
台風10号 あな特通信員アンケート （上）

日本への接近・上陸が心配されるような台風の発生も、ようやく一段落した。
振り返れば、九州に最も影響を及ぼしたのは9月6～7日に最接近した10号
だった。そこで、本紙「あなたの特命取材班」フォロワー（通信員）の協力を得
て、当時の避難準備などの行動についてアンケートを行った。多くが、台風が
まだ遠い南の海上を移動している段階で準備を始めたことなどが分かった。2
回に分けて結果を報告する。
アンケートは、10号最接近から1カ月が過ぎた10月16～19日、インターネット
上で実施。回答を寄せた人は、40～50代を中心に10代から80歳以上を含む
九州7県を中心とする1416人。8割は福岡県内の在住者だった。

① 台風10号接近で何日から準備行動？
10号に関し、気象庁は9月2日午前11時に「今後、特別警報級に発達する恐
れ」と発表。「6日から7日にかけて、奄美地方から西日本に接近、上陸する」と
厳重な警戒を呼び掛けた。
回答者の2割に当たる286人が、発表があったこの日から動いたという。長崎
市の40代女性は「いつもは台風が最も近づく日の前日くらいから準備していた
が、今回は2日から食料品の備蓄などを始めた」と答えた。
3日から、という人は比較的少なく、10号の北上に合わせるように4日、5日と、
動きだす人が増えていった様子がうかがえる。
6日に対応した人は216人。この日早朝、気象庁は「勢力は特別警報の発表
基準には届かない」と判断しつつ「引き続き厳重に警戒を」と呼び掛けた。一
方で10号は一気にスピードアップして九州西方沖を駆け抜けたため、強い風
雨の中で避難所に向かわざるを得ない状況も見られた。

「高齢の親族だけでも早めに避難所に行かせたかったが、台風接近のギリギ
リまで開設されず、雨や風が強くなり始めてやきもきした」（福岡市の50代男
性）という声も寄せられた。福岡市は6日午後に避難所を開設した。

①台風10号接近で何日から準備行動？

台風10号、何日前から準備した？ あな特通信員1416人に聞いた
西日本新聞 くらし面 2020年11月11日配信



② 具体的に何をした？（複数回答）
では、回答者は、具体的にどのような備えの行動をしたのか。
新型コロナウイルス感染予防を念頭に、国や自治体が「分散」を呼び掛け
た避難に関しては、在宅避難を選んだ人が最も多く全体の4分の3。自宅外
に避難した人は119人で、避難先は自治体が開設した避難所、ホテルなどの
宿泊施設、親類や知人宅が、ほぼ3分の1ずつ。2人が車中泊をしたという。
一定の分散避難が行われたようだ。
ホテル避難を選んだ福岡市の50代女性は「ホテルへの早めの避難も必要
になってきたと実感した」と回答。一方、福岡県久留米市の30代男性は「ホ
テル避難を考えたが部屋が取れなかった」、同県春日市の60代女性も「宮崎
にいる母をホテルに避難させようとしたが満室だった」と応じた。
他の備えについては、水や食料、電池など生活用品を買い置きした▽風呂
の湯船に水を蓄えた▽自宅や職場で窓ガラスや雨戸の補強、周囲に土のう
を積むなどした－など。車を安全な場所に移した人も目立った。
「養生テープとロープ、ブルーシートは、9月2日には既に売り切れていた」
（福岡県飯塚市の50代女性）、「停電に備え必要な電池のサイズや個数を確
認し、モバイルバッテリーも活用することにした」（北九州市の40代女性）など、
避難以外でも早めの対応の大切さを再認識した、という回答が多かった。

