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2009年(平成21年)活動報告

1.18 気象勉強会（アウガ） 主催

1.25 第31回気象予報士試験

2. 8 気象勉強会（アウガ） 主催

3. 6 第31回気象予報士試験合格発表

3. 8 気象勉強会（アウガ） 主催

4.12 気象勉強会（アウガ） 主催

4.18 第33回定例幹事会（アウガ）

5.10 気象勉強会（アウガ） 主催

5.23 日本気象予報士会気象技能講習会（仙台） 受講

5.30 平成21年度定期総会(アウガ)

6.14 気象勉強会（アウガ） 主催

6.17 ウォッチング青森室内例会 講師派遣

6.19 第7回青森県気象災害連絡会（弘前大学） 出席

6.26 土砂災害防止講演会 聴講

7.11 第1回わくわくサイエンス（大館郷土博物館）講師派遣

7.12 気象勉強会（アウガ） 主催

7.22 第2回わくわくサイエンス（釈迦内小学校）講師派遣

8. 9 気象勉強会（アウガ） 主催

8.30 第32回気象予報士試験

巻頭言 生涯学習としての気象
会長 岡前憲秀

2009年11月に，階上町で行っている「生きがい中央大学特別講座」という学習会に招かれ，「南部の天気あれこれ」

と題したお話をさせていただく機会がありました。この「生きがい中央大学」とは，階上町の高齢者を対象とした学習会

のことで，地域の公民館に登録者の方々が集まり，午前中はあるテーマについて講師を招き勉強会を行い，午後はカラオ

ケやゲームなどで楽しむ，というものだそうです。

三八教育事務所の方からの依頼だったのですが，「三八地方に関連したお天気の話をお願いします」ということでした

ので，お話をいただいた時は「気象の話というのは珍しいので，恐らく行政側で決めたテーマなのだろう」と思っていま

した。ところが，当日の開校前に担当の方と打ち合わせをしている中で，気象の話を聞きたいというのは受講者の方々か

らの要請だった，ということを知らされました。そのため，急にプレッシャーを感じるとともに，高齢者の方々が気象に

関心を持ってくださっていることを嬉しく思いました。

講座には30名ほどの方が出席されていました。中には，高齢者と呼ぶには失礼な若々しい感じの方も多くいらっしゃい

ました。私の話はというと，準備不足のために大変拙い内容だったのですが，皆さんが熱心に耳を傾けてくださったおか

げで，持ち時間の中で滞りなく話を終えることが出来ました。

超高齢化と呼ばれる時代に入り，サラリーマンでは退職した後にもまだ長い人生が待っています。とかく体のケアには

熱心ですが，脳の老化防止には関心がない方が多いのではないでしょうか。そこで，推奨したいのが「気象」です。気象

現象は私たちの生活に密接に関わっているだけでなく，季節で，あるいは一日の中でも天気はさまざまに変化することか

ら，研究の題材に不自由することはありません。

当予報士会で月1回行っている気象勉強会でも，60代や70代の方が熱心に参加されています。その中に，70歳を過ぎて

から勉強会に参加され，現在は「天気検定」に挑戦されている方がいらっしゃいます。ご本人は「今日覚えてもすぐに忘

れるので，毎日参考書を念仏のように繰り返し読んでいます」と笑いながらおっしゃっていますが，その頑張りには本当

に頭が下がります。

かく言う自分も，気象予報士試験を受験していた頃には覚えていた内容が，どんどん頭から離れて行っていることを痛

感しています。会員の皆さんも，気象を生涯学習のテーマとして日々勉強を続け，長い人生を楽しもうではありませんか。

9. 6 気象勉強会（アウガ） 主催

9. 9 大館ときめきサイエンスプロジェクト

理科実験教室(雪沢小学校) 講師派遣

9.12 雲と自然の観察会（八甲田ゴードライン）

ウォッチング青森との共催 荒天のため中止

10. 9 第32回気象予報士試験合格発表

10. 9 大館ときめきサイエンスプロジェクト

理科実験教室(城南小学校) 講師派遣

10.17 第34回定例幹事会（弘前大学）

10.18 気象勉強会（アウガ） 主催

10.21 ウォッチング青森室内例会 講師派遣

10.25 「体験！一日気象予報士」（弘前大学）協力

11. 8 気象勉強会（アウガ） 主催

11.11 あおもり県民カレッジ“地域キャンパス講座”

