30分に⼀回とか 何回もテレビで放送してほしい 50代 男性
こまかい時間で情報更新してほしい 50代 男性
TVの台⾵情報は、タイムリーではないといつも感じます。 50代 ⼥性
最新の台⾵情報をいち早く発信して欲しい。 50代 ⼥性
短時間で新しい情報を発信してほしい 50代 男性
進路予報を頻繁にして欲しい 60代 男性
最新情報を提供して欲しい 60代 男性
短い時間でよいから、こまめに放送してほしい。 60代 男性
進路予想を1時間おきに出すなど、頻度を⾼めて欲しい。 60代 男性
学校が休校になる場合は時間の間隔を開けずに通知し続けてほしい 40代 ⼥性
時間ごとに変化するわけだから、その時の最新ニュースを⾒たり聞いたりしたい。 3時間ぐらい経過しても、同じニュース
しか出てこないことがよくある。

60代 男性

【より細かい情報・解説が欲しい等】
もっと詳しい情報が欲しいです。 50代 ⼥性
もっと詳細な情報がほしい 60代 男性
もっと詳しく教えてもらいたい。 60代 男性
より精密にしてほしい。 40代 ⼥性
できるだけ詳しい情報を 60代 男性
細かな情報が欲しい 30代 男性
細かい台⾵進路を報道してほしい 30代 男性
詳しい情報 40代 ⼥性
詳しい情報をもっとやってほしい 30代 男性
台⾵の現在位置などの情報はあるが、狭い地域別に詳細な情報が伝わりにくい 60代 男性
地域別の細かい情報 50代 ⼥性
市町村ごとに⾵速や⾬量が確認できたりするといい 20代 ⼥性
地域の状況を確認したい 30代 男性
地域放送してほしい 30代 ⼥性
詳細な情報がほしい 50代 男性
詳細な⾵向きがわかれば対策の強弱ができる 50代 ⼥性
台⾵の変化の状況を細かく知りたい 50代 ⼥性
台⾵接近地域に対しての、細かい報道をしてほしい。 60代 男性
開設を詳しくしてほしい。台⾵の原理などのもふれつつ、進路、強さなどを説明するといった⼯夫。 60代 男性
詳しく、外の様⼦をもっと知りたい 30代 ⼥性
細かい地区での情報がdボタンとかで⾒れると良いと思う 30代 ⼥性
細かい情報が欲しいけれど、海の近くでの実況はやめてほしい。 40代 ⼥性
精度を⾼めてほしい 30代 男性
詳しい情報を確認できるので役に⽴っている。 40代 ⼥性
台⾵に関する科学的な解説を増やして欲しいと思います。 50代 男性
【昔に⽐べて／最近は良くなっている等】
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 Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。役⽴っている部
分、⼀⽅で、こうしてほしいという要望がありましたらお教えください。（ご⾃由にお書きください）

年代  性別

以前より情報がわかりやすくなった。 60代 男性
最近の情報の精度が上がって、助かっている。 60代 男性
最近の情報は的確になっているとおもう。 60代 男性
以前に⽐べ正確な情報が増えている。 60代 男性
以前は⽶軍の台⾵情報の⽅が早いし確実だった。最近は⺠放のメディアでも台⾵情報が早く出るから分かりやすい。 30代 ⼥性
最近では、最接近する時間帯や、暴⾵域を抜ける時間帯が⽰されているので便利である。 30代 ⼥性
予報の精度が上がっているように思うので満⾜している 30代 ⼥性
リアルタイムで位置を把握できたり便利になた。 30代 男性
最近の、情報は、早いので、良いです。 40代 男性
昔に⽐べれば情報が多くわかりやすくなったと思う。 40代 男性
以前と違い、とても精度が⾼くリアルタイムで情報が届くので、特に⼤きな問題はないと考えます。 60代 男性
最近よく当たるので助かっている。 60代 男性
進路予想や⾬雲の精度が良くなっている。 40代 男性
昔に⽐べると⾮常に精度が⾼く役に⽴っている ⼤げさかなと思う時もあるがそのくらいがちょうどいいと思う 40代 男性
進路予想が速い段階からわかるようになってきていて、災害対策をするのに役⽴っている。街頭レポートは⽴てるぐらいの
内容なら外でもいいけど、⾜元が危ういぐらいのレベルの時は⾒ていて不安になるので控えて欲しい

40代 ⼥性

進路などかなり細かくなってきているので今のままで良いと思う。ただ強さ（ヘクトパスカル）より。実際の⾬量や⾵⼒を
具体的に表現してほしい。

60代 男性

台⾵情報の精度が良くなってきてるのでとても助かる しかし近くで急に発⽣する台⾵がたまにあるので、台⾵が発⽣しそ
うな情報がもう少し早く分かればもっと助かる

40代 男性

細菌の気象情報は精度が上がってきていると思います。沖縄在住の⽅は台⾵に慣れていますが、観光などで来沖された⽅に
は細かい情報を伝えて注意喚起が必要だと思います。

40代 ⼥性

⼦供の頃に⽐べると中央のメディアの台⾵情報は良くなっている。昔は沖縄の台⾵情報は簡単で、九州上陸ぐらいから情報
の密度が増した。ああ、沖縄は⽇本じゃないんだなぁ、と⼦供ながらに思った。

50代 ⼥性

【対策の仕⽅を教えて欲しい等】
対策の仕⽅を発信してほしい 30代 男性
家庭での台⾵対策を紹介する 30代 ⼥性
早⽬の対策を呼びかける 30代 ⼥性
その時取るべき⾏動 20代 ⼥性
台⾵の準備が必要とのアドバイスが良い 30代 男性
台⾵対策をどこまでやるかの⽬途 50代 ⼥性
規模、対策を知らせてほしい 50代 男性
各地⽅のそれぞれの台⾵対策を詳しく教えて欲しい 50代 ⼥性
気圧配置の変化や海⽔の⼲満時間帯など災害対策に役に⽴つ情報 60代 男性
災害時、具体的にどの様な⾏動を取れば良いのか教えて欲しい 30代 ⼥性
最悪の災害を想定して、準備するものなどを、繰り返し放送してください。避難場所や、開設時間も知らせて下さい。 60代 ⼥性
海岸に近づかない、屋根に登らない、をもっと周知したり、早めの対策をわかりやすく呼びかけるなど。 30代 ⼥性
⾼齢の⽅がよく台⾵対策で事故を起こすとあるので事前事故が起こらないように注意喚起した⽅がいいと思う。 30代 男性
⼤げさになるかも知れないが 危ないから外に出てはいけないこと 海に⾏かないこと 暴⾵になる前に ⾵で⾶んでいきそうな
物は⽚付ける事を 繰り返し流して欲しい

40代 ⼥性

まだ台⾵が来ていない、もしくは来るのに2〜3⽇かかる東京の街が混乱している様⼦ばかり映し出されるが、それは他の地
域の⼈からするとどうでもいい。今被害が起きているところ、直後に来そうなところの、今どんな対策が出来るかどうかを
放送して欲しい。

20代 ⼥性

【画⾯情報について】
⾳声なしの画⾯情報の放送 60代 男性
画⾯上に台⾵の状況がでているのはいい 20代 ⼥性
特に不満なし。交通機関情報やミニ気象図が画⾯隅にあるのは助かる 40代 ⼥性
TVのテロップ画⾯で、逐⼀状況が把握できるので役⽴っている。 60代 男性
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 Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。役⽴っている部
分、⼀⽅で、こうしてほしいという要望がありましたらお教えください。（ご⾃由にお書きください）

年代  性別

テレビのL字情報が⾒たいときに映っていて役⽴っている 40代 男性
NHKは台⾵時、ニュース以外の番組の時も画⾯の横に台⾵情報を流してくれるので助かります。 20代 ⼥性
テレビで常時、台⾵情報を流すのは良いが画⾯が⼩さくなってメインの番組が観づらい。 20代 男性
⺠放はテロップ流しすぎ、nhkだけで良い。 20代 男性
dボタンを押した時にL字(Γ字)画⾯を表⽰できる様にしてほしい。(押していない時は表⽰しないでほしい) 30代 男性
字幕スーパーがわかりづらい 40代 男性
台⾵がきたらいつでもテロップを流しててほしい。 20代 ⼥性
どの番組でもサイドに台⾵情報を表⽰してくれるとありがたい 20代 ⼥性
バスやモノレールの運⾏状況が画⾯の中で常にわかるようになっているといいなと思う。交通機関が回復すると出勤になる
ので⾒逃したくないため

20代 ⼥性

テロップで今の交通機関の運⾏状況を発信してくれるので、それが仕事が休みになる判断材料になっている。台⾵の中⼤変
かもしれませんが、今の各地の状況をもっと細く教えてもらえたら助かる。例えば停電状況など。⾬⾵の強さなど。

30代 ⼥性

CMでは台⾵情報を隠すのに、番組中は台⾵情報が表⽰されるので腹が⽴つ。番組中も延々流し続けるほど重要だと思うな
ら、なぜCM中は消すのか全く理解ができない。広告主への配慮というなら、番組中も流し続けるのは視聴者への配慮がされ
ていないと思う。

30代 ⼥性

テレビのテロップで台⾵情報を⾒る時は「バス・モノレール等が休⽌」や「学校・公共機関は休⽌」といった⽣活に直結す
る情報が知りたいので、常に画⾯に表⽰していて欲しい。テロップで情報が次々と流れていくので、欲しい情報が流れるま
で待つのが気になるのと、⾒逃しのリスクがある。

20代 男性

【交通情報が早めに／詳しく知りたい等】
交通情報、特に⾶⾏機の発着についての詳しい情報が欲しい。⾶べない場合には、回復する可能性について知りたい。 60代 男性
台⾵の進路情報や公共交通機関の運休 30代 ⼥性
交通情報は、早めに知りたい 20代 ⼥性
交通情報を充実させてほしい 20代 男性
交通機関の情報がもっと早めに 40代 ⼥性
地元の交通機関の運⾏情報を頻繁に流す、あるいはデータ放送でいつも確認できるようにしてほしい 40代 男性
交通情報等がテロップで流れるがアナウンサーの⽣の声でリアルタイムの情報が多く欲しい。 60代 男性
公共交通機関がとまる場合、タクシー出勤になるためタクシーの予約状況なども教えてほしい。 30代 ⼥性
公共交通機関の運⾏状況、運⾏予定の発表が遅い時があるので困ったことが何度かあった。 40代 男性
貨物船などの運⾏状況も教えて欲しい 40代 ⼥性
バスが運休になると⼦どもたちの学校が休みになるので気になる。ラジオで⼤型スーパーが閉店になるとある程度の⽬安に
なる。ＮＨＫ以外は沖縄の台⾵情報が不定期で困っていたが、最近はスマホで情報収集できる。

40代 男性

以前⼤⾬の中、仕事に⾏く際、浸⽔で道が通れる状況になく、さんざんな⽬にあった事があります。そういった事が事前に
分かると助かります。

60代 ⼥性

交通情報をずっと流してくれるのは嬉しい。あまり⼤げさに取り上げないでほしい。例えば、単に道路の状態が悪いために冠
⽔しているだけなのに、あたかも台⾵の威⼒が強いように⾒せてしまう報道に疑問を感じる。

40代 男性

台⾵がきて、みんなが1番気になるのはバスが動いているかどうかだと思う！(それによって学校や会社が休みになるから)朝
だけでもいいのでその情報をたくさん流して欲しい！⼤きさとかよりバスが⼤事！

20代 ⼥性

バスの運休・休校など出勤・通学に影響する情報の発表が遅すぎる。場合・場所によっては午前6時ごろには出発しているこ
とがあり、7時以降では遅すぎて警報の意味をなしていない。停電の把握情報が⼤雑把すぎて電⼒会社に停電を伝えるべきか
悩むし、いつごろ復旧かの予定もだしてほしい

40代 男性

【注意喚起・啓発してほしい等】
最接近する前、上陸後も注意喚起し、危険意識を⾼めることが⼤切。 30代 ⼥性
外出を控えるように呼びかける 30代 男性
台⾵の現状を伝えるよりも、台⾵が直撃する前にこの台⾵の脅威を伝えしっかり予防するように啓発するべき。 30代 ⼥性
台⾵時に傘をささないように報道して欲しい。観光客の壊れた傘で怪我をした事例をきく 20代 男性
⾃然災害は⾃⼰責任であることを徹底させる 60代 男性
予想される被害を敢えて⼤きく⾒せて、⾃然に外出を控えるように促してほしい。 20代 ⼥性
不要な外出を減らすためにも、危険度をもう少し強く発信するのはどうでしょうか？ 30代 ⼥性
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 Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。役⽴っている部
分、⼀⽅で、こうしてほしいという要望がありましたらお教えください。（ご⾃由にお書きください）

年代  性別

傘をさす??⼈をよく⾒受けららます。とても危険なので傘をささないように呼びかけて下さい！ 50代 ⼥性
不断の注意喚起 60代 男性
沖縄を直撃しそうな強い台⾵の時はNHKだけでなく、⺠放も台⾵情報の番組を流して欲しい。 60代 男性
台⾵の進⾏⽅向に対する地域への注意喚起をもっと⾏う。地域の交通機関、病院などの受診受⼊などに対する情報をもっと
多めに⾏う

50代 男性

できるだけ最新の交通情報やけが⼈情報を出していて努⼒していると思う。中⾼⽣がメインプレイスなどに良く居るので、天
候にかかわらず休⽇ではなくて⾮常事態だということを啓発してはどうかと思う

30代 ⼥性

温暖化が進むにつれ猛烈な台⾵が増えていくことが予想されているが、情報の受け⼿の「慣れ」による油断が⼀番怖い気が
する。いかに緊張感を抱いて台⾵に臨めるかが⼤事ではないかと。そういう姿勢を維持できるようメディアも情報を発信し
ていってほしい。

40代 ⼥性

接近が予測される場合、外出を控えるよう⾔ってはいるが、本州のニュースは伝え⽅が弱い気がする。沖縄のリポーターは
中継で屋外にはいない。最近は本州でも勢⼒が落ちないまま上陸していると思うので、台⾵時に関しては沖縄のニュースを
お⼿本にしは⽅が良いと思う。台⾵の怖さをもっと発信しなければ、死者が増えるだけだと思う。

30代 ⼥性

【わかりやすくしてほしい・わかりにくい等】
分かりやすくしてほしい 20代 ⼥性
分かり易ければいい 40代 ⼥性
わかりやすく報道してほしい 20代 ⼥性
もっと分かりやすく解説してほしい 30代 男性
もう少し、暴⾵域や進路の分かりやすさを考えてほしいです。 30代 ⼥性
もう少しわかりやすい解説と、どう対処すべきかを教えてほしい。 20代 男性
もう少し簡単に暴⾵警報を教えてほしい 30代 ⼥性
よくわかるようにして欲しい 30代 男性
専⾨⽤語が多いので。もっと分かりやすく、過去の例をあげながら説明してほしい。 40代 ⼥性
何年に⼀度と表現をよくするが、注⽬はされると思うが分かりにくい 30代 男性
情報が多くて混乱する時がある 50代 ⼥性
進路図を分かりやすくして欲しい。 40代 男性
台⾵での、使う記号など、特殊な⾔葉をニュースでは分かりやすく伝えてほしい。 30代 男性
台⾵の被害の強さが地域によって全く違うので分かりにくい。 20代 ⼥性
⼤型 超⼤型など台⾵の強さをもう少し噛み砕いて説明して欲しい 40代 ⼥性
⾵速とか気圧を⾔われてもピンとこない。進路図も⾒⽅がよく分からない 20代 ⼥性
進路予報円がいまいち解りづらい。暴⾵域なのか、強⾵域なのかなどをわかりやすくしてほしい。あと、ヘクトパスカルの
値を台⾵の強さと⽐較して表にしてもらえると解りやすいと思う。