25日付で掲載予定の（下）では、気象庁の厳重警戒呼び掛け、公共交通
機関の計画運休や商業施設などの臨時休業に対する受け止めについて報
告する。

（特別編集委員の署名記事） ②具体的に何をした？（複数回答）



台風10号 あな特通信員アンケート （下）

今年9月に九州に接近した台風10号に関し、本紙「あなたの特命取材班」フォロ
ワー（通信員）の協力を得て行ったアンケートでは、多くの回答者が、気象庁の厳
重警戒呼び掛けや交通機関の計画運休などを「妥当だった」と振り返った。識者
は、そうした受け止め方について今後の留意点もあると指摘する。
この台風が接近する中、気象庁は9月2日から「特別警報級に発達する恐れがあ
る」として、厳重に警戒するよう呼び掛けた。
福岡管区気象台と国土交通省九州地方整備局も連日、合同記者会見を開き、
暴風雨や土砂災害への注意を喚起。最接近の直前には、JRや西日本鉄道なども
同席し、計画運休などの情報を発信した。
こうした呼び掛けは、どう受け止められたのか。
回答者1413人のうち「妥当だった」と答えたのは631人、「どちらかといえば妥当
だった」が434人。「過剰だった」（69人）「どちらかといえば過剰だった」（209人）を
上回った。
妥当と感じた人からは「結果的に無駄でも構わない。最悪の事態を考えた警報
を出してほしい。個人的には、たとえ空振りになっても生命を守るという観点で考
える」（福岡市の60代男性）「これまで台風が近づいても何もしなかった父が備えに
動いてくれた。呼び掛けのおかげ」（福岡県糸島市の40代女性）などの声が寄せら
れた。
一方、報道を含め過剰と思った人は「事前の呼び掛け内容と起きた災害の規模
に落差があると、呼び掛けを信用しなくなる人が増えるのではと心配」（同県宗像
市の20代男性）「過剰な予報で責任を回避しているように感じる場合がある」（熊
本県八代市の60代男性）といった意見だった。

台風10号の計画運休や臨時休業…「妥当だった」回答多く
西日本新聞 くらし面 2020年11月25日配信

アンケートは、台風10号の最接近から1カ月が過ぎた10月16～19日、
インターネット上で実施。回答を寄せた人は、40～50代を中心に10代
から80歳以上を含む九州7県を中心とする1416人。8割は福岡県内
の在住だった。

福岡管区気象台と九州地方整備局は連日、合同記者会見を行
い、台風10号への厳重警戒を呼び掛けた＝9月3日、同気象台



交通機関の計画運休や商業施設の臨時休業に対しては、回答者1415人
のうち「妥当だった」と答えたのは935人、「どちらかといえば妥当」が367人。
「過剰だった」は20人、「どちらかといえば過剰」が80人だった。
回答者には「働く人の生命には代えられない。運休や休業はもっと増やし
ていい」（北九州市の30代女性）「いまだに台風でも会社に行くという考え方
が染み付いている。ためらいなく生命を守る行動が取れる社会になってほ
しい」（福岡県太宰府市の50代女性）といった声が目立った。
こうした結果を、九州大の杉本めぐみ准教授（災害リスクマネジメント）は
「警戒呼び掛けを好意的に受け止め、避難に対して非常に意欲的」とみる
半面、「被害があまり大きくなかったことで、今後は警戒心が緩む恐れがあ
る。楽観はできない」と指摘する。
計画運休や臨時休業も「コロナ禍の中でもっと厳しい状況を経験している
ため、今は好意的に受け止められやすい特別な環境と認識しておくべき
だ」として、次の事態に備えて「防災・減災の知識を深め、それを受け入れ
る力を成熟させる教育の取り組みが必要」と警鐘を鳴らす。
また、11日付のアンケート結果報告記事（上）の関連で掲載した「九州7
県の避難状況」を調査した関西大の元吉忠寛教授（災害心理学）は、避難
行動に関し「私たちは、空振りになるような行動を受け入れて慣れることは
難しい。避難先には、親類宅やホテルなど結果的に空振りと感じない場所
を事前に考えておくことも含め、いわば『計画避難』という考え方が大切だと
思う」と話している。

今回のアンケートでは700人以上から、体験談や意見、新たに始めた備
えなどのコメントが寄せられた。主な内容を後日、本紙ウェブサイトで紹介
する。「西日本新聞 台風10号アンケート」で検索を。 （特別編集委員の
署名記事）