(階上町 石鉢ふれあい交流館) 講師派遣

11.14 施設見学会（青森県航空防災センター） 主催

11.19 第8回わくわくサイエンス（大館郷土博物館）講師派遣

12. 5 第10回わくわくサイエンス（大館郷土博物館）講師派遣

12.13 気象勉強会（アウガ） 主催

12.25 第8回青森県気象災害連絡会（青森地方気象台）出席

（対象期間：2009年1月1日～2009年12月31日）



 

平成21年度定期総会の報告
―岡前さんが新会長に！―

5月30日（土）午後3時から、青森市のアウガ

（5階 企画ワーク室3、4）において平成21年度

定期総会を開催しました。当日の出席者数は12

名、委任状提出者は15名であったことから、会

則第7条3項の規定により本総会は成立しました。

田嶋会長を議長に選出し議案を審議した結果、

議案第1号から第6号までのすべての議案につい

て満場一致で承認されました。役員の変更案が

承認されたことから、今年度から新体制（会長：

岡前憲秀さん）で青森県気象予報士会を運営し

て行くこととなりましたので、会員の皆様には

一層のご協力をお願いいたします。

総会終了後には、下山さんによる「英語でハ

リケーンと台風の違いをどのように説明するか」

と題したミニ講義と、岡前さんによる「気象技

術講習会in仙台」の報告がありました。

午後6時からは有志による懇親会が行われ、遠

く札幌市や大仙市から駆けつけた会員を囲みな

がら、時間一杯まで歓談しました。

青森県気象予報士会の１０年を振り返って
会長 岡前憲秀

2010年6月に，青森県気象予報士会は結成して

丸十年を迎えることになります。結成当時から

の会員の一人として，これまでの10年を振り返っ

てみると「あっという間の10年」だったという

思いです。そこで，「快陸風」の創刊号から第9

号をまでを読み返しながら，これまでの歩みを

振り返ってみることにしました。

１．結成準備から結成当時まで

2000年の4月頃だったと思いますが，（有）アッ

プルウェザーの工藤社長が主宰していた勉強会

から3名の気象予報士が誕生し，工藤社長が言っ

た「予報士会を作らないか？」の一言からすべ

ては始まりました。

当時の勉強会の参加メンバーへ入会を呼びかけ

たほか，それぞれの友人や知人を勧誘しメンバー

を集める一方で，他県の気象予報士会の会則を

参考にしながら当会の会則案を作成しました。

そして，2000年6月10日に設立総会を青森市内

（会場は初代会長の工藤さん馴染みの某スナッ

ク）で行いました。結成時の会員数は27名でし

た。

結成して最初に行った活動は，三沢基地航空

祭の一環として施設開放していた自衛隊三沢航

空隊の施設見学でした。その他にも，気象庁の

海洋気象観測船「啓風丸」が函館に寄港し，函

館海洋気象台の海洋気象観測船「高風丸」とと

もに行われた一般公開を見学するなど，１年目

から活発に活動していました。

２．工藤会長から田嶋会長へバトンタッチ

２年目以降には，気象予報士試験に合格する

会員が出てきました。また，2001年には気象勉

強会の会場を荒川市民センターから青森駅前の

アウガに変更し，現在に至っています。さらに，

2002年からはウォッチング青森との交流も始ま

り，ウォッチング青森の室内例会へ当会会員が

参加したほか，当会の「雲と自然の観察会」へ

ウォッチング青森の会員の方が参加するように

なりました。そして，３期会長を務めた工藤さ

んの後任として田嶋さんが2003年から会長に就

任しました。

３．ホームページの立ち上げや会報の充実

2004年には念願のホームページを立ち上げる
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ことが出来ました。また，会報のページ数が増