30代 ⼥性

【あまりあてにしていない・信⽤できない等】
あまり信じられない 30代 ⼥性
あまり当てにならない 40代 ⼥性
あてにならない 50代 男性
無駄な情報が多い 50代 男性
マスメディアに信頼は置いてない 30代 ⼥性
少し場所が違うだけで状況が違うから、あまり参考にならない 30代 ⼥性
テレビ マスメディアは信⽤できない 30代 男性
余り役に⽴たない情報が多い。 60代 男性
気象庁予報を基にするので均⼀で特徴がない。殆どあてにはしない。 60代 男性
⽶軍台⾵情報との間で何らかの隔たりが有るのか知らないが、気象庁がだす情報はあまり当てにはならない。 30代 男性
国の発表は信⽤できない 60代 男性
⽇本の情報はやや不⼗分なところがあるため、どうしても⽶軍情報もひろうようにしている。 40代 ⼥性
台⾵の位置や⾵速、⾬量を確認する程度で、どこを通るかの予想はあまりあてにしていない。台⾵の時に公共交通機関、特
にバスが動いているかどうかもテレビで分かると良いと思う。ゆいレールは限られた⼈しか利⽤しないし、バスの路線の近
くに住んでいない⼈がバスが動いているか情報を得やすくなると思う。

20代 ⼥性
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 Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。役⽴っている部
分、⼀⽅で、こうしてほしいという要望がありましたらお教えください。（ご⾃由にお書きください）

年代  性別

視聴率を前提としたマスメディアの情報は⼀切信⽤しません バラエティ番組は構わないので、薄っぺらい情報しかない
ニュースやワイドショーはネットに専⾨チャンネルを作って、やめてしまってほしい。仕事場でテレビが付いて居たりして
イライラすることもなくなるので。

40代 男性

⽇本の台⾵情報よりも、⽶軍の台⾵進路予測の⽅が当たるので、国内で台⾵情報を放映されてもあまり役に⽴っていない。
沖縄の⼈は、⼀般のニュースはあまりあてにしていないと思う。ニュースの台⾵情報よりも、近所のおじいが、屋根の⽔タ
ンクを固定しているかいないか、の⽅が当たる。

30代 ⼥性

 ⽇本の、台⾵情報関はだいぶあたるようになったとおもうけど、外国の台⾵情報にはまだ勝てないような気がする。特に台
⾵の進路に関しては外国の台⾵情報を⾒てしまう。

40代 男性

【インターネット・モバイル利⽤に関して】
インターネットによる情報提供が充実しているので、マスメディアに対する要望は特にない。 50代 男性
インターネットが利⽤できればマスメディアなどどうでも良い。 50代 男性
ネットで分かりやすくしてほしい 20代 ⼥性
公共交通機関についてもモバイル速報してほしい 30代 ⼥性
スマホアプリでのプッシュ通知は便利。 30代 男性
ネットでもTVのように随時ワイプ等で放送した⽅がいい 50代 男性
気象情報に関してはモバイルの天気アプリを活⽤しているのでほとんど⾒てません。 40代 男性
ネットでの細かい地区の情報 50代 男性
ケータイから台⾵情報を得ているが、更新が遅く、短時間あるいはリアルタイムで台⾵がどのような状態・状況にあるかを
知りたい。

30代 ⼥性

いい部分:台⾵情報がいつでも⾒れるようになったのと、携帯からでも詳しく知ることができる現代はいいと思う。より詳し
くなったと思う。
要望:過去の強かった台⾵特集とかして、意識を⾼めてもらうのもいいと思う。台⾵について、とか。意外と知らない⼈多い
と思うので。

20代 ⼥性

私⾃⾝は気象庁のホームページで天気の情報を得る事が多いので、TVやラジオの台⾵情報はあまり聴かない。ウェザー
ニュース等、ずっと天気情報を流している番組を⾒ることが多い（⺠法やNHKでは、決まった時間にしか台⾵情報・天気予
報を流さないから）。⼤型台⾵の⻑期停電の際には、TV・インターネットは役には⽴たず、もっぱらスマホ（電池が持つ範
囲で）、ラジオ（或いは町内放送）が頼りとなる。現時点で⻑期間停電している台⾵圏内でTV放送・電池を多く消耗する動
画やサイトでの情報発信は⾒られず無意味なものと化すので、簡素で電池消費の少ない災害情報HP、ラジオ放送があればと
思う。

40代 ⼥性

【どこのスーパーが開いているのか知りたい】
スーパーの臨時閉店等のお知らせ 30代 男性
スーパーがあいているかの情報は欲しい 30代 男性
台⾵時に閉店してる店を教えてほしい。 30代 ⼥性
スーパーが開いているか。 30代 ⼥性
どこのスーパーが開いているか教えて欲しい。急なものが必要になった場合などがあるので。 20代 ⼥性
開いてるお店を教えてほしい。営業時間の変更のあるお店も教えてほしい。 30代 ⼥性
どこのサンエーがいつまでやっているか。品揃えとかも。 40代 男性
近くのショッピングモールがいつからオープンするのか教えてほしい。 40代 ⼥性
スーパーや⼤型ショッピングセンターなどの開店情報を詳しく流してほしいです。 50代 ⼥性
台⾵接近後にサンエーなのどお店が開いているか。また閉まっているところはどこかなど。 20代 ⼥性
難しい取り組みだと思うが、開いてるお店のニュース〔スーパーとかコンビニ〕も流れると⼦供がいる⼈は何か急な買い物
の時に助かる。

20代 ⼥性

【⼤げさでよい】
煽りすぎと思う事もあるが、慎重な報道で事故は防げていると感じます。特に⾶⾏機や船等は強く感じます。 40代 男性
最近は、アナウンサーが、⼤げさに災害に備えてください!みたいなことを⾔うが、それでいいと思う! 40代 男性
少し⼤げさに警戒するように呼びかけてもいいと思います 40代 ⼥性
多少⼤袈裟でも危険を知らしめる 60代 男性
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 Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。役⽴っている部
分、⼀⽅で、こうしてほしいという要望がありましたらお教えください。（ご⾃由にお書きください）

年代  性別

実際の台⾵の強さよりも報道が過剰な時があるが、そのお陰で⾮難が早めにできているのかもしれないと思う部分もありま
す。

20代 ⼥性

テレビ的に⼤げさな感じがするが、視聴している⼈のことを考えると、仕⽅のないことだと思う。台⾵対策や普段からの防
災意識を⾼める情報がほしい。

40代 男性

ここ最近のニュースは⼤袈裟に報道しているとは思うが、みんなの災害に対する意識の薄れで東北⼤震災のように被害が拡
⼤するのを防ぐ為には、仕⽅ないと思う。

40代 ⼥性

【停電時の問題解消について】
毎回停電するので、テレビは⾒れない。 30代 ⼥性
停電がいつ頃解消されるかなどの情報が欲しいです。 30代 ⼥性
停電になってしまったら、情報が⼊らなくなるので⾮常に困る。改善策はないのだろうか？ 40代 男性
停電時の情報が欲しい 40代 男性
停電の時に⾒れる⽅法 50代 ⼥性
⼀番情報が必要な時(最接近時)は停電して情報が⾒れないことが多いのでなんとも⾔えない。 50代 男性
【被害状況、被害状況について知りたい等】
被害状況 30代 男性
道路がどれだけ浸⽔してるか気になる 30代 男性
具体的な被害情報を発信してほしいです。 40代 男性
ナビゲーションマップで道路の被害状況等が分かると良いと思う。 60代 ⼥性
被災状況をもっと迅速に 60代 男性
断⽔停電情報をもっと知りたい 30代 ⼥性
【現場の中継は良い】
現地のリポーターさんが頑張ってリポートしてくれてるお陰で今どれだけの⾵速があってどれだけの被害がでている等の情報
が良くわかるので、それによって外出しないでおこうという判断が出来る

20代 ⼥性

現場での中継は⼤変さが分かる 30代 男性
危険と⾔われているが、暴⾵⾬地区からの中継は、最⼤このくらいという事がわかって参考になる。 40代 男性
現地からの中継で現状が把握でき助かっている。 60代 男性
【各局の相違について】
どのChannelも同じ内容になる. 取り決めで⼀社が放送すればいいと思う。 30代 男性
当然かも知れませんが、同じ情報繰り返してやるのではなく各局違う情報分担して欲しい。⼭が気になる⼈や、海側が気にな
る⼈など、其々得たい情報が違うので、時間の無駄が回避されるのでは。

50代 ⼥性

各メディアによって微妙なニュアンスの差が出てくること。気象情報の会社や予報⼠によって違うだろうが今のところ⽶軍
の情報も加えながらの判断をするのが多い

40代 男性

テレビ局によって情報が違ったりするから、どこを信じればいいか分からない 30代 ⼥性
台⾵接近時は、テレビ局の台⾵情報を⾒⽐べることが多い。台⾵の⾵速、速度、進路等についてできるだけ詳しく知らせて
ほしい  また、メディアによって予想進路図などの詳細さが違うことが多いが、統⼀したものにしてもらいたい。台⾵が沖縄
通過中は、メディア情報が少ないが、九州以北に接近すると、途端にニュウース等に多く取り上げられるような気がする。
偏りなくまんべんなく情報提供してもらいたい。

60代 男性

【その他】
台⾵は仕⽅ない 40代 ⼥性
情報発信を多く 40代 男性
公共機関の情報は特に欲しい。 40代 男性
いえの中で待機します。 50代 男性
接近情報 40代 男性
台⾵情報がほしい 20代 男性
最接近の時間の表⽰ 60代 男性
暴⾵域をしっかり伝えてほしい 40代 男性
同じ⾔葉ばかりで⼤変そう。 30代 ⼥性
いつも同じ場所で、中継⾵景を流しているので、いろんな場所でやってほしい。（特に県庁前ばかりだから） 30代 ⼥性
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 Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。役⽴っている部
分、⼀⽅で、こうしてほしいという要望がありましたらお教えください。（ご⾃由にお書きください）

年代  性別

いろいろな⾒解がある場合は、すべてを報道して欲しい。 50代 男性
被害よりも、どんな被害がどこにでそうかの予測が欲しい 50代 男性
今後の情報と、⾏政の案内を⾏って欲しい。簡単に通報する⼈が多すぎる 30代 男性
過去の似たような台⾵（⾵速、規模）と⽐較するような情報があると、よりイメージがわきやすい。 30代 男性
海岸近くなど、特に強⾵になる場所の映像ではなく、街中の映像を多く映してほしい。 50代 ⼥性
暴⾵警報が出るのが早すぎることがよくある。⼩学校が休みになると⾃分も仕事を休まなければならず⼤変困る。 40代 ⼥性
変化がないときにも同じ内容で放送しているときがある 50代 男性
同じ情報の繰り返しは かえって感覚が⿇痺するので⽌めたほうがヨイ 60代 男性
予報円が沖縄に被っていても、この進路なら沖縄通過しないって誰でも分かるから、予報円をもう少し狭く、確実にできる
んじゃないかと思う。

20代 ⼥性

沖縄地域拡⼤の台⾵進路予想地図を掲載してほしい。⽇本列島の掲載はいらない。⽇本列島を掲載すると、沖縄が⼩さく
なって、⽼眼ではよく⾒えない。

50代 男性

50%予報円があったほうが良いと思う 30代 男性
ニュースなどの⼀部の学校が休みは混乱するので流さないで欲しい 20代 ⼥性
暴⾵警報が出ているかは常に知らせてほしい 20代 ⼥性
24時間で⾒れるようにしてほしい 40代 ⼥性
⺠放はCM中は情報を流さないので、ずっと流してほしい。 40代 ⼥性
テレビの天気図を⽯垣島付近まで広げてほしい 60代 男性
予想をたくさん出してほしい。 20代 男性
今まで以上に情報が欲しい 30代 男性
地震速報みたいに暴⾵警報の際にもアラームを鳴らしてほしい。 40代 ⼥性
誤報でもよいので，最悪の場合を想定した情報を流してほしい 50代 男性
学校の情報も流してほしい 30代 ⼥性
テレビは特に同じような情報を流している。しかも⾸都圏中⼼の情報を流しても地⽅には関係なく迷惑すらある。もっと地
⽅独⾃の情報をながしてほしい。

50代 ⼥性

情報を統⼀してほしいです。 40代 ⼥性
勢⼒弱まるとかいう表現があるが、中⼼気圧が990hpaという場合でも強い場合が多々あるので、勘違いを起こしやすい。 30代 男性
時間単位の警戒推移がわかるといいかな 50代 男性
台⾵の強弱で表現を変えてほしい。確かに危険性は感じられるが、表現が変わらないと、危機感が伝わらない。 50代 男性
進路がわかると安⼼する。 50代 ⼥性
進路状況のわかる画⾯をもう少し⼤きくして欲しい。 40代 ⼥性
台⾵の現在進⾏速度から割り出した地域別の暴⾵域から抜ける予想時間 40代 男性
台⾵の進路予想と結果をもっと検証して欲しい 60代 男性
台⾵の勢⼒ 30代 ⼥性
最近NHKが台⾵情報をあまりやらない気がする。 30代 ⼥性
随時、台⾵専⾨チャンネルが欲しい。 50代 男性
沖縄は⽐較的、台⾵の被害を先に受ける地域と分かっていながら、NHKの情報が遅い 国営放送が台⾵の放送だけ、遅らす
のは国やNHK側が災害と捉えてないのでは。

20代 男性

報道姿勢が旧態のまま 60代 男性
強⾵に気をつけるタイプの台⾵なのか、⾬に気をつけるタイプの台⾵なのかを伝えてほしい。 30代 ⼥性
客観的な情報を常に報道願う。 50代 男性
私⾒を⼊れず現状（事実）のみを伝えてほしい。（判断を誤る） 50代 男性
台⾵の進路を⼀週間単位でやってほしい 60代 男性
台⾵情報は⼤事。アナウンサーやスタッフの安全が⼼配 30代 男性
発信者の⾔い⽅でどれぐらいの台⾵か想像出来る 20代 ⼥性
台⾵による海辺の様⼦ 20代 ⼥性
本⼟の⽅達は台⾵対策の⽅法が分かっていない様な気がします。 20代 ⼥性
怖い 30代 男性
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 Q21.メディア（マス・メディア）が発信する台⾵関連の情報に対して、あなたはどのようにお考えですか。役⽴っている部
分、⼀⽅で、こうしてほしいという要望がありましたらお教えください。（ご⾃由にお書きください）

年代  性別

怖い 30代 ⼥性
台⾵が来たら家から出ない とかの情報しか聞いたことないです 30代 ⼥性
頑張ろう 30代 男性
⾃然が相⼿なので予測がつかないこと（予想が外れること）があるのは仕⽅ない 40代 男性
最近，⾮難情報（誘導）などを出すと，後から「そんなの必要無かったじゃないか！」と騒ぐ輩がいるが，⼤災害に巻き込
まれなかっただけ良かったと思う様になってほしい．

40代 男性

台⾵の進路ははっきりしてほしい。また過度に不安をあおるような報道はしないでほしい 40代 男性
台⾵の進路や⾵速・速度が変わったら、すぐに分かるような機能をつけてほしい。テレビでは、本⼟向きの台⾵情報は⻑々
とやるが、沖縄県やその近海だとアッサリした内容に思える。

40代 ⼥性

やはり地⽅メディアの⽅が全国メディアと⽐較して正確だし、⾝近な情報を伝えている。ヤマトでは台⾵で港内の漁船が転覆
した映像がよく流されるが、なぜ陸上げ固定しないのか不思議。スロープもトレーラーも常備されていないので、船どうしで
固定しているだけ。改善の余地あり。

60代 男性
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附属資料2.2 これまでに経験した台⾵のエピソード（⾃由回答）
 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