「あなたの特命取材班」とは？
西日本新聞「あなたの特命取材班」は、記者が読者と直接つながり、双方
向のやりとりと新聞社の取材力を生かした調査報道で、地域や社会の課題
解決を目指します。あなたの「知りたい」にこたえ、深く正確に報じる「オンデ
マンド調査報道」（ジャーナリズム・オン・デマンド＝JOD）に挑んでいます。
暮らしの疑問から地域の困り事、行政や企業の不正まで、調査依頼や情報
をお寄せください。全国各地のローカル・メディアとも連携し、情報や記事を
共有したり、協働調査報道に取り組んだりしています。
ツイッターやフェイスブックの文中に「＃あなたの特命取材班 」を入れて発
信してください。 LINEの友だち登録で取材班と直接やりとりもできます。

台風10号の接近で、新幹線など公共交通機関の多くが計画運休した
＝9月6日午前、JR博多駅



台風10号アンケート詳報（上）

今年9月に九州に接近した台風10号に関し、西日本新聞「あなたの特
命取材班」フォロワー（通信員）の協力を得て実施したアンケートの結果
を詳報する。
Q 気象庁の「特別警戒級」という厳重警戒の呼び掛けは、現時点でど
う感じていますか。

■「妥当」と肯定的な意見

最悪の事態と台風の規模を考え警鐘を鳴らす気象庁の発表は妥当
だった。買い占めの映像を流し不安を煽る報道は過剰と感じた（福岡県、
女性会社員33歳）

後から過剰だったというのは簡単です。事前に備えをするのは当然のこ
とです。私たちは素人なんですから。後から天気の専門家の判断にケチ
をつけるのはやめましょう（福岡県、女性会社員35歳）

あまりにも危険を煽りすぎて、防災グッズが買えなかったり品物が消える
ほど必需品もなかったりして困ったが、備えあれば憂いなしなので、警戒
して万全な対策を取れるというのは良かったと思う。そのおかげで被害も
少なく済んだのではないかと思っている（福岡県、女性保育士36歳）

今回、しっかり警戒するように呼び掛けてくれたから、しっかりと対応でき
た。呼び掛けがなかったら、何もしなかったと思う。結果、大したことなくて
良かった、で済んで何より。次回からも、今回のようにしっかり呼び掛けて
ほしい（福岡県、女性会社員37歳）

今回は気象庁からの警戒の呼び掛けがあり、計画運休も出たので、皆
が家の周りの片付けなどに気をつけて外出しなかったから被害が少なく
済んだと思う。（福岡県、パートの女性37歳）

「備えできた」「大げさ」台風10号の厳重警戒呼び掛けに多様な意見
西日本新聞 2020年12月8日配信

台風10号接近で、窓ガラスの破
損防止や玄関先への土のう積
みなど個人の備えも目立った。

台風や豪雨は備えることができる災害なので、たとえ今回が予想と外れ
ても積極的に警報を出してほしい（福岡県、男性会社員38歳）

初めて土嚢を準備し、ガラス窓の保護もしました。運良く被害が少なく
済んだのは台風の勢力が弱まったのではなく、日本中で災害に備えた皆
の努力によるものだったと思います。大したことなかったと油断するのでは
なく、今後も皆で備えていけたらと思います（福岡県、女性会社員38歳）

喉元過ぎれば…との格言があります。近年の異常気象の中、スーパー
台風もありうるわけですし、養生テープも3、4日前には既にどこにも売って
いませんでした。少し大袈裟な発表でも、正解だと思います。早めの発表
を、今後もお願いできればと思います。防災用グッズは、いつも旅行用の
(大型)スーツケースに入れて玄関横に置いてます。今回は、コロナ対策と
して使い捨て手袋ゃマスク除菌シート及び消毒薬、空気除菌剤なども旅
行カバンに入れて玄関横に準備していました。保温のアルミシートや雨具
など100均でも、代用できる物が結構あると思います（福岡県、女性39歳）



早い段階から特別警報級だという情報があり、大半の方がいつも以上
に備えていたからか、今までの台風より庭に物が飛んでくることが少な
かったように思います。皆がきちんと備えたおかげで被害が最小限に
なったのではないかと思いました（福岡県、女性会社員40歳）