え，内容も充実してきました。これらの効果も

あってか，この頃から会員数が増え始め，30名

以上の会員数を維持するようになりました。

また，施設見学会や雲と自然の観察会も継続

して実施しており，あまり会うことのない会員

との交流の場として役立ちました。2005年から

は，弘前大学で行っている「体験！一日気象予

報士」へも参加し，外部へ向けての活動も開始

することができました。

４．さらなるステップへ向けて

2008年には，弘前大学の招きで青森市へ来ら

れた廣田勇先生の気象講演会の後援をするなど，

これまでにない活動も経験しました。しかし，

施設見学会や雲と自然の観察会への参加者が年々

減少してきており，行事の形態を考え直す必要

も出てきています。

また，日本気象予報士会が一般社団法人とな

り全国の支部組織がその傘下となっている現状

を踏まえて，当会の今後のあり方についても検

討するべき時に来ています。このような時期に，

田嶋さんから私が会長の職を引き継ぐことにな

り，責任の重さを痛感している次第です。

今後とも会員の皆様からのご意見等をもとに，

20年，30年と継続できる組織づくりを目指して

行きたいと考えていますので，ご協力をお願い

いたします。

平成２１年施設見学会
葛西 幸彦

11月14日（土）青森県防災航空センターにて

施設見学会を行いました。今回は当気象予報士

会のほかに、「NPO法人青森県防災士会」「手話

勉強会ダブルハートの会」の各会員の方々も参

加され、約30人の参加者で『青森県防災ヘリコ

プターしらかみ』を見学しました。

防災ヘリしらかみは、県内各市町村や各消防

本部からの要請により、県内で発生した大規模

な林野火災等での空中消火や偵察、地震や風水

害での救助活動、山岳遭難や水難現場での捜索

活動、遠隔地からの傷病者の救急搬送等々幅広

く活躍しています。また、緊急消防援助隊青森

県隊の航空部隊として、県外でも救助・救急活

動を行っています。隊員の方々は、青森県内の

各消防本部から派遣された、選りすぐりのエキ

スパートで構成されています。

当日、防災航空センターの格納庫内で、青森

県防災航空隊吉本雅治副隊長（青森消防本部）

から約１時間にわたり防災ヘリしらかみの概要

や性能、装備資機材、装備資機材を使った救助

方法等の説明を受けました。参加者の中から代

表で３人の子供たちが、実際にホイスト（要救

助者を吊り上げる装置）による吊り上げを体験

しました。

その後、隊員の降下訓練を見学、実際の災害

現場での活動状況を撮影したビデオを鑑賞し、

あっという間に1時間が過ぎました。最後に防災

ヘリしらかみの前で記念写真撮影をし、施設見

学会を終了しました。
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防災航空センターのみなさん、貴重な体験を

させていただき、どうもありがとうございまし

た。

（参加者全員での記念撮影）

「体験！一日気象予報士」

10月25日、弘前大学理工学部主催「楽しい科

学」の「体験！一日気象予報士」に、予報士会

から、田嶋さんと対馬さんの2名が参加しました。

小中学生の参加者は7名。小4くらいから参加し

ている超常連もいて、紫外線ビーズのお土産に、

「前ももらった」と言って、児玉先生を困らせ

ていました。内容は以下の通りです。

①弘前大学の学生が、パワーポイントで竜巻の

でき方などの話をしました。

②回転台に乗って、回転半径が小さくなると回

転が早くなることを体験しました。

③竜巻発生装置により、竜巻の発生原理を学び

ました。上昇気流だけでなく、回転する空気

の流れが重要でした。実際に、空気の流れを

変えてどうなるかを実験しました。

④気象測器（雨量計、日照計、気温計）の仕組

みを学びました。生徒さんが雨量計に水を流

し込み、転倒升が動くことを体験しました。

⑤気象予報士への質問コーナーでは、気象予報

士試験の勉強法や、竜巻の回転方向は一様か

などの質問が出ました。竜巻は回転半径が小

さいため、地球の自転の影響がほとんどなく、

時計回りも反時計回りもあると、児玉先生か

ら説明がありました。なかなか難しい質問も

あり、児玉先生は、一般気象学や洋書などを

持ち出し、丁寧に答えていました。

「雲と自然の観察会」 昨年に続き中止

9月12日にウォッチング青森と共催する予定だっ

た雲と自然の観察会は、昨年に引き続き、悪天

が予想されたため中止となりました。

東奥日報 「ちょっとお尋ねします」

当会副会長で弘前大学大学院理工学研究科・

寒地気象実験室室長の児玉先生が、東奥日報の

「ちょっとお尋ねします」のコーナーで取り上

げられました。

「気象学を志すきっかけ」、「やませと降雪」、

「地球温暖化」、「防災」、「農業」、「津軽

平野での高層気象観測（京都大学との共同研究）」

などのほか、当予報士会の活動についてもコメ

ントしてくださいました。
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青森県雪情報システムの概要
岡本 純