【停電・ローソクで過ごしたことに関して等】
停電 20代 ⼥性
停電 30代 ⼥性
停電 30代 ⼥性
停電 30代 男性
停電 30代 男性
停電 30代 男性
停電 30代 男性
停電 30代 男性
停電 30代 男性
停電 40代 ⼥性
停電 40代 男性
停電 40代 男性
停電 40代 男性
⻑い停電 30代 ⼥性
停電したとき 60代 男性
⻑時間の停電 40代 男性
⻑時間の停電 50代 ⼥性
停電がつらい 40代 男性
停電で困った 50代 ⼥性
停電は嫌だ 40代 ⼥性
停電が⼀週間続いた 40代 ⼥性
停電で⽔が⽌まり困った 40代 男性
停電が何も出来ない 60代 男性
停電が多かった 30代 ⼥性
うちだけ停電 50代 ⼥性
停電があり ろうそくで⼀夜をすごした。 40代 男性
丸⼀⽇停電で断⽔。暑いが窓が開けられない、扇⾵機やエアコンが使えない。湿度が⾼くて⼤変だった。 50代 ⼥性

 停電が三⽇程続き、⾞の中で電気を付けてカレーを⾷べた。 20代 ⼥性
停電が⾃分のうちだけなのか判断できず、外に出て⾃販機や他のお家の明かりを確認する 30代 ⼥性
停電が⻑引き、台⾵が去った後まで続いた。 40代 ⼥性
停電・断⽔を思い出す 40代 男性
停電で暑くてすごく嫌だった 40代 ⼥性
停電で溶けたアイスクリームを⾷べた 40代 男性
停電で冷蔵庫のものがだめになった 30代 男性
停電で冷凍⾷品がダメになった 50代 男性
停電中にロウソクを使った事。 40代 男性
停電復旧の時間差 60代 男性
停電が12時間 続いた 60代 男性
停電が12時間続いた 40代 男性
停電で2⽇間電気に困った 20代 男性
停電で2⽇⾵呂に⼊れなかった 30代 男性
停電復旧まで2⽇間かかった。 30代 男性
停電の復旧が2⽇半かかった 30代 男性
3⽇くらい停電した。 30代 男性
三⽇間停電 30代 ⼥性
三⽇停電が続き、ふろにも⼊れなかったことがある。 50代 ⼥性
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 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

3⽇間停電した時は、仕⽅が無いので旅⾏にでかけた 50代 男性
三⽇間の停電、暗闇の中で髪の⿊染めをし、染まっているか確認できなかった 20代 ⼥性
4⽇の停電 30代 男性
停電が4⽇間のときはとても不便で電気の⼤切さを思い知らされた 30代 男性
1週間電気が⽌まった。 40代 男性
⼀週間停電 20代 男性
10⽇間停電 40代 ⼥性
１ヶ⽉停電 50代 ⼥性
20〜30年前に停電なってろうそくを使った 30代 男性
映画を観ていてちょうどいい場⾯で停電して台無し 30代 ⼥性
２００６年の台⾵１３号、停電は⻑いし崩壊してしまった屋敷やひっくり返ったプレハブ・・・ 40代 男性
停電で4⽇⾵呂には⼊れなかった。コンビニの従業員は必ず、どんな事をしても出勤。 50代 男性

 家から3⽇でられなかった。停電・断⽔が2⽇続いた。強⾵で洗濯機が⾵にまっていた。 50代 男性
夏に台⾵が来て、停電断⽔してびっくり 20代 ⼥性
⼩さいときの停電や断⽔。 40代 ⼥性
停電や断⽔が昔はよくあった 40代 男性

  停電 2⽇ 断⽔ 2⽇ ⾶⾏機⽋航 30代 ⼥性
2⽇ほど停電してクーラーが使えないため暑苦しいために実家に泊まったこと。 40代 男性
最近は停電もしないのでふつうに過ごす 40代 ⼥性

 台⾵で停電が⻑引いたことによる携帯の充電が切れて、⼦供たちがかなり退屈した。 50代 男性
電線が切れ、ネット環境が２週間遮断された。 40代 男性
オール電化のうちが停電。お⾵呂⼊れないわ、ＩＨつかず、カセットコンロと懐中電灯とロウソクで対応。 40代 ⼥性
オール電化のマンションに住んでいた時、停電で何も出来なくなりすごく困った。 30代 ⼥性
ここ10年は停電したことがない 40代 男性

 とても⼤きなな台⾵で島に⼤変な被害があった時、何⽇も続いた停電で⾟かった記憶があります。 40代 ⼥性
⼀部の地域が⼀⻫に停電したのを⽬の前で⾒たときびっくりした（⼩さいとき） 20代 ⼥性
引っ越した先が⽥舎で停電が2⽇続いた 30代 ⼥性
家が停電して、なにも⾒れず暑さに死にそうになったことがある。 20代 ⼥性
観光に来た友⼈の宿泊先のホテルが何時間も停電して、かなり不安がっていた。 60代 男性
宮古島で3⽇間停電した台⾵を経験し、事前の台⾵情報を気にするようになった。 40代 男性
近所のコンビニが停電の中、電卓で営業していた。 30代 ⼥性
近所の家は電気などが復旧しているに我が家だけ復旧指定内ときの情報 40代 男性
向かいの家は停電してるのに、家は⼤丈夫だった、 30代 ⼥性

 最⼤で48時間以上の停電は本当に困った。 40代 ⼥性
⾃宅が停電しているのに、向かいの家は停電していないことがある。 30代 ⼥性
実家が停電になったこと 30代 ⼥性
出産し、退院直後に⽣後間もない我が⼦を連れて帰ったその⽇に、台⾵で停電になった 30代 ⼥性
深夜停電して夜明けまでろうそくの明かりをつけて雑談 30代 ⼥性
台⾵のたび停電する。 20代 男性
台⾵の為家の中が停電して、⼦どもたちが⼤騒ぎしていた。 30代 ⼥性
⼤型台⾵で⼀週間停電した時のガスで炊いた⽶が美味しすぎた 30代 男性
⼤型台⾵の時に2⽇停電して電化製品が使えず真夏の暑さに耐えられなくなりそうになった。 50代 ⼥性
地域全体が数⽇間停電になり⾮常に困ったこと。 50代 男性
停電したとき家族でローソクを囲んで過ごした。 60代 男性
停電したので、トイレやお⾵呂にろうそくを置いて⼊ったこと。 40代 ⼥性
停電した時には、家にこもりカップラーメンなどを⾷べた。 20代 ⼥性
停電して、ろうそくで過ごしたことがある。 30代 男性
停電してロウソクで過ごした 30代 ⼥性
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 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

停電すると、発電機を作動させるがうるさかっま 30代 ⼥性
停電すると何もできなくなる 40代 男性

 停電で、冷蔵庫をできるだけ開けないように耐えたが、空腹に負け 停電中だが 開けしまった。 60代 男性
停電でクーラーも使えず暑くて耐えられず、危険ではあるが台⾵のなか避暑に外に出ました。 30代 ⼥性
停電でろうそくがあって助かった 30代 ⼥性
停電でロウソクで過ごした事がある。 40代 男性
停電で⼀週間冷たい⽔でお⾵呂だった 30代 ⼥性
停電と断⽔が⻑く続いた 30代 男性
停電になり、ろうそくで⼀晩すごしたこと。 40代 ⼥性

 停電になると家族で、ロウソクの⽕をともして過ごす特別な⽇ 世界が真っ暗だと異様な景⾊ 40代 ⼥性
停電のため、冷凍庫のアイスを家族で⾷べたこと 40代 ⼥性
停電の為、扇⾵機もつけられず暑い思いをした。 40代 ⼥性
停電の中、ロウソクのあかりのしたで、家族ですごした 50代 男性
島出⾝である為、橋が封鎖され、まる3⽇停電が復旧せずに、孤島となった事がある。 20代 ⼥性
那覇市は停電してもわりと早く復旧する 30代 ⼥性
⼆三⽇停電した台⾵で冷蔵庫の⾷品がだねになったことがあった。 50代 男性
漏電、停電 30代 ⼥性
台⾵による⼤規模停電の時に⾞を⾛らせたら街が暗かった 30代 ⼥性
停電したとき、懐中電灯が⾒当たらず⾃分の結婚披露宴で使ったウエディングキャンドルを使い,明るさを確保した。 40代 ⼥性
停電で2〜3⽇シャワーを浴びることができなかった時、知⼈がラブホテルに家族で⾏ったと聞いたときの驚き 60代 男性
凄い⼤型台⾵が沖縄を直撃して、丸2⽇間家の中に⽸詰状態になり、停電もして、会社も丸2⽇特別休暇になり、⻑い時間
だった。最近はそんな⼤型台⾵が接近してない。

50代 ⼥性

⼀度、⼤きな台⾵でほとんどの地域が停電になり、⼩さな島なだけに、復旧までに数⽇間かかり、冷蔵庫の中の物はほと
んどダメになり、毎⽇ラーメンばかりを⾷していて、夏場の暑い夜に、数⽇間ラーメンはキツかったです。

30代 ⼥性

⼩学⽣時代、夏休みの⾃由研究をロウソクの灯りの下で必死で仕上げた。台⾵で休校になったおかげで間に合った。
中学時代、数ヶ⽉連続で台⾵で休校になったため冬休みが減った。

40代 ⼥性

ほんとに⼩さな頃はよく停電もしたし、壊れる家も多かった。家の倉庫のトタン屋根が吹き⾶んだこともあって⼤変だっ
た。台⾵のあとびっくりするくらい周りの状況が変わって、散歩しながらびっくりした。でも今はそんな⼤きな台⾵はな
いし、家も台⾵に強くなったと思う。

50代 ⼥性

24時間以上の停電で、家族でろうそくの中過ごして、蒸し暑さと不安で⾟かったです。冷蔵庫の中の物もダメになってし
まった。

30代 ⼥性

ホテル滞在中に台⾵が来た。⾃家発電装備だったので、不便はなかった。帰りは多くの集落が停電していて、暗かったの
が印象的。肝⼼の⾃宅では停電ではなかった

50代 ⼥性

海沿いや辺鄙な場所では、停電70時間が普通にある。うるま市停電回復と⾔われても、同じ市内なのにこっちは停電なん
ですが。。。というかんじ。

30代 ⼥性

昨年、近所に雷が落ちて⼀帯が停電してしまったこと。周囲が続々と回復する中、内だけは真夜中まで付かなかった。沖
縄電⼒さんが来て初めてわかったことだが配電盤が古くブレーカーが途中でとまり付かなかった

40代 男性

昨年秋の丸⼆⽇にわたる停電は、暑い中 熱中症にかからないようにと気を付けながらなんとか乗り切りました。電気が
ないと何もできない⽣活にどっぷり浸かっていることを思い知らされました。結婚式のキャンドルサービスで使⽤したメ
モリアルキャンドルを灯して暗い中ご飯を⾷べたのはいい思い出になりました。

40代 ⼥性

産後すぐで停電し、電気が通じない中で⾚ちゃんのお世話や夜中の授乳など、全てが不安だったので、停電していない地
域のホテルに宿泊した経験があります。家のことも⼼配でしたが、安⼼して⼀夜を過ごせてとてもホッとしました。あり
がたかったです。

30代 ⼥性

⼦供が産まれてまだ⼆ヶ⽉の時、アパートが停電になり、夜中ずーっとうちわでパタパタしていた。クーラーの⼤切さを
感じた。

30代 ⼥性

真夏の暑い⽇に台⾵が来て、丸⼀⽇以上停電になり、まだ0歳の息⼦が⼤量の汗をかいているのを⾒ていたら「この⼦、
 死んでしまうかも」と本気で⼼配しました

40代 ⼥性

台⾵の⾵が強くて、家の窓ガラスが割れるんじゃないかと⼼配になった。また、停電が3⽇間続き不便だった。 40代 男性

64



 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

昔はすぐに停電したので、蒸し暑い夜などはお⾵呂にも⼊れず、クーラーも使えず最悪でした。 50代 ⼥性
昔は台⾵時の停電の際、ロウソクで明かりを取っていたこと。⼦どもの頃は暴⾵⾬の最中、わざと外に出て体感してい
た。

30代 ⼥性

昔は停電が多く時間も⻑かった。とにかく暇でラジオくらいしか暇つぶしになるようなものもなかったです。 40代 ⼥性
他のお宅では 停電になって⼤変だったとか聞くけれど、うちは 役所の前なので（少なくとも私が起きている時間で
は）停電になったこともないし、⼤きな被害にもあったことがないので 全く 実感がない。

40代 ⼥性

台⾵で停電してしまい、携帯も充電出来ない中、近所の居酒屋が営業してくれてたおかげで、⼣⾷も⾷べれて、携帯の充
電も居酒屋でしてもらえて助かった。

30代 ⼥性

停電したときは、ろうそくをつける。昼間でも、⾬⼾を閉めているため、暗く怖いので、⺟がトイレに⾏くときは、姉妹
みんなでついて歩いていた。

20代 ⼥性

年⼦の⼦供が0才１才のころ、夜中に停電。旦那は船の監視に⾏って留守。怖くて暑くて⼦供と泣きわめいていた時を思
い出します。

50代 ⼥性

台⾵の時。⼀⽇中停電してしまい夜中に⾞の中で携帯の充電して終わり家に戻ろうと、強⾵豪⾬に当たりながら家の扉を
 開けようとしたら、家族の⼈に鍵を閉められて、すぐ戻れなかった。寒かった。

20代 ⼥性

⼩学校⼊学前、ロウソクの炎で髪の⽑を燃やした。 40代 男性
 停電が頻発する地域なので、冷凍⾷品が傷んだり、お湯が出ず⽔で⼊ったり、信号が消えていたり…オール電化なんかフ

ザケるな！と⾔いたい
40代 ⼥性

⻑期間停電してる友達の家を回り、充電の為に携帯電話を預かり、洗濯物を集めに何⽇も通った事。 40代 ⼥性
⼩さい頃、海のすぐ側に住んでて、停電や断⽔になるため祖⺟の家へ避難していた。台⾵が去り、⾃宅へ戻る⾞中で、
「お家⾶ばされてないかなぁー。。。」と、不安に思ってることを⼝にすると必ず笑って「無くなってるかもよー」と、
返される。家にたどり着くまで毎回不安で仕⽅なかった。

30代 ⼥性

【⾵が強い・⾵でものが⾶ぶ・浮く・⾶ばされる等】
友達の家の屋根が⾶ばされた 30代 男性
屋根がなくなった。⾞が転がった。 40代 男性
昔、住んでいた家の⽡がほとんど⾶んだ 30代 男性
屋根が⾶んでいる 50代 ⼥性
⽡が⾶んでなくなった。 60代 男性
屋根が⾶んだ 20代 ⼥性
昔は、よくトタンや⽊々の葉っぱが⾶んでいた。 40代 男性
台⾵で家の屋根が吹っ⾶んだ話 30代 男性
駐⾞場の屋根が⾶ばされた 30代 男性
ニュースで⾒た学校の体育館の屋根が吹き⾶んでいた映像が印象に残っている 40代 男性
屋根が⾶んだ 50代 男性
屋根が⾵で⾶ばされそうになり、夜中に強い⾵が吹くなか、修理したこと。 40代 男性
会社の施設の屋根が⾶んだ。 50代 男性
近隣の家の屋根が吹き⾶んだ。 60代 男性
家の⽡が⼀枚、⼀枚と⾶んで落ちる⾳に恐怖を感じた 60代 男性
トタン屋根がそのままの形で吹き⾶んだ ⾃分の⾞が吹っ⾶んだ 祖⽗⺟の農作物がダメになった 台⾵後の空がきれい 30代 ⼥性
⾃宅のカーポートの屋根が⾶び、台⾵の中、他⼈宅の庭で、解体撤去作業をしたこと。 60代 男性
⼩学⽣の頃、近所の⽡屋根の⼤部分がお隣へ⾶ばされるという⼤型台⾵がありました。 50代 ⼥性
祖⽗の家の屋根が⾶んだ 50代 男性
⽥舎に住んでいたとき、⾃宅の屋根が吹っ⾶んでひどい⽬にあいました。 60代 男性
近くの家の屋根がなくなってた 50代 ⼥性