実際は大したことなかったが、それでよかったと思いました（福岡県、
女性教員40歳）

日頃から備えてはいましたが、今回は予想を遥かに超えた台風。コロ
ナもあり、避難所へ行くことはあまりしたくなかったので、自宅でできる
限り過ごせるように万全を期しました。今回は被害も少なく済みましたが、
やはり備えているからこそ台風や自然災害時にうろたえなくて済むんだ
と思います。気象庁やニュースが言い過ぎた、とかは思いません。どう
捉えようと捉える側の、気持ちの持ちようだと思います。子どももいるの
で余計にいろいろそろえていないと何かあってからでは遅すぎますから
（福岡県、主婦40歳）

町内の役員をしており、前日に避難所の案内をポスティングしました。
早めに動けてよかったです。公共交通機関が早めに運休を発表してく
れたので、仕事も休みになりました。養生テープなどの買い占めと転売
について、腹が立ちました。春先のマスク、トイレットペーパー、生理用
品、何度同じことを繰り返すのか。『奪い合えば足りぬ、分け合えば余
る』。この言葉を思い出しました。自分だけ良ければいいと言う人、お金
儲けをしようとする人にゲンナリです。日頃の備えが大切だと思いました
（福岡県、パートの女性41歳）

福岡は天災が少ないからこそ、備えは必要なのでよかった（福岡県、
女性会社員41歳）

台風でなかなか対策をしてくれない、父が今回はとても動いてくれて、
これも警戒して下さいと言うお知らせのお陰だと思いました（福岡県、ア
ルバイトの女性42歳）

結果的に大袈裟だったかもしれないのですが、いざ家族5人分を用意
しようとしても売り切れていたり、必要なものはなかったりで、日頃の備え
の大事さを改めて知りました。朝起きて停電していて、とりあえずで買っ
ていたパンが役に立ったりと、日頃できない訓練になった気がします
（福岡県、主婦42歳）

今回の気象庁が発した事前アナウンスは全く問題ないと思います。台
風接近に対する必要な情報でした。1991年の17、19号台風の後はしば
らく今回のような備えを台風接近のたびに多くの人がしていたと思いま
す。当時電柱が軒並みなぎ倒され、停電が1週間以上続き、屋根瓦は
飛んでブルーシートだらけ。そんな生活を福岡県、佐賀県の多くの人々
が経験しました。今回の気象庁が取った対応は忘れていた台風に対す
る備えを思い出させてくれた大切な機会だったと思います（福岡県、自
営業の男性42歳）

私は福岡市に住んでいます。確かに結果としては過剰報道だった気
はするが、災害被害が少ないのは福岡市の努力が大きいです。開発関
係者も土砂崩れには気を付けてそうだし、電柱もガタがない。結果的に
は福岡だからこそ被害が少なかっただけで、他の町で考えたら妥当な
報道だったと考えます（福岡県、物流関係の男性43歳）

被害が少なかったから注意喚起が過剰だと言われるかもしれないが、
被害が出れば備えていないのは自己責任と言われかねない風潮。災
害が多い今の時代は人に多くの気づきを与える。隣国のミサイルにだっ
て備えておかないといけない。他人に優しくありたいものです（福岡県、
女性会社員45歳）



結果的には何もなかったが、あれだけ騒いだからみんな警戒して被害が
少なかったと思います（福岡県、男性会社員45歳）

結果的には準備購入し、使用しなかった物が多々ありましたが、事前の
情報があったのでとても良かったと思います（福岡県、女性団体職員45歳）

結果的に過剰だったかもしれないが、備えることは大事なので仕方ない
（福岡県、男性会社員46歳）

警戒し過ぎるくらい警戒していいと思う（福岡県、自営業の女性47歳）

自然界のことは、100%なんてあり得ないので、多少過剰でも、今回のよう
に計画運休や呼び掛けをしてほしい。何かあってからでは遅い（福岡県、
女性会社員47歳）

今回、皆さんが対策を取られたおかげで飛散物が少なく、被害が最小限
で済んだと思います。思ったより勢力は弱く感じましたが、毎回このくらいの
準備をして挑むべきだと感じました（福岡県、主婦48歳）

私個人の考えでは、確かにたいした台風ではなかったですけど、備えあ
ればよし！で、大惨事にならないよう、構えることができた。異常気象の続
く環境の中で、危機感を持って行動できたので、必ず今から先に来るであ
ろう、尋常でない台風の訓練と思えば非常に勉強になりました！（福岡県、
男性会社役員48歳）