東京在住の青森県気象予報士会会員の岡本と

申します。ご縁があり数年前から会員とならせ

ていただいております。私は気象観測機器メー

カに勤務しており、気象観測システムの営業推

進活動に従事しております。青森県では平成１

８年度～２０年度に既設システムの老朽化のた

め雪情報システムの更新が行われました。それ

に先立ち平成１６年度～１７年度に青森県県土

整備部道路課が主催する青森県道路情報システ

ム研究会の公募があり、私の所属する横河電子

機器株式会社も研究会のメンバーに加えていた

だくこととなりました。この時に県の担当をさ

れたのが道路課の岡前さん（現青森県気象予報

士会会長）でした。また、研究会メンバーとし

て一緒に活動したのが、吉田産業の田嶋さん

（前青森県気象予報士会会長）・林さんでした。

このようなご縁から青森県予報士会の一員とな

らせていただきました。

青森県道路情報システム研究会では青森市内

八甲田大橋に気象観測機器・監視カメラを設置

して、路面凍結関連の諸観測を行いました。八

甲田大橋で実験的に用いた観測機器はその後、

青森空港近くの高田バイパスに移設され、雪情

報システムの１観測局として運用されています。

また、吉田産業さんは青森県の既設雪情報シス

テム９５観測点の過去１０数年のデータを解析

して、更新雪情報システム観測点の見直しを行

われました。各

観測点のデータ

を解析して近く

の観測点データ

との相関性が高

い場合、一方の

観測点を廃止す

る、また気象庁

のアメダス積雪

観測点に近い観

測点は廃止する

等の観測局配置

の見直しと、吹

雪等の気象防災

の観点から見て、

新たに設置すべき観測点や観測気象要素などの

提言を行われました。

道路情報システム研究会の成果をもとに、道

路課により青森県雪情報システム更新計画が作

成され、平成１８年度～２０年度に県庁上位側

システムと５７現地観測点の更新が行われまし

た。更新に際しては、情報収集ネットワークの

ＷＥＢ化と、新技術を用いたセンサの採用が実

施されました。ネットワークのＷＥＢ化は、Ｎ

ＴＴ回線を利用した従来の情報収集システムネッ

トワークを、最新の情報通信技術を用いたＷＥ

Ｂ情報収集システムネットワークに更新して、

気象観測データを観測局から直接県庁の雪情報

上位システムに送信するものです。情報は加工

された後、県庁のイントラネットにより道路管

理者（県民局等）に配信されます。また、一部

のデータは公開サー

バを経てインター

ネットで県のホー

ムページ上に公開

されます。

右の写真は観測

局の例です。観測

要素は積雪深、気

温、風向風速です。

一部の観測局では

積雪深のみとなっ

ています。公開さ

れているデータは

１時間毎の積雪深、

気温で、前の時刻

の積雪深との差を

（時間）降雪量と

して、積雪量・降

雪量・気温の形で

公開されています。

既設システムの積雪深計は超音波式積雪深計

でしたが、更新されたシステムでは半導体レー

ザを用いたレーザ式積雪深計が採用されていま

す。超音波式積雪深計では積雪表面の複雑さの

ために、データが時々不連続となる問題があり

ました。新しいレーザ式ではこのようなことは

無くなっています。風向風速計も積雪寒冷環境

に対応可能な新しい製品に更新されています。
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青森県道路情報システム研究
会
八甲田大橋観測局
風向風速、路面温度、気温、積
雪深、降雪種類・強度、路面画
像等を観測した。