 ⼦供の頃トタン屋根の家に住んでいたが台⾵の暴⾵⾬で屋根が⼀部吹き⾶ばされ⼤変な思いをしたことがある。 60代 男性
ベランダが⾶ばされた・・ 50代 ⼥性
ベランダの、隣の住⼈との境⽬の仕切りが⾶んだ 40代 ⼥性
家のベランダのものが全部⾶んでなくなってる時があった。、 20代 ⼥性
ベランダの仕切りが⾶んできた。 40代 ⼥性
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 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

職場の看板や屋根が⾶んでいった 30代 男性
⼦供の頃、家の中から外を⾒ていて看板が⾶んでいるのを⾒て、怖いと感じた事。 50代 ⼥性
看板が⾶んできて危うくぶつかるところだった。 30代 男性
⾞が突⾵に煽られ、⾶んできた 30代 男性
⾞が反対⾞線にとばされた 40代 男性
畳が浮き上がった 50代 男性
⽞関と⾬⼾が吹き⾶び、窓枠からの⾬漏りがものすごかったこと 40代 ⼥性
マンションで隣家との仕切り版が吹き⾶び、被害が多すぎて資材がなく、2か⽉間修理にかかった 50代 男性
⽞関ドアが⾶ばされそうになる 30代 男性
数年前の台⾵で⾃宅の塀が吹き⾶ばされた 30代 ⼥性
⾵が強すぎて歩いて前に進めなくなった 30代 ⼥性
⾵が横に吹いているのには、びっくりした 30代 ⼥性
⾶ばされたこと。 30代 ⼥性
猛烈に強い台⾵と⼤潮が重なった時に、仕事場から⾶ばされそうになりながら、家に帰った 30代 ⼥性
沖縄にきて、⾵速が早かった 60代 ⼥性
前の職場で⾵速２５メートルで仕事をしていて、⾶ばされた。 60代 男性
猫が⾶んできた。 40代 ⼥性
洗濯機が⾶ばされた 30代 男性
とにかく塩がよく⾶んでくる 30代 男性
ゴミ箱がスッ⾶んでいった 60代 男性
ビニール傘を⾶ばしてた笑 40代 男性
カヤックが⾶んで⾏った 30代 男性

 ちかくの会社の庭においてあった流し台が道路に⾶び出して来た。 50代 ⼥性
ものが⾶んできて駐⾞場が汚くなった 30代 ⼥性
移住して最初の台⾵で駐⾞場の屋根が⾶んだ CSアンテナが⾶ばされた 50代 ⼥性
隣の家から、⽝⼩屋が⾶んできた。 50代 男性
バイクで通勤した際、鞄が⼗数メートル吹っ⾶んだ。国道で。 20代 男性
⽜が⾶んで⾏った 20代 男性
扇⾵機のふたが⾶んで⾏った 30代 ⼥性
⼤⽊が⾶んで来た 30代 男性
暴⾵のため、猫が⾶んだのを⾒た。幼い頃は傘をさしたら暴⾵で空を⾶べると思ってた。 40代 男性
オマルが⽻ばたいていたことくらい 30代 男性
出勤中、空から貯⽔タンクが降って来た。 30代 男性
屋根の⽔タンクが、⾵で⾶びそうになった。 50代 男性

 ⽝⼩屋が⾶んで来て⾃動⾞に当たった。 60代 男性
 ⼦供の湯船が吹っ⾶んで消えた 洗濯機が倒された 40代 ⼥性

隣の⼯場の倉庫が家の敷地に吹き⾶ばされた。あと数センチずれていたら、家に直撃していた。 30代 ⼥性
⾵で眼鏡を⾶ばされ無くした。 60代 男性

 幼少期 隣家の⼤きな植⽊鉢が⾶んできた 50代 ⼥性
 隣の家の策がとんだ 30代 ⼥性

朝起きたら隣の⾞のバンパーが無くなっていた。 40代 ⼥性
4年ほど前の台⾵は今まで経験した中で最も強かった。⾊んなものが⾶んできて家も壊れるかと思ったほどだった。 40代 ⼥性
アパートに住んでいた頃、隣の部屋のベランダに置かれていたペットボトルゴミが当⽅のベランダに⾶んできた。 40代 男性
畳が⾶んでいた 猫が⾶ばされていた 50代 ⼥性
隣の⽴体駐⾞場のパネルが6枚⾶び、娘の乗⽤⾞の30ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙそばに落ちすんでのところで無事だった。 60代 ⼥性
40年前あたりはトタン屋根の建物があって台⾵のたびにどこそこのトタンが⾶んでたよ！と話しが聞けてましたが、今
は、なかなか建物の被害があった話しは聞かなくなりました

50代 ⼥性

沖縄は台⾵が多いので50メートルの⾵で普通と思う。 60代 男性
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 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

運転中の中、ビルとビルの間で凄い⾵の勢いを感じた事がある。 50代 ⼥性
⾵が強くてドアが開かなかった 40代 ⼥性
⼩学⽣の時台⾵の⾵で浮いた。 40代 ⼥性
⿃が前に進めず⼀⽣懸命に⾶んでいた。 40代 ⼥性
選挙⽤のポスター掲⽰板が⾶んできて⾃動⾞にぶつかったことがある 60代 ⼥性
実家が新築した直後に台⾵接近、ベランダ下においてたペンキ塗料⽸が⾵で⾶ばされ、ふたが空いてしまい建物外壁⼀
⾯、ペンキが⾶び散り汚れてしまった。運よく、⽕災総合保険に加⼊してた為、保険で修復できました。

40代 ⼥性

  ⾞で同僚を乗せて会社に向かう途中、⼤⽊が⾶びながら道路を横断して来たので⾝の危険を感じた。 また、台⾵接近時
  から過ぎるまでなじみの店で飲んでて台⾵の存在が感じられなかったが、あとで聞くと結構な被害が出ていたと知った。

40代 男性

数年前に、近くの修理⼯場の屋根がまるごと25メートルほど吹き⾶ばされて、ほとんど無傷のまま、別の地点に着地して
いるのを⾒ました。

60代 男性

台⾵が接近しているのに模合に出かけたら、坂を上がっている途中で⾞のサンバイザーが強⾵で持っていかれた。台⾵を
なめたらだめだと思った。

40代 ⼥性

台⾵の⾵が強くて⼦供がドアに⼿をはさまれそうになった事。あまりに⾵が強く吹いていて⼦供が⾶ばされそうになった
事です。

40代 ⼥性

台⾵通貨後、⾞のボンネットが無なっていた。知⼈の⾞がマシンガンでも撃たれたのと⾔うぐらい駐⾞場の砂利でガラス
が⽳だらけ、知⼈の⾞が海岸の砂でサンドブラストかけたのと思うぐらい⾞体のペンキがはがれた（海岸側半分だけ）

50代 男性

1/友達が⾞で⾛⾏中 強い⾵で フロントバンパーが吹っ⾶びました。
2/台⾵時の披露宴出席 みんな 危険な暴⾵⾬のなか出席

40代 男性

学校で朝部活後、台⾵で休みになり、帰宅する途中、アルミの看板が⾶んできてもう少して当たりそうで怖い想いをし
た。

20代 ⼥性

台⾵で⾵が強く、とばらされそうになりました。でも、⼩さいときは学校やすめるしラッキーと思った時⾒もありまし
た。

20代 ⼥性

⾬⼾が⾶んでいってなくなった。台⾵が去った後、ガソリンスタンドの洗⾞コーナーが混んでて1時間待ちになる 30代 ⼥性
学校の部活をしていたら、暴⾵警報が発令されて、親を⾞で迎えにこさせなさいと⾔われて、⺟は運転が出来ないので
困った。友達の⾞の上にfamilymartの看板が落ちてきた。⾞のドアの⽔漏れ防⽌のゴムが⾶んだ。

30代 ⼥性

昔、向かいの店舗の⼤きな看板が壊れて落ちていたのが怖かった。仕事を始めてからは、台⾵でも関係なく仕事なので、
倒れた⽊や⾶ばされてきた。不法投棄の冷蔵庫などが転がっている道をゆっくり運転しながら出勤した。

50代 ⼥性

幼少のころ、60年近く前、屋敷内の汲み取り便所の建物部分が⾶ばされて、近くの⼩学校の運動場の真ん中に転がってい
たのを、⽗親たちが取りに⾏ったのを⾒たことがある。さらにその数年前、⼤⾬で道路が川のように氾濫し、⾃宅が床上
浸⽔して、⼀家七名が積み上げた畳の上で暗い⼀夜を過ごしたこともあった。昼間家から、この氾濫した道路を⾒ると、
⼈が泳いでいたのには驚いた。市内の浸⽔対策が整っている今ではまるで別の世界の話のようである。

60代 男性

⼀⼾建てくらいのタンクが国道のど真ん中に落っこちていたのをみたり、ビニールハウス1棟か道を塞いでいた。近所の
古い家の倒壊や屋根が⾶んでいた。会社近くのコンビニの看板がパイプごと折れていた。信号の向きが⾵に煽られて違う
⽅向を向いている。電信柱が傾いていた。電線が切れていて。⼩学⽣の時に同級⽣が海を⾒に⾏って波にさらわれた。近
所の海岸は台⾵接近前後は必ず新聞やテレビが、波の⾼さや⾼潮などの取材に来る。暴⾵警報が解除されて、特別警報に
切り替わるのが遅くて、出勤や⼦供の登校が混乱した。実家が⾼層で地震のように揺れて気分が悪くなる。⾼層階の実家
は⾵の向きで窓が撓みその隙間から⾬が⼊ってきて畳をあげる。迷⾛台⾵で、台⾵が戻ってきた。その他まだまだある。

40代 ⼥性

【窓・窓ガラスが割れた、ものが壊れた・破損した等】
物⼲し竿が⾶んで窓が割れた 30代 ⼥性
まどがこわれた 60代 男性
まどがわれた 60代 男性
強⾵で窓ガラスが割れたり、歩⾏が困難になって怖い思いをしたことがある。 40代 ⼥性
窓が割れて、ガムテープで補強した。 20代 ⼥性
窓が壊れた 20代 ⼥性
窓が割れて⼤変だった 40代 ⼥性
⾞の窓ガラスが割れて全損扱いになった。 20代 ⼥性
窓ガラスが割れた 30代 ⼥性
窓ガラスが割れた。 40代 男性
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 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

窓ガラスが割れたこと 30代 男性
窓ガラスが割れたこと。 50代 ⼥性
台⾵が、直撃して、家の窓ガラスが割れた 30代 男性
台⾵の⾵が強すぎて、窓ガラスが割れた 30代 男性
⼩さいころ、台⾵の強⾵で窓ガラスが割れた。 50代 男性
⾶来物で家のサッシの窓が割れたことがある 40代 ⼥性
⾞のガラスが⾵圧で割れた 50代 ⼥性
職場のガラスが割れた 30代 男性
マンホールが⾶んできて、ガラスが割れて、⼤変になった 30代 男性
⾞で帰宅途中、⾶来物でフロントガラスに⼩さいながらひび割れした 30代 男性
友達の家にブロックが⾶んできて窓ガラスがわれた。家のテレビアンテナが折れて暴⾵の中の治した。 30代 ⼥性
友達の⾞のフロントガラスに隣の家のドアが突っ込んでいた 20代 ⼥性
⾶んできた⽊が⾞のフロントにあたりガラスが割れた 40代 ⼥性
暴⾵で家のガラスに ひびが⼊った。 30代 ⼥性
倒⽊が職場のガラスを破壊した 40代 男性
電柱が倒壊していた。⾶来物で⾞に傷が⼊った。スーパーの棚が空になっていた。 50代 男性
台⾵の時、折れた⼤⽊が駐⾞しているうちの⾞のガラスにぶつかりガラスが破壊された。 50代 ⼥性
シャッターが吹き⾶んで、⾃家⽤⾞のボンネットに突き刺さった。 60代 男性
祖⺟の家のトタン屋根が⾶んでしまい近所の⽅の⾞を傷つけてしまったこと 20代 ⼥性
マンホールの蓋が⾶んできて⾞を直撃 40代 ⼥性
隣の屋根材が⾶んできて⾞が破壊された。500万円の損害だった。窓ガラスも割れ危うく破⽚が当たるところだった。 50代 男性
台⾵が過ぎた後⾞を⾒るとサンバイザーが外れかかっていた。 30代 ⼥性
⾞のボンネットがへこんだ 60代 男性
くるまのぶひんがとれた 30代 ⼥性
ブロックが⾞に落ちてきて、⾞が廃⾞になった 30代 ⼥性
⾞が破損 40代 男性
台⾵で出勤して、⾞が破損した。 40代 男性
友達が遊びに来て、帰りに浸⽔に巻き込まれて⾞が廃⾞になった。 40代 男性
⾶来物で、近所の⼈の⾞が破損してました。 50代 ⼥性
家の敷地ないに⽣えていたヤシの⽊が台⾵の際倒れ屋根を直撃し、⾬漏りして⼤変だったことがある 40代 男性
近くの学校のトタン屋根が外れたこと 20代 ⼥性
トタン屋根が剥がれた 30代 ⼥性
屋根に⽳があいた 20代 ⼥性
屋根破損 20代 男性

 ベランダの隣との仕切り扉が⾶来物により破損した 20代 ⼥性
隣の部屋との仕切り板が壊れた 30代 ⼥性
暴⾵でマンションベランダの隣家との区切り板がよく割れる 30代 ⼥性
住まいのマンションベランダの隣との壁が２年間で３度破壊 30代 男性
ベランダの防壁が割れた 50代 男性
アパートのベランダの避難扉が全て破損 30代 男性
ベランダのとなりりとの壁が壊れた 30代 ⼥性
⼩学校の頃、台⾵で校舎が倒れて、よろこんだような・・・。 60代 男性
プレハブの全壊 50代 男性
親の実家が崩壊 40代 男性
台⾵でテレビのアンテナが折れ、１週間くらいテレビが⾒られなかった 20代 ⼥性
近所からの⾶散物でソーラーが損壊。（保証してくれないのかな？）他⼈に迷惑をかけないようにしっかり準備を！ 50代 男性
強⾵で実家の換気扇が外れた 30代 ⼥性
強⾵で建造物の飾りがゆがんだ。 60代 ⼥性
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 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

台⾵通過後、ベランダの⼿摺り（⻑さ４間）が根元からちぎれてなくなっていたのには驚いた。 50代 男性
会社のサーバーが壊れた 30代 男性
近所の建物の看板が折れた！ 30代 ⼥性
電柱、看板などの破損 40代 ⼥性
⾵速計が壊れた 20代 男性
策が壊れた 50代 ⼥性
⾞庫のｼｬｯﾀｰが壊れた。 60代 男性
台⾵で窓が曲がって⼈⼒でおさえてたとき 40代 男性
台⾵接近を⽢く⾒ていて、飲み会からの替える時間を延ばしてしまい、深夜帰りのタクシーのドアが強⾵で壊れた 40代 ⼥性
⻑期海外旅⾏から帰ると台⾵により室外機が壊れていてエアコンがつかえなかった 50代 ⼥性
庭のぱーごらがほうかいした 60代 ⼥性
庭のフェンスが壊れた。 40代 男性
傘が折れた 50代 ⼥性
部屋の窓ガラスが割れ部屋が嵐になる。駐⾞場の⾞が⾵に押され隣の⾞や壁にぶつかる。屋上の⽔タンクが破損して吹っ
⾶ぶ。衛星受信アンテナや地デジアンテナが吹っ⾶ぶ。

40代 男性

そもそも沖縄のアパートなどは⾬⼾やシャッターがないのがおかしい。サッシがしなりとても怖い。翌⽇ベランダを⾒る
と防⽕壁が壊れて⾶んでいた。それが当たっ⾄ら室内は終わり。