備えあれば憂いなしと改めて感じました。過剰なぐらいの注意喚起でい
いと思います。だから、備えることができ、結果的に早めの行動ができたと
思います（福岡県、女性会社員49歳）

今回、ユーチューブを参考にベニヤ板を2階窓の内側から取り付けました。
ホームセンターでサイズをカットしたり金具を準備したりしましたが、初めて
だったこともあり、取り付けるのに4時間もかかってしまいました。新築の際、
2階の窓にも雨戸を付けるべきだと痛感しました。雨戸を今、検討中です。
何もかも早めの備え、早めの予測、行動に尽きると思いました。福岡に来て
ずっと思っていたのですが、「福岡は台風がそれるけんねー」などとお気楽
に思っていた人たちも今回ばかりは備えていたのは、気象庁やメディアの
おかげだと思いました。（福岡市の）千早周辺や照葉はマンション高層階か
ら破片がぶっ飛んでくるのではないか？と、県外に避難したという話も聞き
ました（福岡県、主婦49歳）

「命を守る行動を」。この声掛けが分かりやすくて良かった(障害福祉の仕
事なので)（福岡県、女性会社員49歳）

日頃、何もしないので改めて備えの重要性を感じ、足らない物を準備す
るいいきっかけになりました。用心に越したことはないので過剰でもいいで
す（福岡県、主婦50歳）

今回はたまたま台風が立て続けに同じ道を通ったから、大事に至らな
かったと聞きました。大げさに言って、後から大したことなかったねと言える
くらいがいい。逆は怖いし、取り返しがつかない。NHKは常に最新の情報を
流してほしい。ネットはあてにならないので（福岡県、パートの女性50歳）

たまたま弱くなっただけで、今後も事前対策は重要と感じた（福岡県、女
性会社員51歳）



今回は台風直撃を免れ「取り越し苦労だったと感じた」という意見もあるよ
うだが、より多くの人々に「命を守る行動」を意識してもらうため、今回のよう
なインフォメーションは有効だと感じます。また、交通網やコンビニなどが計
画休業を事前に発表したことにより、自然災害に対する危機意識を高める
効果があったと思います（福岡県、人事コンサルタントの男性51歳）

今回の「特別警戒級」との報道で、必要な備えについて家族全員で真剣
に考えるきっかけになりました。このとき買い揃えたものは、そのまま非常用
として備蓄しています。結果はどうあれ、地域社会全体で防災意識が高
まったのは良かったと思います（福岡県、契約社員の女性51歳）

今後、起こるかもしれない災害に備えての予行練習というか、考えるきっ
かけとなった（福岡県、主婦51歳）

備えあれば憂いなし。結果的に予想以下だったとしても、今回の備えや
行動が経験値として積み上がるので、いいと思います（福岡県、自由業の
女性51歳）

とにかく、メディアや気象庁があそこまですれば、みんな大変なんだと思う
のだなと感じた（福岡県、男性会社員53歳）

公助より自助に重きを置いて自分でできることは最大限にする。空振りで
もいいから早めの情報を出していいと思います（福岡県、無職の女性53歳）

どちらかと言えば妥当だったと思うが、私の地域は言われる程ひどくなく、
多少やり過ぎた感はありました（福岡県、男性会社員53歳）

ここ数年で、天災、災害による被害が、情報として入りやすくなっている。
過剰に報道される傾向にあるが、そのおかげで、日頃から防災に対する意
識が高まった（福岡県、自営業の男性54歳）

普通の台風だったが、あれだけニュースで脅せば、死者は食い止められ
ると感じた（福岡県、パートの女性54歳）

避難先から帰宅すると屋根瓦がズレてぶら下がっている状態でした。結
果として大したことはなかったと言われていますが、在宅していたらほとん
ど眠れていなかったと思います。避難したことは正解だったと思っていま
す（福岡県、女性会社員55歳）

結果として、被害が少なかったのは気象庁やメディアからの発信が功を
奏したと思う。騒ぎすぎという人もいるが、その人たちは情報を自ら取ろう
としただろうか？ 疑問である（福岡県、女性会社員55歳）