青森県雪情報システム平内観測局

支柱に上から風向風速計、レーザ
式積雪深計、気温計、人体検知器、
筐体が設置されています。積雪深
計はフェンス内中央付近の自然積
雪深を測定します。



青森県雪情報システムでは私どもの会社の観

測機器を多数ご採用いただきました。そのため

打合せや機器の現地調整立会その他で、頻繁に

青森県を訪問させていただきました。現地観測

局に行くことも多く、県内のかなり隅々まで踏

破いたしました。これまで青森県にあまりご縁

はありませんでしたが、雪情報システムの仕事

を通じて青森県に大きなご縁ができ、出身地で

ある兵庫県よりも青森県によほど詳しくなり、

青森県にたいへん愛着を感じるようになりまし

た。

雪情報システムとは別に、青森県県土整備部

道路課では道路監視用カメラも整備中で、現在

２１箇所に監視局が整備されており、毎年数箇

所のカメラ監視局が新設されています。平成２

１年度は三八県民局管内の白萩平と中南県民局

管内の碇ヶ関に設置されました。これらのカメ

ラ監視局のほとんどは気温も観測しており、カ

メラ画像内に気温が表示された形でホームペー

ジに公開されています。

青森県は他県に比べて立派な雪情報システム

を整備されています。冬期の道路管理に有用で

あることはもちろんですが、現時点では公開さ

れていない風向風速のデータ等も公開されれば、

より専門的な活用（例えば吹雪予測や気象予報

等への活用）につながる可能性があります。ま

た、いろいろな事情から冬期のみの運用となっ

ていますが、雨量計等を追加して通年での運用

を行えば、気象防災情報システムとしても活用

が可能と思います。折角の雪情報システムをよ

り有効に活用されることを青森県殿でご検討い

ただければと思います。

ウォッチング青森室内例会への講師派遣

【第 1回目】

日時：2009年6月17日（水）19：00～21：00

会場：青森市中央市民センター

講師：予報士会 小関 英明

演題：「天気の急変から身を守る為に」

概要：昨今、急な大雨による災害が多発してい

ます。これに対し、平成21年2月に、気象庁か

ら「局所的大雨から身を守る為に－防災気象

情報の活用の手引きー」が出されました。こ

れを基に、天気の急変による災害から身を守

る為の気象情報の見方や活用について解説を

行ないました。

聴講者：約10名

【第 2回目】

日時：2009年10月21日（水）19：00～21：00

会場：青森市中央市民センター

講師：予報士会 岡前 憲秀

演題：季節予報のあれこれ

概要：長期予報について、古来から伝わる民間

予報や気象庁による寒候期予報などを紹介し

ました。この時紹介した「寒だめし」につい

て、私もやってみた結果、「青森での初積雪

は11月16日、本格的な積雪は12月11日」とい

うことを発表しましたが、実際は初積雪が11

月21日で最大2ｃｍ、本格的な積雪は12月14日

で最大6ｃｍ（青森地方気象台のデータによる）
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という結果でした。

聴講者：約10名

あおもり県民カレッジ”地域キャンパス講座”

への講師派遣
岡前 憲秀

日時：2009年11月11日（水）

会場：階上町 石鉢ふれあい交流館

講師：予報士会 岡前 憲秀

演題：「お天気学習会 ～南部の天気あれこれ

～」

概要：平成21年度あおもり県民カレッジ“地域

キャンパス講座”（主催 青森県総合社会教

育センター）の一環として、階上町の高齢者

を対象とした学習会である「生きがい中央大

学」とタイアップした特別講座に招かれ、

「お天気学習会 ～南部の天気あれこれ～」

と題した講演を行った。（約1時間）

聴講者：34名

階上町を含めた三八地方で、過去30年程の間

に起きた気象災害（フェーン現象に伴う林野火

災、大雨、春先の大雪など）にまつわる話や太

平洋側で顕著な「やませ」の構造などを紹介し

た。また、テレビの天気予報などでよく聞く用

語（真夏日、エルニーニョ、降水確率など）に

ついても説明した。

参加者は34名で、ほとんどの方が普段は気象

や気象予報士とは縁の無い方々だったと思うが、

皆さんが最後まで熱心に耳を傾けてくださった。

また、「参加者の皆さんから気象の話を聞きた

い、との要望があったので企画した」と講座担

当の方から伺った。このようなニーズに応える

ためにも、当会の気象勉強会などを通じ、普段

から研鑽に励む必要性を痛感した次第である。

小学生向けお天気講座の報告
鳥潟 幸男

【大館ときめきサイエンスプロジェクト】

授業１（雪沢小学校5年生）1コマ

2009年9月9日（水) 講師：鳥潟、小関

授業２（城南小学校5年生）2コマ

2009年10月9日(金) 講師：鳥潟、小関

授業名：台風の進路を調べてみよう！

概要：当授業は、NPO法人ひとと暮らしとまち

大館ネットワーク主催の「大館ときめきサイ

エンスプロジェクト」の一環で、地元の企業

等の社会人講師などが市内外の小学校22校で3

5回出前の理科授業をするものです。当NPOは

経済産業省の理科実験教室プロジェクトを受

託しています。

内容：今年度は、台風の進路がどのようにして

決まるのかを視覚的に理解するために、写真

のような実験台を用意しました。これはNPOの

大館ネットワーク様に制作していただきまし

た。児童に太平洋高気圧の位置と偏西風が吹

いてくる向きを自由に決めさせ、台風がどの

ような経路をとるのか実験してみました。こ
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講師を務める小関さん

