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国は、自然災害の予防・軽減等を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的として、大雨、

地震、津波等の現象の観測を行い、警報・注意報等の防災情報の提供等を行うとともに、先端技

術の活用等により、予測技術の高度化に努めている。 

総務省では、気象庁における警報等の適時かつ的確な実施、業務の信頼性向上及び組織・業務

運営の効率化、民間気象事業者等の健全な発展を図る等の観点から、「気象行政評価・監視」を

実施し、平成22年11月、その結果に基づき、①防災気象情報の適時かつ適切な発表、②民間気象

業者の健全な発展、③組織及び業務運営の合理化・効率化等を国土交通省に勧告しており、この

中で、大雨警報等及び緊急地震速報の精度の向上、業務信頼性向上対策の確実な実施等を求めて

いる。 

気象庁は、この勧告を受け、大雨警報等の精度向上に向けた手法の開発及び多機能型地震計の

増設、業務信頼性向上に向けた活動方針の作成等の取組を行っている。 

しかし、相次ぐ自然災害の発生により、国民の防災情報に対する要求水準は高まってきている。 

一方で、高度化した予測技術により予測精度が向上していることを踏まえた場合、国民による、

気象観測等により得られた防災情報の理解やその活用が十分ではない状況があるのではないか

とも考えられ、このように考えると、防災情報に関する国民の理解力の向上という課題も浮かん

でくると思われる。 

この行政評価・監視は、上記勧告による措置状況を踏まえ、以上のような認識に立ち、予測の

精度向上のための取組、防災情報等の理解促進のための取組及び業務信頼性向上のための取組に

ついて、その現状を把握し、課題の指摘を行おうとするものである。 
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