60代 男性

⾬⼾が⼀枚ずつ⾶んでいきしまいにはガラスに何かが当たって割れた。割れた部屋の隣の部屋に避難し，家族でふすまを
1枚ずつ押さえ何時間も過ごした。

50代 ⼥性

 マンションの隣との⾮常⽤防災板が、割れ、更にその枠も歪み、倒れ、窓ガラスに触れた状態になり、⾵が吹く度に上下
に動きギーギーと⾳を⽴ててガラスを傷付けた。いつ窓ガラスが割れるか⼼配だったが割れるまでには⾄らなかった。も
し、枠がもっと激しく外れ、窓ガラスに強く当たっていたら、割れる可能性は⼤いにあると思うと怖い。

50代 ⼥性

映画に⾏ったが休⽌になり、しかも⽬の前の駐⾞場に⾏けずタクシーで帰宅、次の⽇に⾞を取りに⾏ったら故障していた
(>_<)

30代 ⼥性

45年前に台⾵の後家族でドライブしたらた崩壊している家屋を発⾒した。それも⽡屋根が全てとなりの家の屋根に乗っ
かっていた。

50代 男性

⼤⾬接近時に県外から来県している友⼈をホテルに訪ねたとき、⾞から出ようとしてドアを開けた瞬間に強⾵でドアを開
けられて、ドアのちょうつがいが反対側へ曲げられてドアが閉められなくなってしまった。以後ドア取ってを捕まえて離
さないようにドアをゆっくり開けている。

60代 男性

⾃分の家に隣から屋根⽡が⾶んできてガラスが破損したことがありました。災害共済ですぐ対応してもらい、助かりまし
た。私の友⼈が、⼤学の講義で「⾃分の名前」について、夏休みの課題でレポートしていました。彼⼥の名前（ひとみ）
は、超⼤型台⾵のど真ん中(⽬)に⼊った時に⽣まれたことから名づけられたのだと。実は、それが全くの作り話だったと
分かり、全員⼤爆笑。楽しい⼈でした。

50代 男性

お気に⼊りの⿊い傘をさしていたが（基本、台⾵時はささないが）⼀瞬の⾵逆になり、そのまま捨てて帰った。￥5000
の傘だった。それ以降、⾼い傘は買わない。

40代 ⼥性

数年前に⼤きな台⾵が直撃した時には、実家の外枠のブロック壁が壊れた時は恐怖を覚えた。アパートの窓ガラスも補強
していたが、割れそうな勢いだった！割れることはなかったが、窓の隙間から⾬が⼊り⼤変だった。

40代 ⼥性

【浸⽔・冠⽔・氾濫・増⽔など⽔に関する被害等】
浸⽔。 20代 男性
浸⽔した 40代 ⼥性
浸⽔した。 20代 ⼥性
窓からの浸⽔ 30代 ⼥性
友⼈の家が床上浸⽔した。 60代 男性
⼦どものころ、床下浸⽔したことがって避難したことが覚えている。 60代 男性
床下浸⽔ 40代 ⼥性
窓からの浸⽔ 60代 男性
同僚の家が床下浸⽔をした 友達の住んでる区域が停電した 20代 ⼥性
ドライブ中⾞が浸⽔しかけた。 20代 男性
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 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

家の近くが浸⽔してて 泳いだことです 30代 ⼥性
教室が浸⽔して、机や椅⼦を乾かした 50代 男性
⽔洗トイレがない時代に回りが浸⽔しているとき外に出て⾒学して歩いた。今思うとぞっとする。 60代 男性
友⼈が住んでいる近くの国道が冠⽔して川になっていた 30代 男性
冠⽔して⾏けなかった 20代 男性
近所の道路が冠⽔して⾞が浮いていた 50代 男性
氾濫を⾒に⾏った 20代 男性
沖縄でも河川の氾濫があったこと 60代 男性
川が氾濫して、家の裏⼭が⼟砂崩れで家の前の道路を封鎖された事。 20代 ⼥性
川の氾濫で、会社に出勤できなかったこと。 20代 男性

 近くの川の氾濫 40代 男性
近所の川が氾濫し旦那の⾞が⽔没した 40代 ⼥性
⾼潮で川が氾濫して、床上浸⽔。。⾞も壊れた 30代 ⼥性
⼦供のころ川の氾濫があり床上浸⽔して屋根裏に避難したこと。 60代 男性
⼩さい頃、近くの川が氾濫・浸⽔し、床上げをして過ごした経験が忘れられない。 60代 ⼥性
川が氾濫し、道路が冠⽔して台⾵が去った後も学校に⾏けなかった。 40代 男性
窓のサンに⽔があふれる状況に陥ったことがある 40代 男性
家屋⽔没 30代 男性

 家のまえの道が増⽔してた。 40代 ⼥性
まるで川になってしまった家の前の道路を⻑靴を履いて兄弟と興奮して⾛り回った 30代 ⼥性
駐⾞前の道が川の様になったことに、ワクワクした。 30代 ⼥性
⼦供のころ台⾵による増⽔で⾼台に避難したことがある。 60代 男性
強い台⾵でクーラーから⾬が侵⼊してきて寝室がびしょ濡れになった 40代 男性
原っぱの⼀軒家のころは⾬の侵⼊が酷かったが周囲に家がたって何らの対策も必要なくなった・ 60代 男性
アパートの通気⼝から⾬⽔が浸出し、タオルとゴミ袋とガムテープを駆使して塞ぎ、1時間おきに取り替えたこと 40代 ⼥性

 宮古島で強⾵で窓ガラスが割れた情報があったので、その後の強い台⾵の時は窓ガラスの強化をした。窓ガラスからの⾬
⽔の浸⼊で、⼤変だった

20代 ⼥性

２階に住んでいるのに部屋が浸⽔した。ベランダの排⽔溝が⼀ヶ所しかなくてそこが詰まってしまいベランダがプール状
態になり部屋まで⼊ってきた。

30代 ⼥性

昔、⼩学校の頃、よく浸⽔した事、特に階段の⼆段まで浸⽔し、平屋の⽅が避難して⼀緒に過ごした事は忘れません。さ
らにボートみたいなもので通りを漕いでいた⼈がいたのも覚えています。

60代 ⼥性

⾵速が40メートルを超えるとたいがいアルミ窓の枠から溜まった⾬⽔が徐々に吹き込んでくる。窓枠の下側に布を押し込
んで対策をするが、⾬の多い台⾵だと頻繁に布の取替えをしなければならない。とても疲れる。 知り合いの家に⾵で⾶
ばされた物体が窓ガラスに当たって破損し、家中が⽔浸しになったと聞いたことがある。

60代 男性

⼀⼈暮らしの時に、突然停電になってなにもかも⽌まって何も出来なくなって、仕⽅なく寝ていたら、起きたときには、
窓から⾬が⼊ってて部屋の半分が⽔没していた事。それから、部屋の掃除が本当に⼤変だった…

30代 ⼥性

以前に住んでいたアパートが築年数が古い所で台⾵が来る度に窓から浸⽔していた。台⾵接近の情報があると、毎回畳を
あげてアルミサッシに新聞紙を詰めたり、ガムテープで補強するのが⽗の役⽬だった。また、停電も多かったので、ろう
そくを灯しての⼀家団欒？もあった。

30代 男性

⼦ども頃、近くの河川が氾濫して⽔が床下まだ浸⽔したときに履物を全部、家の中に⼊れたこと。その後、⾬が降るたび
にまた川が氾濫して⽔がくるとおびえていたと成⻑してから親や伯⺟から聞いた。

50代 ⼥性

名護を直撃した巨⼤台⾵はトラウマになるレベルでした。四階に住んでいたのですが、ドアから浸⽔してきて焦りまし
た。また、ドアが強烈な⾵でビクともしませんでした。

40代 男性

台⾵の時、どうしても帰るときに橋を渡らなければならず、タクシーで帰ったが、橋に⼊った途端、川の⽔があふれてい
て、⾞の頭から川の⽔を思い切りかぶった。アトラクションのようだったが、流されるのではないかとドキドキした。

40代 ⼥性

旦那と付き合った年に、⼤型の台⾵で実家近くの仮屋が床上浸⽔。⼆⽇間⼿伝いにいった。旦那があとから⾔うには、結
婚⼦決めてにもなったそうです(^_^)

30代 ⼥性

【⾞が横転・移動】
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 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

⾞の横転 60代 男性
駐⾞場の⾞が横転した 30代 ⼥性
⽬の前で⾞が転がる 20代 ⼥性
家の中から外を⾒ていたら、広い駐⾞場に停めてあった軽⾃動⾞が横転した。 50代 男性
⾃分が運転しているときに、横転している⾞を⾒たとき 50代 ⼥性
⾞の被害 30代 男性
出勤中にトラックが横倒しになっているのを⽬撃 40代 男性
停⾞中に⾞が横転しそうになった。 40代 男性
暴⾵で⾞が横転しているのを⾒たのが衝撃でした。 30代 ⼥性
台⾵が去った翌⽇横転した⾞を⾒た。 60代 男性
同僚の⾞に相乗りして出勤途中、反対⾞線で横転している⾞を⾒た。翌⽇の新聞の⼀⾯だった。 40代 ⼥性

  電柱にしがみついた バスが横転 電柱が倒れた 50代 ⼥性
 ⾵で⾞が⾶ばされてひっくり返った事とか、とたん屋根が⾶ばされた事がありました。 40代 男性

⾞が突⾵で浮いた 30代 ⼥性
⾞が浮いた 30代 ⼥性
昔、通勤途中に⾞が⾵に煽られてびっくりしたこと。 60代 男性
豪⾬で⾞が動かなくなった。暴⾵で⾞がひっくり返った。 20代 男性
⾃家⽤⾞ 軽 を駐⾞場に停めていたら⾵でズレていた 30代 ⼥性
停めてある⾞が動いた 20代 ⼥性
隣さんの⾞強い⾵で移動しました。 30代 ⼥性
⾞が動いた 30代 ⼥性
勤務先の駐⾞場の⾞が、強⾵で動き他の⾞に当たったこと 60代 男性
⾵で⾞が押され⾞同⼠がぶつかっていた 20代 ⼥性
強⾵で、⾞が、勝⼿に動いて、他の⾞に、ぶつかった 40代 男性
⾞が横倒しになった 60代 男性
⾞がひっくり返ってるのを⾒たこと 20代 ⼥性
陰にしまっていなかった⾞が１ヶ所に押し固められたり、ひっくり返って⾞の上に⾞が乗ったりして驚いた。陸揚げして
いた漁船が⾶んだ。

30代 ⼥性

 ⾃動⾞が横転した。マイクロバスが駐⾞場にて10Ｍほど移動した。⼤⽊が折れた、⼜⾄る処で⽊が折れたい⾶来物が散
乱して道路を塞ぎ⼤渋滞が起った。

60代 男性

【電柱・⽊など、ものが倒れる・折れる・恐ろしく揺れる】
家の前の⼤⽊の倒壊、⾼潮による⾞の破損 50代 男性
15年ほど前の宮古島の台⾵で、⽊や電柱が倒れて道路を覆っていた 20代 ⼥性

 何年か前の⼤型台⾵の後、近所の⼤⽊が倒れていて、台⾵の⼤きさを実感したのを覚えている 40代 男性
⼭が近いので折れた⽊の枝が多くて⼤変 30代 男性
⼩さい頃に家の庭の⽊が倒れて、こわくてお⽗さんにくっついて寝ていた。 20代 ⼥性
⾃動⾞が倒れていたり、パームツリーが道路に倒れている事が当たり前になっている。 40代 男性
倒⽊して道が通れない。⾞の扉があかない 30代 男性
強⾵で家の⼤きな⽊が、⾞の横ギリギリに倒れており驚いた事 40代 ⼥性
⼤きな⽊が、折れた 50代 男性
路上の倒⽊の⽚づけ 60代 男性
近所の電柱が倒れ、隣の貯⽔タンクが屋根から落ちた 50代 ⼥性
電柱倒れる、看板⾶ぶ 20代 ⼥性
家の前の電柱が折れた 30代 ⼥性
学校の前の電信柱が恐ろしく揺れていた 20代 男性
電柱がドミノ倒し。 30代 ⼥性
電柱が倒れ道路が数⽇間封鎖された 40代 ⼥性

  電柱たおれる 充電器つかえなくて、⾝内が充電しにきてた うちだけ停電しなかった 30代 ⼥性
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 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

20年以上前にこれまでに最強の台⾵に遭い⽗のバイクを起こしても起こしても倒れるので放っておいたら⽗に叱られた。 40代 ⼥性

知り合いが台⾵でガレージの前の道路標識が倒れて⾞が出せなくなってた 20代 ⼥性
住んでるアパートから実家の様⼦を⾒に⾏こうとしたが、普段⾞で10分もかからないところなのに、電柱が倒れて通れな
い道路が多く、迂回、迂回で、1時間ほどかかった。

50代 男性

 約15年前宮古島赴任の際、道路沿いのコンクリート電柱がなぎ倒され、駐⾞場の⾞が横転するのを⽬の当たりにした時、
 さらに停電も１週間続いた時はかなり⼤変でした。

60代 男性

宮古島在住時に、超強烈な⾵で電信柱が軒並み倒れていたこと。暴⾵特別警報が出ている最中に、対策本部⻑の市⻑が市
 ⻑室でオトーリをまわしていて、市⺠保護をそっちのけにしたこと。恥ずかしすぎる。

60代 男性

【台⾵通過中・後にものが散乱】
海に近い58号線を⾞で⾛っていたら、こぶし⼤の岩や⽯がゴロゴロ打ち上げられていた事。 40代 男性
道路を⾞で⾛⾏中、屋上にあるはずのタンクが道路を転がっていた。 30代 男性
家の前の道路が坂道でいろんな物が漂流していた 40代 ⼥性
【台⾵後の状況について】
次の⽇のガソリンスタンドや家の前では⼀⻫に⾞の洗⾞が⽬⽴つ 40代 ⼥性
台⾵通過後に潮を落とすためクルマや家を洗い流す 30代 男性

 台⾵⼀過後に⼀⽇がかりで綺麗に洗⾞、ワックスがけをしたら、すぐに次の台⾵が発⽣して全てが無駄になった。 40代 男性
通過後の⼤掃除 30代 ⼥性
台⾵で休んだ分、仕事が増える 40代 男性
海岸の砂が窓に溜まり掃除が⼤変だったこと 60代 男性
台⾵直後のドライブで被害状況を⾒ることがよくあった。 30代 男性
⾞の窓を少し開けてる事を忘れ、台⾵が去った後⾞内に葉っぱが散乱していた事 40代 ⼥性
親が農業関連の仕事してた時は台⾵被害に作物が合いやすいので⼤変だと思った。後、台⾵後の家や職場、学校の掃除は
ちょっと⼤変。葉っぱとかいろんなものが⾶んでくるので。

30代 ⼥性

幼い頃…台⾵が過ぎ去った後、家の裏⼿に電線が⽣き物の様にパチパチ⾳をたててうごめいてました。⽗が⼤声で外に出
ないよう叫んでました。

60代 ⼥性

【出勤・仕事】
台⾵でも宿泊業は出勤 40代 男性
台⾵なのに職場は出勤で⼤変だった。 30代 男性
台⾵の時、仕事に⾏くことになり、傘はこわれ、ずぶ濡れになった。 50代 ⼥性
台⾵の⽇に出勤させられた 20代 ⼥性
ものすごい⾬⾵の中、出勤したこと 30代 ⼥性