講師を務める岡前さん



れが結構盛り上がりました。また、別事業の

「はてなサイエンス」という大館市の達人講

座でも同内容を取り上げてみましたが、好評

でした。やはり、子供たちが実際手を動かし

て結果を確かめることができることがよいよ

うでした。楽しかったという感想も多く寄せ

られました。

【わくわくサイエンス】

大館郷土博物館の子ども科学教室「わくわく

サイエンス」では、当会副会長の小関英明さん

に天文や紙飛行機制作の講師を務めていただき

ました。小関さんは、「星空案内人」の資格を

保有し、通称「星のソムリエ」と呼ばれていま

す。一年を通して何度も大館まで足を運んでい

ただきまして本当にありがとうございました。

第1回(7/11) 7/22の日食について

講師：小関

第2回(7/22) 日食観察会

講師：小関夫妻、鳥潟

第8回(11/19) 秋のスターウォッチング

講師：小関

第10回(12/5) 作って飛ばそう、紙ヒコーキ！

講師：小関

～日食観察会（第2回わくわくサイエンス）～

7月22日釈迦内小学校に出向いて日食観察会を

実施しました。日食の講師は小関さん夫妻です

（日食の影響観察は私が担当）。小関さん夫妻

には、かなり前から周到に準備を進めていただ

き、当日は天体望遠鏡、カメラ、眼視用フィル

ター、ピンホール観察箱など数々の機材等を用

意していただきました。ありがとうございまし

た。

残念なことに、当日はあいにくの雨天のため、

太陽の観察は中止となったものの、小学生のみ

なさんと一緒に、各種観測（照度、気温、地表

面温度、生物の様子、雲の様子）を行いながら、

テレビ中継そしてインターネット中継で皆既日

食を見ることはできました。

ダイヤモンドリングの瞬間がテレビで中継さ

れると、クラスのみんなが画面に釘付けになり、

感動の一瞬を共有できました。時間が一瞬止まっ

たかのような雰囲気が漂いました。ダイヤモン

ドリングのあの輝く瞬間を学校の教室でみんな

と見たことは、こどもたちの記憶に一生残るの

ではないかと期待しています。

私たちの「日食観察会」の誘いに、粋な計ら

いで応じてくれた学校の先生にも感謝したいと

思います。

※2008年12月のわくわくサイエンス「天気図を

書いてみよう」を受講した児童から、「2009年

の横手市の理科自由研究発表会で金賞をとり、

県大会で発表することになった」と喜びの声が

寄せられましたので、この紙面を借りて報告さ

せていただきます。
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台風の進み方を実験

台風の中心位置を1週間分プロット

偏西風
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観察結果を班ごとに記録した

気温と湿度を10分毎に観察

照度を10分毎に観察

テレビ中継

日食がなぜ起こるのか解説



青森県気象災害連絡会

【第7回気象災害連絡会】

6月19日(金) 弘前大学理工学部1号館で、第7

回気象災害連絡会が開催されました。役員選出

に引き続き、5件の発表が行われました。今回の

特集テーマは、「平成21年2月に発生した青森県

の突風・強風災害」です。

１．趣旨説明，京都大学による研究プロジェ

クトについて

児玉 安正 (弘前大学大学院理工学研究科)

２．電力に関わる県内の被害状況について

三国 俊晴 (東北電力青森支店)

３．平成21年2月20日夜～21日明け方にかけて

の暴風

板谷 宏之 予報官 (青森地方気象台)

４．青森県のヤマセと強風の予報実験

瀬古 弘・小司 禎教・斉藤 和雄 (気象庁

気象研究所)、 津田 敏隆 (京都大学生存

圏研究所)、三好 建正 (Univ. of Maryla

nd)

５．気象予測を用いた除雪作業の実証実験

齋藤 一志 (国土社)、工藤 淳 (アップル

ウェザー)