どの放送局でも常に台風情報が流れているから、行動は各自、機敏に
なってきていると思う。九州に限ってかな？（福岡県、従業員の男性55
歳）

気象庁の発表に賛否両論ありますが、早目に準備をしたことで被害も
抑えられたと感じています。今後も早めに心構えや準備のために、大げさ
と捉えず、報道もしてほしいと思っています（福岡県、契約社員の女性55
歳）

異常気象の中、大げさな報道でも受け入れるべき。台風9号が海水温
度を下げ、10号勢力を下げた報道があり、ありがたい（福岡県、男性会社
員56歳）

今回の台風では大きな被害は出なかったが、警戒しすぎて悪いことは
ないと思います（福岡県、主婦56歳）

今回の台風で被害が少なかったのは大げさなくらいの報道のおかげだ
と思います。何があるか分からない世の中になってきているので過剰反
応なくらいがちょうど良いと思います（福岡県、女性公務員57歳）



特別警戒を発令しても全く対策をしない人もいるので、今回の発令を私は
支持します。ひどい災害じゃなくて良かったね、と職場でも話しました（福岡
県、パートの女性58歳）

早めの警戒や準備のおかげで被害もほとんど出ずに済んだと思います（福
岡県、主婦60歳）

無駄でも構わないので、最悪の事態を考えた警報を出していただきたい。
たとえそれが空振りになったとしても、個人的には生命を守るという観点から
考えたら良いことではないかと思います（福岡県、自営業の男性61歳）

特別警戒級との発表で、より備えへの意識が高まりました（福岡県、主婦60
歳）

警報は少し重いくらいの方が正解（福岡県、年金受給者の男性63歳）

想定した被害が結果として少なかったとしても問題にはならない（福岡県、
無職の男性63歳）

想定よりひどい被害がなかったのはありがたいことであり、過剰な情報とか
言うべきではない（福岡県、男性公務員64歳）

空振りだったとしても、事前に危険な状況になるかもしれないとの情報提供
は有効だと思う。命が何より大切。東日本大震災の津波の恐ろしさを忘れつ
つあるような気がする（福岡県、大学教員の男性64歳）

自然災害に過剰反応だとしても、命には替えられない（福岡県、無職の男
性66歳）

事前の備えの重要性を認識できた。自宅(一軒家)の風雨に対する弱い点
を確認できたことも良かったように思います（福岡県、年金生活者の男性65
歳）

気象庁の警告は、どちらかと言えば妥当だったと思いますが、被害が少な
かったのは、台風の勢力が弱まったのとコースが少しそれたため。ただ、予
測の時点では仕方なかった（福岡県、パートの男性69歳）

天気予報の精度が上がってきたのに伴い、われわれの知識も向上してい
るのはテレビや新聞などマスコミのおかげ。今では気象図を見て風の方向、
強さの予測が自分でもでき、対策に役立っています（福岡県、年金とパート
の男性69歳）

やや過剰ではあったが、備えあれば憂いなしのごとく、安心感を持てた（福
岡県、主婦69歳）

少々過剰な報道だったが、備えあれば憂いなし。良かったと思う。（福岡県、
無職の男性72歳）

警戒の大切さを周知できたと思う。ただ時間が経つとみんな忘れる。メディ
アの役割を期待する（福岡県、男性74歳）



■日頃からの備えがいかに大切か、考える機会に

少し過剰かな？と思いましたが、結果的に被害が少なかったためであり、
それは今回幸いだったと思えば、過剰なくらいの備えをすることは悪いこ
とではないと思います。ただ、台風前日のホームセンターの人出には驚き
ました。台風シーズンには、発生前から準備をしておいた方がいい、とそ
の時思いました（佐賀県、自営業の女性55歳）