 職場の休みの連絡が遅くなって、最接近の最中⾼速で職場に向かった事 40代 ⼥性
仕事がサービス業なので台⾵でも休めないのがつらい 30代 ⼥性
台⾵の復旧作業で1週間ぐらい家に帰れなかった。 30代 男性
福祉施設の当直で、停電にもなり利⽤者の⽀援に追われた時は⼤変だった。 30代 男性
観光施設で働いてる時、台⾵で午前中は休みだったのに、急に午後から出勤になって、⾬⾵が強い中出勤しました。 20代 ⼥性
⼯期がなく、海中道路が封鎖される直近まで仕事をした。 50代 男性
前職が警備関係だったので、台⾵の時は家にも帰れず⼦供達の事が⼼配でたまらなかった。 40代 ⼥性
台⾵の真っ最中、橋を閉鎖しに⾏ったことがある。 60代 男性
出退社の危険度や⼤変さ 40代 男性
仕事柄、台⾵の中でも仕事に⾏くといつもの⾵景が変わっている 30代 男性
台⾵でも仕事に⾏かなければならなくて、近所のおじさんが、トランクにブロック(重し)を積んでくれたり、タクシーを
⼿配してくれた。

30代 ⼥性

ホテルに勤務しているので、台⾵の時は家に帰れず、職場で待機になり、台⾵の速度が遅いと、なかなか帰れず、⾟かっ
た。

30代 ⼥性
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 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

  台⾵の時の出勤がハード。島ぞーりに短パン、バスタオル持参。古い病院なので、漏電が怖かった。新聞紙を丸めて窓に
詰めて、⽔漏れ防⽌した。勤務後、帰ろうと思ったら、⾞がバッテリー上がりでやるせない気持ちに。しかも代⾞。あり
得ない(´ω｀)

50代 ⼥性

物凄く強い台⾵が直撃したとき、道はどこもかしこも池になっているし⽊は倒れまくっているし信号もついていない状況
の中で、職場からは出勤と⾔われ、通常⾞で⼀時間半かかる距離を怖くて泣きながら暴⾵の中、三時間かけて職場に⾏っ
た

20代 ⼥性

【ケガ・転倒】
ドアで⼿を挟んだ 40代 ⼥性
ドアで指を挟み⽖がはがれた 30代 男性

 ドアで指を挟んだ 30代 ⼥性
看板が⾶んできてケガした 40代 ⼥性
⼤きな窓ガラスが割れて、破⽚が散ってけがをしたこと。 40代 ⼥性
台⾵接近時にけがをした家族がいる。 60代 男性
⾞が転がったり、扉に⼿を挟んで指が落ちるはなし 20代 男性
強⾵により窓ガラスが割れ、腕を主に複数の切り傷を負った事があります。 30代 男性
外に出たらトタン屋根が⾶んできてぶつかった ⼀⼈暮らしのアパートの窓が割れた 停電が5⽇ほど続いた 20代 ⼥性
台⾵接近時に家の外で遊んでいたらプラスチック製のトタン屋根が⾶んできて⾸に当たったことがある 30代 男性
台⾵で外に出る時に旦那が⾵が強くてドアが閉まり、眉上がドアにぶつかり⾎が出た事。（笑） 20代 ⼥性
知⼈が⽞関のドアに指を挟んでしまい、特に気をつけている 50代 男性
防波堤を⾛って転んだ 40代 男性
クルマの外装部品（パネル継ぎ⽬のカバー）が取れた。台⾵時、ビル⾵で⾝体ごと吹き⾶ばされ、建物の壁に激突した 30代 男性
⾞のドアが勢いよく開いてぶつけた。家のドアが勢いよく開いてオバーが転んで歩けなくなった 40代 ⼥性
⼦供が割れたガラスで⼿を切り、お家の中が猛烈な⾵で物が⾶び、助けを求めたが、消防も救急も警察も⼿が回らず、恐

 ろしい⼀夜を過ごした。
40代 ⼥性

５０年程前の⼤型の台⾵(ｺﾗ？)の時に⾵の強さに家の窓ごと隣の家まで吹き⾶ばされ、親に必死で助けられたことがあ
る。

60代 男性

 友⼈が、⾶んできた看板にあたって腰の⾻を折ってしまったというのが、⼀番印象に残っています。なので、それ以来⾃
分も絶対に台⾵の際は外に出ないようにして今す。

30代 男性

昔住んでいた家の屋根が⾶んで、夜中に幼児と乳児の⼦供を連れて、強⾵の中⾮難した。⾮難の途中で⾵にあおられて転
倒した。

50代 男性

病院に勤めていたので、台⾵の時 外で遊んで怪我をする⼦がたくさんいました。私もそうだけど、どうして沖縄県⺠は台
⾵の時に遊びに⾏くのか。ソワソワするのか疑問。

20代 ⼥性

 妻が妊娠中の時に、台⾵の最中、北⾕に出かけたら、妻が突⾵にあおられて、転倒したことがある。 それ以来、無⽤な
外室は、しないようにしている。

40代 男性

【怖い・不安・危険を感じる・⼤変な思い】
怖い 20代 男性
ただ少し怖い 60代 男性
凄い台⾵は怖いと思った 40代 ⼥性
⾬⼾がないので、窓に打ち付ける⾬の⾳で眠れません。窓ガラスが割れてしまうんじゃないかという恐怖があります。 40代 ⼥性
本⼟の実家から兄弟が来訪中で、その兄弟が暴⾵⾬に恐れおののいていたこと。 60代 ⼥性
⾵速50ｍになると窓ガラスがぶんぶん揺れていて怖い。 60代 男性

 新婚の年に来襲した超⼤型台⾵ 怖かった 40代 男性
新聞配達中に強⾵にあおられてアパートの階段(⼀番上)から落ちそうになったこと。かなり怖かった 30代 ⼥性
勤務中に台⾵が接近し、帰るとき怖かった 40代 男性
最近の台⾵は家屋が揺れる倒壊しないか怖い。 50代 男性

 瞬間⾵速70mの⾵で⾵切り⾳が強く、アルミサッシが壊れるのではないかと思い眠れなった。 40代 男性
強⾵で⾵の吹く⾳や、窓ガラスの揺れる⾳にびっくりした 20代 ⼥性
危ない 20代 ⼥性
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 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

台⾵接近中に⾞を運転して⼤変な思いをした。 30代 ⼥性
妊娠中に来た台⾵のとき、暴⾵で窓が取れそうになって、別の部屋に避難しても不安で仕⽅がなかった中、主⼈がギター
を弾きながら歌を歌ってくれて、不安が和らいだことを思い出します。

30代 ⼥性

【⾶⾏機⽋航・交通・帰れなくなった・⾏けなくなった】
航空機の⽋航 60代 男性
⾶⾏機の着陸時にヒヤヒヤした 30代 ⼥性
⾶⾏機が⾶ばなくなって、⾜⽌めされたエピソード。 60代 男性
⾶⾏機が⾶ばなく⾜⽌めの経験をした。 60代 男性
帰れない旅⾏ 30代 ⼥性
旅⾏中に台⾵が来て沖縄に帰れなくなった 40代 男性
県外の友⼈が泊まって台⾵で帰れなくなった。 40代 男性
出張した離島に、台⾵の影響で3⽇も留め置かれたこと。 50代 ⼥性
⾶⾏機が⾶ばなくなって旅⾏に⾏けなくなる 20代 ⼥性
⾶⾏機が⽋航になり、数ヶ⽉前から楽しみにしていたライブやスポーツ観戦に⾏けなくなってしまい、とても悲しかった
こと。

40代 ⼥性

本⼟に住んでいた時に、⼟曜1泊の予定で来沖したが、台⾵で3泊することになった。延泊でホテルに⽸詰めになり、仕事
に影響も出たが、⽉曜の夜に那覇で飲み歩きできたのは良かった。

50代 男性

⾃分が⼩学⽣の時に⼭原のおばあちゃんの家に⾏って、台⾵で国道58号が通⾏⽌めになり帰れなくなった。停電し、初め
てロウソクを使った。

20代 男性

10⽉の三連休に、⾶⾏機にのって旅⾏予定でしたが、季節外れの⼤型台⾵で結構。旅⾏がキャンセルになってしまったう
えに、⾶ぶかわからなかったので、空港には着いていたので、混雑とキャンセルの電話等々でとても疲れた想い出があり
ます。そのとき、空港が⽤意してくれた、ペットボトルのグァバジュースとパインジュースがとても美味しかったです。

30代 男性

【イベント・旅⾏延期・中⽌】
友⼈の結婚式に⾏けなかった。 30代 男性
台⾵の影響で安室奈美恵さんのライブがなくなってショックだった。 30代 ⼥性
台⾵がきたせいでせっかくの家族旅⾏が中⽌になった 20代 ⼥性
同僚の披露宴が延期になった 停電が1⽇以上続いた ⾵⾬の合間に⽝の散歩に出かけたら、ほかにたくさん散歩してい
る⼈たちに出会った

40代 ⼥性

昔、本島を直撃した後１週間後にまた再通過した台⾵があったが、順延した計画が中⽌に追い込まれた、悲しい思い出が
ある。

60代 男性

【断⽔】
10⽇間も断⽔・停電したので、⼿洗いで洗濯したり冷蔵庫の⾷材を調理して友⼈と⼀緒に⾷べて過ごした思い出 50代 男性
断⽔や停電で何も出来なかった。むし暑かった 40代 男性
数年前、1⽇以上 断⽔した時 飲み⽔は確保してあったが、トイレの⽔に困って 湧き⽔を汲みに⾏った。 60代 ⼥性
断⽔2⽇間 40代 男性
断⽔したときの⽔の使い⽅や停電したときに冷蔵庫のものを処分するのが⼤変だった 30代 ⼥性
断⽔に備えて浴槽に⽔を貯めておく 30代 ⼥性

 我が家では断⽔、姉宅では停電。物々交換で、昼間姉宅でお⾵呂を済ませて夜は我が家で⼣⾷。寝る前直前まで皆でワイ
ワイ。貴重な時間でした！

50代 ⼥性

 私の住んでいる家は古く、宮古島台⾵（サラ）から⼤きな台⾵を全て経験している（私⾃⾝では無く、家が）。
 宮古島台⾵（サラ）の際には新築で頑丈だった為、避難所として使⽤されたと⾔うエピソードを聞いている。

⾃⾝の経験としては、平成15年のマエミーで数⽇間の断⽔が続いた時が⼀番困った（飲料⽔は確保していたが、その他の
⽣活⽤⽔は無かったので）。

40代 ⼥性

【信号機壊れる・信号機の停電】
信号機がそっぽを向いた 40代 ⼥性
台⾵直撃後、外にでたら、信号が斜めになっていた 40代 ⼥性
信号機が壊れて、警察官の⼿旗信号の時はあった。ゴミ箱や、看板が転がってるのはよくあります。 40代 ⼥性
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 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

５８号線の信号機が、あちらこちらを向いて停電していて、警察官が⼿信号で交通整理をしている姿を、久しぶりに⾒
た。

60代 ⼥性

数年前の台⾵通過後 近所の信号機が根元から倒れていましたが 皆さん 道を譲りあいして交差点を通過して⾏かれてて 事
故も起こらずに すごいなと思いました。

40代 ⼥性

【閉じ込められる・⾝動きが取れなくなる】
アパートの鉄⾻の⾵防が崩れてドアをふさぎ外へ出ることが出来なくなった 60代 ⼥性
エレベーターが⽌まって閉じ込められた 30代 ⼥性
⾞から降りれない事があった。 40代 男性
マンションのエントランスが出⼊り禁⽌になり⼤変だった。 40代 ⼥性
⾃宅から駐⾞場までの道が遠く、⾵が強く、駐⾞場から歩いて帰ることが出来ずにいた 20代 ⼥性
暴⾵⾬のなか、⾞で仕事場から帰宅途中視界が悪く畑に突っ込んでしまい、動けなくなり、暴⾵⾬のため⾞外に出られず
少しずつ⾞が浸⽔、消防に救助を求めた。消防も救助に来ることが出来ずとてもこわい思いをした。

50代 男性

【事故】
   ⾞の⽟突き ⼟砂崩れ 停電１週間 巨⽊が根から倒れる 30代 ⼥性

知⼈が、死んだ。 50代 男性
台⾵の⽇に出かけた友⼈が事故を起こした。 30代 ⼥性
電線爆発 30代 男性
船が沈んだ 50代 男性

【家族などと話す、トランプなどで遊ぶ、盛り上がる、楽しい等】
家族といっぱい遊べる 30代 ⼥性
幼少の頃は停電で電灯で兄弟で遊んだ思い出あります 50代 男性
家族で歌を歌う 50代 ⼥性
映画をよく⾒る 40代 男性
家族で⼀⽇中テレビを⾒ていた 50代 男性
台⾵の⽇は家族でDVDをみる 30代 ⼥性
幼い頃は学校を休んでビデオを家族で⾒るのが好きだった 30代 ⼥性
DVDをみる 40代 ⼥性
⼦供の頃は、家族でゲームをしたりして、楽しい思い出もあります。 50代 ⼥性
島から数⽇出られなくなり、のんびり家族、親戚と過ごした 20代 男性
家族団らん 40代 男性
⼦供との時間が増える 40代 ⼥性
停電すると家族でテーブルの上で卓球をした 30代 ⼥性
⼩さい頃台⾵で停電すると家族が⼀ヵ所に集まってなんか楽しかった 20代 ⼥性
⼦供のころは停電が楽しみだった。 40代 ⼥性

 停電した時、ローソクともしながら家族で家にあるもので⾷べた時、なんか楽しかった。 40代 男性
⺟が家族の好きなものを朝昼晩と作ってくれるのが楽しみだった 40代 男性
防⾵⾬でテンションあがる 60代 男性
楽しかった 50代 男性
昔はよく停電のしたので、ロウソクの光で家族でトランプをした。 40代 ⼥性
停電の中、家族でトランプをした事 40代 ⼥性
停電した時に蝋燭灯りで家族でトランプをしたこと 50代 男性
⼩さい頃は家族でロウソクつけてトランプした 20代 ⼥性
幼い頃、家族でトランプをしたりボードゲームをしたりして楽しかった記憶がある 20代 ⼥性
⼦供がまだ⼩さかった頃、家族でトランプして楽しかった時間を共有出来た事。 60代 ⼥性
トランプ 50代 ⼥性
⼦供の頃ローソクを⽴ててたわいもない話をするのが好きでした。 20代 ⼥性
⼩さいとき ローソクに回りにみんなで話をした時 50代 男性
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 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

30年以上前停電になった時、顔に懐中電灯を当てながら家族で怪談話をして盛り上がった。 40代 ⼥性
家族の会話が増えた。 60代 男性

 家族での会話から将来をお互いにかんじあえる 40代 男性
停電の中、家族でロウソク囲んで花札をした事。 40代 ⼥性

 家族でロウソクを⽴てながら花札^ ^ 30代 ⼥性
停電して蝋燭をたて、家族でマージャンしながら夜を明かした 30代 ⼥性
ろうそくで幽霊話 50代 ⼥性

 幼い頃、停電が多かったので従兄弟が来て皆で怖い話⼤会みたいな事が楽しかった。 50代 ⼥性
ろうそくの灯かりの下、家族の幽霊話がこわ楽しかった。 50代 男性
お化け話 40代 男性
ローソクを焚いてラジオを聴きながら語ること 20代 男性
内地から来ていた孫が、恐がりもせずむしろワクワクしているような様⼦だったのが思い出として残っている。 60代 ⼥性
停電中ロウソクを⽴ててその近くで寝そべりながらマンガ読んでいたら、髪の⽑が燃えた。 20代 ⼥性
hPaで盛り上がる 30代 ⼥性
台⾵の影響で3⽇間停電した。家族で花札したり、掃除したり、トランプしたり、普段やらないことを家族でしたのがと
ても楽しかった。

30代 ⼥性

幼少の頃、台⾵で停電した際に、みんなでお化けごっこしたり、少々の⾵であれば、葉っぱで⾵⾞を作って回したりして
 楽しんだ。⼦供だったから、何も考えずに出来たんだなぁと思う。