【第8回気象災害連絡会】

葛西 幸彦

12月25日（金）青森地方気象台会議室におい

て、第8回気象災害連絡会が開催されました。弘

前大学大学院理工学研究科教授、力石会長の開

会挨拶に続き総会が行われ、引き続き4名の方が

調査研究報告、私を含む2名が気象講演を行いま

した。発表者及び発表内容は以下の通りです

（敬称略）。

調査研究報告

１．リンゴ園における霜害の発生メカニズムと

温暖化影響

伊藤 大雄（弘前大学農学生命科学部）

２．三戸地方の降雪

多田 久

３．青森県津軽地方で行われた冬季季節風とヤ

マセの高層気象観測

児玉 安正（弘前大学大学院理工学研究

科）

４．北日本の降雪とオホーツク海の海氷

力石 國男（弘前大学大学院理工学研究

科）

気象講演

１．10月30日の深浦での竜巻

外崎 均（青森地方気象台）

２．局地的な大雨から身を守る

外崎 均（青森地方気象台）

３．大規模災害における緊急消防援助隊

葛西 幸彦（青森県気象予報士会）

今回私が講演をした内容について、簡単にご

紹介したいと思います。

【緊急消防援助隊】という言葉をご存じでしょ

うか？新聞やテレビの報道から聞いたことがあ

るかもしれませんが、大規模な災害が発生した

際、被災地の近隣の都道府県から応援に向かう

ために編成される消防の部隊のことです。最近

では、平成20年6月14日に発生した『平成20年岩

手・宮城内陸地震』において、宮城県栗原市及

び岩手県奥州市・一関市が被災し、緊急消防援

助隊青森県隊が編成され奥州市へ出動しました。

元々消防は市町村消防を基本としており、地

元の地域を守るのが使命でありましたが、昭和

39年の新潟地震の教訓から、大規模災害が発生

し、自らの消防力では対応しきれず応援が必要

な場合は、被災地の都道府県知事からの要請に

より、消防庁長官が他の都道府県からの消防応

援の措置を求めることができるようになりまし

た。

その後、平成7年の阪神淡路大震災を契機に緊

急消防援助隊が創設され、平成16年に法制上明

確に発足し現在に至っております。

平成21年には、緊急消防援助隊は指揮支援部

隊、都道府県隊指揮隊、消火部隊、救助部隊等1

0部隊で構成され、全国の各消防本部から約4,20

0隊（約46,000人）が登録されており、全国各地

の大規模災害に対応できるような態勢がとられ

ています。
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※なお、気象災害連絡会のHPはこちらです。

http://www.st.hirosaki-u.ac.jp/~earth_metla

b/aomori_met.html

各回の議事録も掲載されておりますのでどう

ぞご覧になってください。

灰と共に暮らす街 「鹿児島」
下山 智裕

2009年の大型連休を利用し、9月に2泊3日で鹿

児島に行ってきました。1日目は、午後に鹿児島

についてそのまま指宿温泉に直行し、砂風呂を

体験しました。2日目と3日目は路面電車とバス

を活用し、鹿児島市を散策しました。そこで、

鹿児島は青森と似ていることに気づきました。1

つ目は、青森の雪の代わりに鹿児島では灰が降

ることです。私が滞在したときは桜島がかなり

活発に噴火していて、普段の山の形が見えない

ほどになっていました。朝刊を見ましても火山

灰がどちらの方向に向かって吹くのか予報が出

されていました。そして街を歩いてみると、ご

みの収集のほかに灰の収集も行っていました。

さらに日によっては外出のたびに髪を洗わなけ

ればいけないことを聞きました。2つ目は、飲み

に行ったときの店員とほんの少し有料の観光案

内をしている人から聞いた話ですが、鹿児島を

逆さまにすると青森に似ているということです。

これらの話から、私は鹿児島に愛着を感じてし

まいました。

いい人々とも会いました。観光案内の人は青

森に年に数回滞在していましたし、飲み屋の店

員からは灰の苦労話を聞くことができましたし、

焼き物店でも4つも作品を仕上げることができま

した。

青森からは羽田空港で乗換えで鹿児島に行く

ことができます。行くまでは遠いと思ってしま

うのですが、いざ行ってみると割と近いことに

気がつきます。また行ってみたいところです。

雪と共に暮らす青森、灰と共に暮らす鹿児島で

した。

快陸風 12

緊急消防援助隊について発表する葛西さん

実際に奥州市へ出動した状況の写真（上2枚）

少しだけ噴火の桜島



毎月1回アウガを会場として開催されており、

予報士会会員だけではなく、気象の勉強をした

い勉強会会員のかたも参加しています。最近は5

～6人ほど集まっており、和気あいあいと3時間

楽しんでいます。

最新の気象予報士試験の問題を解いたり、青

森地方気象台発行の「あおぞら彩時記」、「あ

おもりゆきだより」や「天気検定」の問題を取

り上げたりしています。

【2009年開催日】

1月18日、2月8日、3月8日、4月12日、5月10日、

6月14日、7月12日、8月9日、9月6日、10月18日、

11月8日、12月13日
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わりと噴火している桜島

南日本新聞の1面 中央に風向き予報掲載

道端にある灰の収集場

私の作った焼き物（1ヵ月後に焼きあがった

作品が来るので楽しみが増える）



【第33回定例幹事会】

日時：平成21年4月18日（土）午後1時～3時

場所：青森市 アウガ 多目的室

出席者（敬称略）：田嶋（会長）、児玉（副会

長）、岡前（副会長）、下山（会計担当）、林

（行事担当）、葛西（行事担当）、藤村（会計

監事）以上7名

議題：