何にもなくて良かったね、というくらいがいいと思います（佐賀県、女性教
員46歳）

今回のように気象庁からの情報は少し大げさなくらいが防災意識が高
まっていいと思う（佐賀県、女性会社員46歳）

結果的に被害は少なかったので、大げさだったとか、不安をあおりすぎ
だとの意見も多く出ていましたが、私は大げさだとは思いません。大げさ
だった、と言えることは被害がなかったからこそ言えることであり、幸せなこ
とだと思います。直前での店頭での混乱ぶりなどを見て、日頃からの備え
がいかに大切か、改めて考える機会になりました。以降は飲み水や非常
食、懐中電灯、電池、ガスコンロ、ボンベなど、災害に備えて常備するよう
になりました（長崎県、パートの女性38歳）

今となっては脅しのようだったが、数日前から呼び掛けがあったため十
分に準備ができた。モバイルバッテリーなどの電源を数日間分、確保しな
ければならないなと感じた（長崎県、大学生の男性21歳）

たとえ対策が無駄になってもよしとした方がいいのでしょう（佐賀県、男
性会社役員61歳）

被害が出ないことが大切。想定を下回っても、無事、被災しなかったこと
に意味がある（佐賀県、男性会社役員61歳）

過剰だったけど 備えあれば憂いなし。何事もないことがいい（長崎県、
自営業代表の男性71歳）

皆が防災意識を高めれば、いざというときに被害を軽減できるので、空
振りでもしっかり避難や備えのできた今回の対応は良かったと思います
（熊本県、女性会社員41歳）

犠牲者を出さないためにも早く特別警報などを出してほしい（熊本県、
農業の女性59歳）

何もないことが一番なので、大げさだと言うことはないと思う（宮崎県、
無職の女性31歳）

台風10号は進路が外れただけのこと。台風に関する危機感や防災を見
直す良いきっかけだったと思っています。気象庁が呼び掛けてくれなかっ
たら台風防災を見直すこともなかったと思います。都市部在住の人は街
が発展したことで危機感が薄いと感じていました。これまで起きたいろい
ろな災害が風化してしまっているからだと思います。福岡市街地が以前、
水害に遭い、地下が水没したことを知っている人がどれぐらいいるのだろ
うと考えることがあります（鹿児島県、パートの女性47歳）

今回の台風のように、非常に大きな被害が予測されるときには、ためら
わずに特別警戒警報などを出して、住民に厳重な警戒を呼び掛けるべ
きである。たとえ、空振りに終わっても「ああ、思ったよりひどくなくてよかっ
たね」で済むからである。一方、住民に厳重な警戒意識がない場合は、
1999年9月の台風の時のような大惨事を招くことが多い。7月の熊本豪雨
の時も、本来はこのようにすべきだったと思う（鹿児島県、男性公務員55
歳）

今回は、海水温が予想より低かったので、あまり被害が出ませんでした
が、気象庁の警戒宣言は妥当。最悪の場合の想定が必要だと思います
（鹿児島県、女性会社員57歳）



■「過剰」と批判的な意見

マスゴミが不安をあおり立てることに不快だ（福岡県、男子学生21歳）

素人考えですが、事前の警戒呼び掛けと実際に起こった災害とに差
があると、結果的にだんだんと警戒呼び掛けを信用しない人が増えてく
るのではないかと心配しています（福岡県、大学生の男性23歳）

過剰なアナウンスにより、店頭から食材とかがなくなっていた。私は日
中、仕事をしていて、いつも買い物は夜。台風に関係なく、夜スーパーに
行って、ほとんど食材が買えず大変だった。日中動ける高齢者・専業主
婦・パートの人々はいいだろうが、それ以外の普段働いている人たちが
備えることができなくなるようなアナウンスが必要だったのか？ これは、
コロナの時のマスク購入に昼間から並んでる人たちを見ても同じことを
思った（福岡県）

経済を回すべく働いている人たち・ライフラインを守るべき人たちが、
限られた時間で買い物や蓄えができず、時間がある人たちだけが先に
買い回って備えることができる現状はいかがなものか？ また、そうなる
と分かっていてアナウンスを出すなら、買い物の時間制限を設けるなど
の対策も必要ではないのか？と思った。過剰アナウンス以外の問題も、
連動して発生していたと思う（福岡県、女性会社員35歳）