50代 ⼥性

  ⼦供の頃は、停電が多かったのでろうそくを付けて怖い話をしたりでドキドキして楽しんでいた。
ただ、夏休みに来ることが、多かった。

40代 ⼥性

親戚同⼠で停電してない家に集まって、10⼈くらいでみんなでDVD⾒て踊ったり、⾷事をしたりと楽しく過ごした。沖縄
だから出来ることだと思いました。

20代 ⼥性

⼦どもの頃、停電することがよくあったので、家族との絆が深まったような気がした。三年前⼤型台⾵が襲来した時、⺟
と公⺠館に避難し、カンパンなどを貰った時は怖かったが、ワクワクもあった。

20代 ⼥性

ガス会社に働いているので、緊急時は仕事を優先するが、台⾵平時は家族団らんとなる。幼少の頃、厳しい⽗親が、台⾵
の時だけ優しくにり、マージャンゲームを必ずやってくれていた。その時を利⽤して⾊んな相談をしてました。

40代 男性

 ⼩さいときはよく地電していたので、停電するとみんなでろうそくの明かりの下でトランプをして遊んでいた記憶があり
ます。

30代 ⼥性

⼩さい頃はロ−ソクを灯して、家族でトランプしたり恐い話で盛り上がった。最近はボイラーが破損して⽔が⼤量に流れ
て⼤変でした。

40代 ⼥性

  台⾵の時は、危ないので外に出ません。家の中にあるもので⾷事もつくるので、在庫処分デーになります?⼦ども達とオ
セロやトランプをして遊び、コミュニケーションがとれるので、たまには台⾵が来てくれないかな〜と思います。

40代 ⼥性

以前は2⽇以上上陸した台⾵の時に、停電で電気もつかないので友⼈が集まって⼀回の勝ち負けで10円の賭けトランプを
5、6時間に渡ってやったこと。

40代 男性

今思うと、⼦供の頃はTV、ラジオしかない時代だったので、⾃然に居間に家族が集まるしかなく普段とれなないコミ
ニュケーションの場がそこにあったのかな？と思う。

50代 男性

病院勤務のため強⾵の中の出勤。⾞が⾶ばされないか不安だった。⼩さい頃は祖⽗⺟と住んでおり、台⾵で停電時後はロ
ウソクを囲み家族で会話したり楽しかった記憶がある。

20代 ⼥性

⼩学⽣の時、台⾵の影響で停電し夏の甲⼦園沖縄代表の試合が⾒れなかったので、家族でラジオを囲んで応援したこと。 30代 男性
 ⽗が出張で、私の住む沖縄へ来た時に台⾵が直撃。私たちのことを⼼配しつつ、ホテルから出れない状況だったが、台⾵

 の⽬に⼊ったタイミングへわが家へ避難という名⽬で⼼配してきてくれました。といいつつも、結局妹と3⼈で飲みた
 かっただけだと思います。（笑）停電なく、快適に台⾵のもと、⾃宅で安全に過ごせました。

30代 ⼥性

台⾵で学校が休みになると⼦供ながらに喜んでいたような気がします。また停電になると家族で⼀か所に集まりローソク
を付けて親の⼦供の頃の話や⽑布を頭からかぶりお化けごっこをした事を思い出します。

50代 ⼥性

⼩さい頃は台⾵で休校になった時に兄弟でかるたやトランプなどで遊んで楽しかった。昔はよく停電になっていたが、暗
い⾮⽇常的な雰囲気も楽しかった。

30代 ⼥性

【学校・職場が休み・早退になる等】
学校休み 50代 男性
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 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

学校休みでハッピー 30代 男性
 学校が休みなので、朝から家族で映画三昧でした。 40代 ⼥性

学校が休みになったが停電で何もすることがなかった。 40代 男性
9.11の際、沖縄は台⾵で学校が休みだったこと 30代 男性
学校に着いてから暴⾵警報が出て、すくに帰宅したこと。 20代 ⼥性
学⽣時代に、暴⾵警報が出るのが遅くて、学校⾏って休校なのを知った 30代 男性
気象庁からの的確な情報が遅く、学校に登校した直ぐに帰宅が命じられムダなお⾦を使うことになった。 30代 男性
交通情報が遅すぎて、⼩学⽣の時に休みかわからないまま出校して、⼤⾬の中歩いてかえった 20代 ⼥性
仕事や学校が休みになった 50代 男性
台⾵で学校が休みになったけど、台⾵がそれほど強くない時にラッキーと思った。 30代 ⼥性
⼦供のころ台⾵が沖縄本島を２周して学校が２⽇ほど休みとなった 60代 男性
⼦供達が学校が休みになることが嬉しそうでした。 60代 ⼥性
⼩さい頃学校が休みになるのが嬉しかった！ 40代 ⼥性

 学校が休みになる時はとても嬉しかった。 それは、⼤⼈になっても変わらないです。 30代 ⼥性
沖縄では台⾵時にバスが⽌まれば全てが休みとなり、役所も⽌まる。判断しやすい。 40代 男性
バスが⽌まると会社が休み 30代 ⼥性
迷⾛台⾵で⼀週間ぐらい学校が休みになった? 30代 男性
休める 40代 男性
会社が休みになった。 40代 男性
強⾵のなか、出勤したら、やすみだった 40代 ⼥性

 学⽣の時は台⾵が来ると休校になったりしたので楽しみだった 20代 ⼥性
職場へ出勤時には晴れて⾵も弱かったが、退勤時には暴⾵⾬で危険な中帰宅した。 30代 男性
職場が休みになればと思う 40代 男性
台⾵が停滞したことで学校は３⽇間休み。そして３⽇間停電し続けて、お⾵呂はコンロで沸かしたお湯で⼊ったことがあ
る(笑)

20代 ⼥性

暴⾵警報が出て、⼩学校からも中学校からも迎えにくるように連絡があったが、学校の場所がはなれていて、両⽅すぐに
は⾏けなくて、先⽣に、来ないのではないかと⼼配された。

50代 ⼥性

暴⾵警報では会社は休みにならないが、特別警報がスタートしたことで、特別警報が出たら休みになることになった。と
いうことが信じられず、特別警報が出された暴⾵⾬の中出仕したことがある。

30代 ⼥性

学⽣時代は台⾵が接近すると休校になるので嬉しかった。現在は仕事柄、台⾵が来ると必ず出社しなければならないので
シンドイ。

40代 男性

３０年前まではよく停電したので、ろうそくでトイレに⼊ったりもした。⾵の⾳が怖かった。学校が休みになるので、す
ごくうれしかった。家族でドキドキ感を共有して、結構楽しくすごした。

40代 ⼥性

⼩学⽣の時に、台⾵直撃で休校。家の中で弟と遊んでると、外から聞こえてた暴⾵⾳が⽌んでる事に気付きました。外に
出てみると、キレイな⻘空。⾵も⾬もなく、近所の⼦達と楽しく遊んだ記憶があります。⺟の⾔った『台⾵の⽬』という
⾔葉が実感出来ました。

40代 ⼥性

【ドライブ・⾞で出かける・海を⾒に⾏く・散歩に出かける等】
主⼈と開いているお店を探してドライブしたこと。 40代 ⼥性
友達とドライブに⾏った事 30代 男性
ドライブした 30代 男性
やっぱりドライブにでること 30代 ⼥性
台⾵の中、⾞で出かけて、⼤変なことになった 20代 男性
台⾵時にドライブに⾏った事。 40代 男性
沖縄に引っ越して来て最初の台⾵が来た時、家族でドライブして普通に⽊が道路に倒れてるのを⾒て衝撃だった事。 30代 ⼥性
家が停電して真っ暗で暑くて外は⾵は弱かったので電気がつくあいだ、ドライブしました。 40代 ⼥性
台⾵で港をパトロールした 40代 ⼥性
窓が割れた⾞で友達とドライブしたこと。今思うと危険すぎる。 20代 ⼥性
弱い台⾵が襲来したときは、よく出かけていました。 50代 男性
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 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

台⾵になると休みになるので出かける 20代 ⼥性
⼩学校の頃、台⾵の⽇に⺟がダムを⾒に連れて⾏ってくれた。 30代 ⼥性
台⾵が上陸するというのに、北⾕のモールが⼈であふれていた。有給は台⾵が来たとき、と聞いてビックリした。 50代 ⼥性
台⾵接近の時に、競技場でサッカー観戦 30代 男性
台⾵の⽇はボーリングでお決まりだった 50代 男性
⼤きめな台⾵が来た時に、開店してるスーパーを探しまわって、5件⽬で⾒つかった事 40代 ⼥性
沖縄の⼈は台⾵が来ると荒れた海をあえて⾒に⾏く 30代 男性
海に⾏き波を⾒に⾏った 30代 男性
若いときに⼤型台⾵が接近し海に遊びに⾏きとても危険な⽬にあった。 30代 男性
台⾵暴⾵域の中、海の様⼦を⾒に⾏った事 20代 ⼥性
⼦供の頃海岸近くに住んでいたが、台⾵が来ると荒れた海を⾒に⾏っていた。今思うとこわい 50代 ⼥性
台⾵⾒物といって海に⾏き、死んだ近所の先輩がいた 40代 ⼥性
台⾵の⽇にファストフード店に⾏きたくて、開いてる所を探し回った。 30代 ⼥性
海に⾏って頭から、シャンプーをかけゴシゴシして、楽しかった。 40代 ⼥性
⼦供の頃は、台⾵の⽇に海を⾒に⾏っていた。⾼いところで⾵に向かって倒れる等の遊びをやっていた。⼦供たちには
やってほしくない。また、浸⽔で船を浮かべたりしていたが、最近はなくなった。

40代 男性

  ⼤学⽣の時、台⾵で休校になり⾞を持っていた友⼈からドライブに誘われ⾏くことになりました。暴⾵⼤⾬で道路が⽔で
冠⽔し、⾞内の⾜元に⽔が⼊ってきたときはとても怖かったのですが、今では笑い話になっています。

40代 ⼥性

学⽣のころは、台⾵になると不思議と外に出かけていた。停電になるとロウソクを⽴てワクワクした思い出がある。最近
 は台⾵が強くなるとお店も閉まるし、家でおとなしくする県⺠が増えて良いことだと思う。

40代 男性

学⽣時代、授業の途中で暴⾵警報が発令され休みになったときに、直帰せず、友達とショッピングセンターに遊びに⾏っ
た 幼少時代は、⽗親が家にいてくれて、嬉しかった

30代 ⼥性

台⾵の暴⾵警報が解除になったので、⼤型ショッピングセンター併設の映画館へと出かけたが、施設の⽴体駐⾞場が⼤混
雑で⾝動きが取れず、駐⾞するまで1時間以上かかり、あわや上映時間に間に合わず焦った。この経験から、それ以後こ
ういうタイミングでこういう場所に繰り出すのは⽌めようと強く思った。

50代 ⼥性

★友達編 ・台⾵なのに、友達とテトラポットから海に⾶び込んだこと。・台⾵なのに、海で誕⽣⽇ケーキのろうそくに
必死で⽕をつけて誕⽣⽇会をしたこと。・台⾵の強い⾵邪を追い⾵に乗って⾛ってテンション上がったこと。
★⾃分ごと編 ・台⾵の勢いの強い⾬が顔に当たるとすごい痛いこと。
★仕事場編 ・台⾵でも営業する飲⾷店にいた頃、台⾵だから暇だろうな〜とスタッフの⼈数も最⼩限で、余裕かまして
いたら、ガンガンお客がきて、休んでるスタッフさんにヘルプの電話いれまくり、結局台⾵の影響で職場まで来れない⼈
が多く。。少ない⼈数で頑張った。かなりテンパった。・台⾵休み明けに職場に⾏ったら、新築の職場の駐⾞場の天井が
全部落ちていたこと。
★ご近所編 ・お隣さんのベランダに置いてあったものがうちのベランダに移動していたこと。

30代 ⼥性

【外で遊んだ・⾛った等】
⾬の中、外で遊ぶ。 30代 ⼥性
外で遊ぶ 20代 ⼥性
⼦供の頃は外に出て遊んでた 20代 ⼥性
TMRごっこ 20代 男性
友達と集まって遊んだこと 50代 ⼥性
幼い頃、傘もささず、カッパも着ずに、庭ではしゃいでいた。⼦供にとって台⾵は災害ではなくイベントでした。 30代 ⼥性
⼦供の頃は、団地住まいで、隣近所廊下に出て遊んだりして⾵の強さを体験していた。 40代 ⼥性
⼩さい頃に台⾵が来た時に外で強い⾵で遊んだ 40代 男性
台⾵なれしてよく外で遊んでいた 60代 ⼥性
台⾵の時に運動場の軒下でジョギングをしたとき、警備員の⼈から注意を受けた。 30代 男性
⼦供の頃傘もって外に出てわざと⾶ばされて遊んでたら めちゃくちゃ叱られたこと 50代 ⼥性
台⾵の⽇、⾬が降っていなければ運動場に⾏き、⾵の⼒を借りてどれくらい早く⾛れるかを楽しんでいた。 40代 男性
幼い頃あまりの強⾵に傘をさしたら テレビのように⾶べると思い傘を持って外にでたらさす前に⾃⾝が⾶ばされ擦り傷
で親に叱られた

50代 ⼥性

78



 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

⼩学⽣のころは、台⾵で休みになるとわざわざ外へ遊びに⾏って、⾵に流されるの楽しんでいた。今の⾃分が傍にいれば
絶対にひっぱたく。

50代 男性

昔はあまり強くない台⾵もよく来ていて、県外から遊びに来ている従姉妹とお婆ちゃん家の庭でおお縄跳びをして遊ん
だ。

30代 ⼥性

⼦供の頃は滝のようになった⾃宅の階段で遊んでいました。停電したときはろうそくを使ったり、冒険気分でした。 40代 ⼥性
明るい間であればランニングしているほかにランニングしている⼈い会うことがある。停電は楽しかった ろうそくたて
てはしゃいでいた

30代 男性

  太陽光発電が落ちてきた 強⾵域、くらいの弱い台⾵の時に外で遊んだ プール跡に台⾵の影響で⾬⽔溜まって泳いだ
隣の⾞に⽊が当たって窓が全部割れていたが、愛⾞は無事だった 外に置いてあった洗濯機（⽔満タンにいれた）が倒れ
るくらい強い台⾵が昔は結構あった

20代 ⼥性

⼩さいころは台⾵の⾵に乗ってメリーポピンズのように空が⾶べると思っていて、家の屋上にあった⽔タンクの上から両
⼿で⽑布を持って屋上に⾶んでいました。⼦供の浅はかさでしたが、ちょっと知恵がついてムササビのように両⼿両⾜に
4か所⽑布を縛ってしっかり⾵をつかむと⾶べるのでは→くらいの頭があったら死んでいたでしょうね。

60代 男性

【宴会・飲み会等】
飲みに⾏く 30代 男性
台⾵の時は、翌⽇お休みなら飲み会をする 40代 ⼥性
昔は台⾵前に休みになることを⾒越して飲み会をする⼈が多かったらしい 30代 ⼥性
台⾵はクラブも居酒屋も満席 20代 ⼥性
若い頃は、飲みに⾏ってたこと 40代 男性
台⾵最接近中にカラオケをしていて、帰宅してみたら、⾃宅周りが停電で真っ暗だったこと 50代 ⼥性
居酒屋で停電しながらも真っ暗な中で飲んだこと 40代 男性

 居酒屋で宴会 ⾞の破損 30代 ⼥性
友⼈宅へ友達数⼈で集まり⼣⾷、お酒飲んで台⾵が過ぎるの待った 30代 ⼥性
友達と家で⼤宴会。嵐の中ピザ屋さん来てくれたこと 30代 ⼥性
台⾵の⽇に友⼈宅で飲み会をし、台⾵の⽬に⼊って⾬⾵が静かになったので歩いて帰宅したこと。その後猛烈な吹き返し
の⾵が吹き、家の中にいても怖かった。

30代 ⼥性

 台⾵が来る前に居酒屋へ⼊って、台⾵が抜けてからお開きになり外へ出てきてあたりが散らかっているのにびっくりし
た。

50代 ⼥性

台⾵の⽇はあいている居酒屋があることが多いが、代⾏がやっていないことがあるため、⾞で⾏ってもお酒が飲めなくな
るパターンか、ハンドルキーパーを作らないといけなくなるパターン