１．平成21年度定期総会の日程等について

総会は5月30日（土）午後3時～午後6時、会場

はアウガとしたい。懇親会も行うこととする。

議案等については、今後詳細を詰めた上でな

るべく早い時期に会員へ送付するようにしたい。

総会終了後に、講演会または発表会などを開催

できないか、検討する。

２．役員人事について

田嶋会長のほか、数名の方が交代を希望して

いることから人事の見直しを検討することとし

た。

３．日本気象予報士会の法人化に伴う地方支部

の考え方について

日本気象予報士会では法人化の準備を進めて

おり、今年度の総会で正式に法人化の方針が決

定する模様である。法人化に向けて、地方支部

についてもありかた等を検討しているようであ

る。

これまで、当会では現状を維持しながら日本

気象予報士会とは別組織として活動を続けて行

くことを確認しているが、一方で気象予報士会

全体のことを考えたときに、日本気象予報士会

の法人化については異議はないことも表明して

いる。

このため、日本気象予報士会が法人化なった

時に、青森県気象予報士会の望ましい形を再度

検討すべきとの意見が出席者から出たことから、

日本気象予報士会と情報交換を図りながら、最

適な形を模索することとする。

４．設立10周年事業について

平成22年6月で結成10周年を迎えることから、

記念事業等について意見交換を行ったが、具体

案が得られなかった。総会で会員からも提案を

募ることとした。

５．新入会員について

4月に3名の方（八戸市2名、青森市1名）が新

たに入会された。

【第34回定例幹事会】

日時：平成21年10月17日（土）午後2時～4時

場所：弘前大学理工学部 理工1号館503号室

出席者（敬称略）：岡前（会長）、児玉（副会

長）、小関（副会長）、林（行事担当）、葛西

（行事担当）、一戸（編集担当）、鳥潟（編集

担当）、対馬（勉強会担当）、下山（会計担当）

以上 9名

議題：

１．「体験！一日気象予報士」について

弘前大学理工学部が10月25日（日）の10時か

ら12時30分まで、理工１号館４番講義室で「体

験！一日気象予報士」を実施することから、例

年どおり当会も協力することとなった。対象は

小学生としている。弘前大学の大学院生が竜巻

のしくみを説明するほか、竜巻発生装置を使っ

て竜巻を発生させて観察する。また角運動量保

存則も理解してもらう。

当会は学生さんのサポートのほか、小学生か

らの質問に答えるなどの役割を担当する。当日

の協力が可能な会員は、9時40分までに４番講義

室へ集合いただきたい。

２．施設見学について

去る9月19日（土）に、青森県防災航空センター

において施設見学会を実施する予定としていた

が、諸般の事情により中止となった。しかし、

防災業務に携わっている防災航空センターの見

学は、気象予報士としても重要と思われること

から、見学について再度交渉することとした。

11月中をめどに実施したいと考えているが、交

渉の結果によって日程が決まりしだいお知らせ

する。

３．会報「快陸風」の発行について

会報担当幹事から、今年度の会報の原稿募集

要項について説明があった。2010年1月末の発行

を予定しているので、積極的に投稿していただ

きたい。
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４．日本気象予報士会支部連絡会議

今年度は、12月5日（土）の12時から17時の予

定で東京都で行われる。青森支部の設立に向け

て情報収集を行うために、今年度も出席したい

と考えている。出席を希望する会員は連絡を頂

きたい。

５．その他

１）「体験！一日気象予報士」は、来年度から

気象予報士会が主体で実施してほしいとの申し

入れが児玉会員からあった。当会としても前向

きに検討したい。内容などについて会員からア

イディアを提案していただきたい。

２）「雲と自然の観察会」や「施設見学会」へ

の参加者が年々減少していることから、実施方

法などについて意見交換した。「雲と自然の観

察会」は来年度は休止する方向で検討すること

とした。「施設見学会」は施設にこだわらず、

気象現象が地名になっている地区などを訪問す

ることなども検討することとした。
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青森県気象予報士会

2010年 1月 1日現在の会員数 40名

2009年(平成21年)度役員

会 長 岡前 憲秀

副会長 児玉 安正

副会長 岩井 弘樹

副会長 小関 英明

幹事(会計) 吉田 篤

同 下山 智裕

幹事(行事) 林 信二

同 葛西 幸彦

幹事(勉強会) 桑嶋 克幸

同 対馬 和子

幹事(編集) 一戸 將人

同 鳥潟 幸男

会計監事 藤村 博明

編集後記

会報の作成にご協力をいただいた皆様ありがとうご

ざいました。何とかここまでこぎつけました。ところで、

今冬は4年ぶりの大雪となり大館市の除雪費は1月で

底をついてしまいました。市によると、寒暖の変動が激

しかったことがさらに除雪費を増加させた一因ではな

いかとのことです。（鳥）
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笠雲が出ると

天気は下り坂

と言われます

が、この日は

晴れ。次の日

も翌翌日も晴

れで、必ず・・・

とはならない

ようです。岩木山 笠雲 2008.6.20 05:30

ケルビンヘルムホルツ波による

波状雲 2008.7.14 07:14

大波のような

形が並ぶ独特

な形状が特徴

です。年間を

とおして時折

見ることがで

きます。

撮影・解説：一戸 將人