気象庁は無責任だと思う。備えあればで、早め早めで大げさに…。空
振りを恐れないのは結構だが、それは避難する人の話。外れると、こち
らにしてみれば要らぬ経費を払う羽目になる。外れでも誰も責任を取ら
ないのでいいのであれば、言いたい放題、無責任に大げさに言えばい
いだけ。記者会見に出てくる担当者の説明が下手過ぎで分かりにくい。
広報担当者を固定してもっと分かりやすく明確に説明してほしい。記者
も文系の頭で的外れな質問ばかり（福岡県、農業の男性43歳）

騒ぎ過ぎ。ばかみたい（福岡県、女性会社員47歳）

自分の住んでいる地域は台風の影響が少ないので いつでも過剰報
道ばかりだと対応する気持ちが失せてしまいます（福岡県、パートの女
性48歳）

最近の報道などは過剰だと思う（福岡県、男性会社員49歳）

マスコミが毎回、最大級と言って、何か災害があったときは想定外と
いう。全く当てにならないと痛感しました。常に災害時に備えて、マスコ
ミにあおられないようにしなくてはと思いました（福岡県、女性会社員52
歳）

ある程度の備えは、やっぱり、必要かと思います。ただ、あまり過剰に
反応するのもどうかと思います...（福岡県、パートの女性53歳）

年々感じることは、国も気象庁も自治体もメディアもいわゆる責任回
避？とも取れるような大げさな表現をしているなぁと感じています。実
際、温暖化に伴う環境の著しい変化があり、これまでの自然災害とは
違い、想定外、予測不能になっているのかと思いますが、あまりにも過
大に報道し、世論をあおっているだけのように感じることもしばしば…。
日本国民が変な方向に欧米化してしまい、何かあれば、すぐ他人のせ
いにして訴訟を起こす、犯人捜しをするなど、これまでの日本人ではあ
り得ない行動をするようになってきたことも要因かと思われます…。あま
り世間をあおるような報道はお控え願いますようお願いいたします！
（福岡県、自営業の男性53歳）



大げさだったと考えます（福岡県、自営業の男性53歳）

最近、過剰な警報が多いように感じられ、オオカミ少年にならないことを
祈る（福岡県、自営業の男性54歳）

昔は、こんなに騒がなかった。あまりにも、今の時代は大げさに騒ぎ過ぎる。
バカバカしい（福岡県、無職の男性56歳）

あまりあおり立てると本当に経験したことのないような超大型台風が来た
ときに信用がなくなると思います。しかし、万が一のことを考えると仕方ない
のかもと思います（福岡県、主婦58歳）

報道が大げさ過ぎる（福岡県、男性会社員61歳）

海水温なども分かっていたはずなのにオーバーな予報で不安をあおり過
ぎ。何十年に一度などの予報は慎重に‼（福岡県、再任職員の男性64歳）

思ったほどひどくはなく、過剰なところがあった。1991年のリンゴ台風の方
がひどかった（福岡県、パートの女性64歳）

早くから不安をあおるような報道が気になりました（福岡県、主婦65歳）

最近の気象庁脅しが、大げさ過ぎる（福岡県、自営業の男性66歳）

過剰報道の傾向（福岡県、無職の男性71歳）

毎年経験している九州人は、それ程油断しないので、ある程度正確な情
報がほしい。「狼少年」になりかねない（福岡県、無職の男性74歳）

過剰な報道で、コンビニなどから食料品や水が一斉になくなり、クレーム
対応に追われて大変だった（佐賀県、パートの女性42歳）

「避難」することを呼び掛け過ぎだと思った（長崎県、自営業の男性51歳）

あまりオーバーに言い続けると、東日本大震災の事象のように慣れすぎた
結果の大惨事になるのではないかと懸念する（長崎県、男性会社員53歳）

台風9号の経路の近くを通過したがために、予想よりもかなり速度が早くな
り、被害も出なかったと聞きました。人吉市の被害を見ての警戒も過剰では
あったかと思います。後で後悔するよりは、と準備万端にしましたが、まずは
空振りで良かったです（熊本県、パートの女性63歳）

天気図､衛星写真、画像を見て自分で判断している。過剰な予想で責任
転嫁しているように思える場合がある（熊本県、男性会社員68歳）

過剰な警戒呼び掛けだった。予報は難しい‼（東京都、会社員男性52
歳）