20代 ⼥性

飲み屋が停電したのにローソクの灯りで盛り上がって酒を飲んでた事 50代 男性
カラオケや居酒屋が繁盛すると聞いている 30代 男性
【台⾵後にものが落ちている等】
⼤学⽣の時に、テンションが上がり⾬があがったタイミングを⾒計らって⼤学構内を散歩した。 30代 ⼥性

  ⼦供のころ台⾵が過ぎた後砂浜に流れ着いた⾊々なものをみんなでよく探して歩いた。 60代 男性
台⾵の次の⽇はお⾦がよく落ちてるので拾っていた 40代 ⼥性
台⾵時に家族で海の近くを⾞で通った時、⿂が打ち上げられていたこと。 40代 ⼥性
台⾵後はお⾦が落ちている。 40代 男性
⽥舎が離島なので、⼦供の頃は、台⾵が去る時に、港に⿂が波と⼀緒に打ち上げられていることがあったので、⽗とバケ
ツを持って、⿂を取りに⾏った思い出があります。

40代 ⼥性

【休養・じっとしている等】
⾃宅でじっとしている 40代 ⼥性
寝てる時間が⻑く背中が痛くなる。 50代 ⼥性
ひたすら寝る 40代 ⼥性
時間を気にせず眠れる⽇。 30代 ⼥性
【台⾵事前対策・台⾵時対策・対応等】
窓にガムテープ貼ってた。 20代 ⼥性
親⽗が台⾵の中でもたくましく暴⾵対策をしていたこと 50代 男性
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 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

台⾵特別警報が出た時の対応が⼤変だった 40代 男性
蝋燭や乾電池買い置き 50代 ⼥性
ベランダの排⽔⼝が落ち葉で詰まり裸になって、横殴りの⾬の中裸になって掃除をした。反対側の住居にもある排⽔⼝は
詰まったままのようで何度も掃除をすることになった。

60代 男性

台⾵が来ないと気温が下がらないので都市部などは熱中症などの暑さ対策が必要になることを気を付けないといけないこ
 と。

50代 男性

【⾷べ物・スーパーについて等】
台⾵が来る前のスーパーは⼤変混み合い、ついつい買いすぎてしまう。 40代 ⼥性
転勤で北海道から沖縄に来ているので、台⾵が来るとなると数⽇前から⾷料を無駄に買い込んだり、慌ててしまいます。 20代 男性
ラーメン 30代 男性
ライフラインが⽌まって⾷料品をみんなで助けあったこと。 30代 ⼥性

  ⼆⽇に渡って外出が出来ずにいたので⾷べものが無くなってしまいました。スナック菓⼦をたくさん⾷べました。 40代 ⼥性
ひたすら作り置き料理 40代 ⼥性
離島では⾷べ物がなくなる 40代 男性
台⾵前に⾷料を⼀緒に買い出しに⾏った事。 20代 ⼥性
離島に住んでいた頃フェリーが⼆週間来られず、島の⾷料品が殆どなくなった。 50代 男性
スーパーの菓⼦パンが、すぐに売り切れになる 30代 ⼥性
⼩さい頃は台⾵になるとお好み焼き。停電時は溶けたロウソクで粘⼟の様に細⼯した思い出がある。 40代 男性
【台⾵の⽬について】
台⾵の眼に⼊った時外で遊んでいたら、急に⾵が強く噴き出したところ。 60代 男性
台⾵の⽬は晴天だけど、すこしずれると暴⾵⾬。 30代 ⼥性
⾃宅待機の時に、台⾵の⽬に12時間くらいいた。 40代 男性

 ⼩学⽣の時 台⾵の⽬に⼊ったら外に出て遊んでいた 30代 男性
台⾵の⽬に⼊ったとき 60代 男性
台⾵の⽬に⼊っているあいだに買いだしに⾏ったこと 30代 ⼥性
台⾵の⽬に⼊って外に出たときの静けさが印象的 30代 男性
⽬に⼊ったときに⻘空晴天になった 40代 男性

 数⽇も台⾵の⽬に⼊ってうろうろ台⾵ 40代 男性
 台⾵の⽬に⼊っているときに陽がさしていたこと。 50代 ⼥性

台⾵の⽬に⼊っているのを知らずに出掛けて⼤変だった 40代 男性
台⾵の⽬に⼊って晴天になったとき 40代 男性
台⾵の⽬に⼊ると⼈が外出する 60代 男性
台⾵の⽬に⼊ると⻘空がみえた 40代 男性
台⾵の⽬に⼊ったときを⾒計らって⽝の散歩に⾏きますが、本当に台⾵が通過しているんだろうかというぐらい穏やかな
のに毎回驚かされます。

50代 ⼥性

暴⾵域から台⾵の⽬に⼊って⾵⾬が治まった頃に、⾞で1時間半の実家へ向かっている途中、再び暴⾵となり、怖い思い
をした。

40代 男性

台⾵の⽬に⼊ったタイミングで⾒回りをしに⾏く。停電になった時に、両親の結婚式で使⽤したキャンドルを燃やす。
台⾵が来すぎて、夏休みが減りそうになり次は来ないでくれと願った。

30代 ⼥性

⼈⽣で初めて，台⾵の⽬を味わった。朝から台⾵が来て，どんどん強まって，出かけられないなぁ，と思っていたら，10
時ぐらいから，14時ぐらいまで，すこっと晴れ渡って，完全に⾵がやんだ。⾬雲の様⼦をネットで⾒たら，きれいに台⾵
の⽬に⼊っていて，やがてまた嵐が来た。その前に，買い物に出かけた。

40代 男性

台⾵の⽬に⼊って、静かになったので、⾨のところの新聞を取りに⾏き、近所の⼈と雑談していたら、また、暴⾵が始ま
り、⾬も降ってきたので⾃宅へ戻ろうとしたら、⾃宅と⾨(距離は100mぐらい)の間に、⽜舎のトタン屋根が落ちてい
て、危ないところだった。隣の⽜舎は、30mぐらい離れていた。

50代 男性

【台⾵が⻑期にわたったこと】
台⾵通過に時間が掛かるので、家族が⼼配です、特に⽼⼈など。 60代 男性
10年以上前に3⽇程居座り続けた台⾵ 60代 男性
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 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

⼆⽇間停滞した事があった 30代 男性
⼆⽇間居座った台⾵が⼤変だった 40代 男性
昔、⼀度通り過ぎた台⾵が戻ってきて1回⽬を含め3⽇間学校が休みになったことがある 30代 男性
台⾵がUターンしてきて学校が3⽇くらい休みになった。 30代 男性
同じ台⾵が2度きた（Uターンした） 30代 男性
48時間 暴⾵警報が続いて家から出られなかった 50代 男性
通り過ぎたのに、⿅児島からまた戻って来た台⾵。 60代 男性
【避難・他の家の⼈の家に泊まったこと等】
台⾵が近づくと、おばあちゃんが私の実家に避難してくる 20代 ⼥性
⾞に⾮難 20代 ⼥性
⼆世帯住宅の１階に住んでいる義⺟も、⼀緒に2階で寝泊まりした。 30代 ⼥性
家屋が倒壊⼨前で避難したこともある。 50代 男性
旧盆中に台⾵が接近し、そのまま祖⽗⺟宅に泊まった 30代 男性

 ⾼校⽣の時、台⾵の⽇に⾃分の家で友達みんなでお泊まりした。 20代 ⼥性
遊びに⾏って台⾵で帰れなくなり、みんなでお泊まりした時 30代 ⼥性
⺟と近くの公⺠館に避難した事。⼩学校時代、明⽇は台⾵で学校が休みになると思って夜更かししていたら、台⾵がそれ
てしまい、翌⽇嫌々学校へ⾏った事。

40代 男性

  役場に避難していたとき、まだ⾵が強かったのですが、「暴⾵警報が解除されたので帰ってください」と⾔われ⾃家⽤⾞
 で帰宅したが、徒歩で帰宅している⼈たちを⾒かけた。この⼈たちは避難する際、消防隊員に連れてきてもらっていたの

で、⾞等を持っていなかったのだと思います。まだ⾵の強い中、警報が解除されたというだけで、杓⼦定規に帰宅させる
役場職員の対応に怒りを覚えました。

40代 ⼥性

(1)⾼校卒業して最初の夏に同級⽣らでペンションにお泊まり。台⾵接近でもお構いなくフツーに実⾏。かなづちの私
は、皆の雰囲気に「流されて」海に⼊り、岸に寄せる波に⾝を任せるという命知らずのことをしました。幸い波に「流さ

 れる」ことはなく、それに味をしめて後⽇またやることもなく今の⾃分がいることに感謝です。
(2)猛烈な台⾵でも何の疑問も湧かずに当たり前に出勤していた⼀昔前、職場に泊まり込んで、飲み屋にお勤めのお姉様を
招き⼊れてどんちゃん騒ぎって話をちょくちょく回りから聞きました。バレたら世間からバッシング受けるようなそんな

 ことを今時は誰もしませんね。そう、やらないほうがいいでしょう。
(3)⼦供の頃、お祖⺟ちゃんが蝋燭を点して幽霊話。妹たちが顔を両⼿で覆いつつ指の隙間から⽬を覗かせて怖いもの⾒

 たさをしていた光景を想い浮かべると、何だかフフって笑ってしまいます。

50代 男性

【予測が外れる等】
明⽇は台⾵だから休みとタカをくくって飲みに⾏ってると翌⽇上陸せず⼆⽇酔いで仕事に出かけてるアホをよく⾒ます 40代 男性

 翌⽇台⾵直撃で休みだと思い徹夜したが通り過ぎてしまい、翌⽇起きるのがつらかった。 20代 ⼥性
史上最⼤規模の台⾵が来ると⼤騒ぎして、とても弱い台⾵が⾜早に過ぎ去っていった数年前のこと。 60代 男性
台⾵で休みになると思ったらこなかった。 50代 男性
台⾵で学校が休みになったが、全く⾬が降らなかった。 40代 男性
次の⽇まで台⾵の影響があると思い徹夜で飲みながら⿇雀をしていたら朝、暴⾵が⾒事に⽌まり仕事になって⼤変な思い
をした。

50代 男性

【沖縄は（他地域との⽐較）】
沖縄では台⾵に慣れた⼈が多い 60代 男性
沖縄は⼈的な台⾵被害が少ないのに、県外はなぜあんなに被害が⼤きいのだろう？といつもの思う。 50代 ⼥性
沖縄移住して、本⼟との違いを実感した 50代 ⼥性
沖縄に引っ越して来た時、台⾵の威⼒が強くて驚いたが、沖縄の⼈たちは⼤したことと思っていないようだ。 40代 ⼥性
内地から引っ越してきて驚いたのが、台⾵の⽇でもタクシーはガンガン⾛っていること。 30代 ⼥性
東京出⾝の私が、沖縄で初めての台⾵！強⾵に怖がって休みかなーと、⾔っていたら まだ強⾵域だから休みにならない
と主⼈（県内出⾝者です）に⼤笑いされたこと。3年⽬には、主⼈の帰宅前にガレージや庭の台⾵対策と共にツタヤ巡り
まで終わらせておくと、台⾵慣れして来たね！と褒められた？からかわれたこと。沖縄は台⾵に強い！！と思いました。

30代 ⼥性

【出来事が重なった等】
暴⾵警報が出て、家にいるときにアメリカで9.11テロが起きた 30代 男性
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 Q23.あなたがこれまでに経験した台⾵のエピソード（家族や近所の⼈・友達との思い出など）、印象に残っていること
について、どんなことでも結構ですのでお教えください。（ご⾃由にお書きください）【以下、回答内容】

年代  性別

誕⽣⽇の⽇に台⾵が直撃し、停電した中で誕⽣⽇を祝ってもらった。 30代 ⼥性
誕⽣⽇だった 30代 ⼥性

 誕⽣⽇を祝ってくれると集まったら停電でくそ暑い中ろうそくをつけてお祝いしてくれたこと 40代 男性
2001/9/11の時は家族でアメリカ同時多発テロのニュースを⾒ていた。 30代 ⼥性
【他地域でのこと等】
沖縄を通過した台⾵の上を⾶⾏機で福岡に⾏き、同じ台⾵に福岡で２度遭遇した 60代 男性
⼩学校のとき、伊勢湾台⾵で親戚の家に避難した（実家は愛知県の三河地⽅で海沿いにあった）。 60代 男性
学⽣時代、博多から⼤阪に向かう列⾞が台⾵のため広島県内で⽌まり、夜間の⻑時間を⾞内ですごさねばならなくなっ
た。

60代 男性

⼦供の頃、伊勢湾台⾵の時、古い⺟屋が危なそうなので、狭い離れで⼀夜を過ごした。⾵の⾳が凄く怖かった。朝、外に
出ると、⺟屋が少し傾いていた。

60代 男性

【その他】
倉庫が強⾵で壊れそうな動画を⾒た。 30代 ⼥性
⼦供のころは押し⼊れに隠れていた 40代 男性
台⾵なのにお使いに出された事 40代 ⼥性
⼩さい頃 台⾵の⽇ ⼦⽝が迷い込んできた そのまま 家族になった 40代 ⼥性
⾞に乗っているときに、道を⽜が⾛っていたこと 30代 男性
⽝が帰ってこない。 40代 ⼥性
⾃宅近くの川が氾濫しないか、また敷地内の地下駐⾞場が浸⽔しないか近所の⼈と連絡を取りながら状況を⾒守った。 60代 男性

  学⽣時代濡れないようにカバンと靴はゴミ袋にいれて、裸⾜で帰ったこと。傘は台⾵の時は危険 30代 ⼥性
台⾵は⼤型よりコンパクトなものの⽅が直撃した時の暴⾵⾬は酷い。 60代 男性
初めて沖縄に来た時、暴⾵ネットの張り⽅を教えて貰った 50代 男性
仕事がら台⾵情報は会社から精度の良い情報が⼊り、待機や解除の指⽰が来る。 50代 男性
⼦供が⼊院していたのですが、⽗が運転して病院まで送ってくれた。 30代 ⼥性
幼少期の事。⿓潭池から下⽔道に⼤きなうなぎが流れてきて⼤騒ぎでした。 60代 ⼥性
豪⾬で窓の外が全く⾒えなくなったこと 50代 男性
彼⽒と過ごした 40代 ⼥性
遠距離恋愛中の彼(現在の夫)と暴⾵警報が出ている間ずっと電話していた。 30代 ⼥性
冷蔵庫の保冷⼒はなかなかたいしたもの 40代 男性
⼤⾖の場合、昔に作った那覇市市場内の⽔上店舗、国際通りからの沖映通りは河川に蓋をしているのが不安 60代 男性
よく熱が出る 20代 ⼥性
台⾵は怖いけど、これでダムの⽔が増えるから、台⾵も来てくれないと困る。 50代 ⼥性
サッシが⼸なりにたわむのは⾒ものです。 40代 男性
ＳＮＳが普及してから台⾵被害の写真などをアップするユーザーも増えている。その中で倒⽊などで⾞が潰された写真な
どをアップして「ウケル〜ｗ」とか他⼈の不幸を笑うユーザーがいるのも事実で災害に対する感覚が慣れ過ぎていると感
じる。

30代 男性

観光ホテルで働いていた頃、台⾵を⾯⽩がる観光客が多くて驚いた。ホテルの停電が12時間にも及び、周囲のホテルとお
客様との間に連帯感が⽣まれた事がある。

30代 ⼥性

沖縄転勤する前も台⾵で⾶⾏機⾶ぶか⼼配で着いてからも別の台⾵が来た。台⾵でお⾵呂のガスが着⽕せず慌てて電話し
 たが乾いたら点くので様⼦を⾒るように⾔われそれからは慣れた。

40代 ⼥性
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