
「福岡市ＰＭ2.5 予測情報」等の情報提供の見直しについて 

１ 背景・目的

 福岡市では，平成 25 年２月より，ＰＭ2.5 濃度が１日平均値で 35μg/ｍ3を超過すると

予測される場合に，呼吸器系疾患等がある人を対象として「福岡市ＰＭ2.5 予測情報」の

提供を開始した。同年３月より，国の注意喚起のための暫定的な指針に基づき，ＰＭ2.5

濃度が１日平均値で 70μg/ｍ3 を超過すると予測される場合に，全ての人を対象として福

岡県が「注意喚起」を実施することとなった。 

 福岡市では，「福岡市ＰＭ2.5 予測情報」と「福岡県の注意喚起」について，ホームペー

ジや防災メール等様々な媒体により市民へ情報提供を行っているが，その情報が市民に正

しく理解されていないと懸念されたため，「平成 27 年度福岡市ＰＭ2.5・黄砂影響検討委員

会」において，今後の情報提供の在り方ついて検討を行った結果，レベル表示や色表示と

いった段階的な表現へと見直しを進めることが適当とされた。 

以上の経緯を踏まえ，濃度区分の妥当性の確認及び市民により解りやすい表現について

検討するもの。 

２ 現行の情報提供体制及び表現について

 現在，ＰＭ2.5 の濃度が高くなると予測される場合，表１の条件で市民に情報を提供し，

注意を呼び掛けている。 

表１ 「福岡市ＰＭ2.5 予測情報」と「福岡県の注意喚起」 

名称 福岡市ＰＭ2.5 予測情報 福岡県の注意喚起 

対象 
呼吸器系疾患や心疾患， 

アレルギー疾患がある方

全ての人 

行動の 

めやす 

・外出するときは、マスク等を着用しましょ

う。

・外出から帰ったら、目を洗い、うがいをし

ましょう。

・空気の入替は控えましょう。

・車の運転時は窓を閉めるようにしましょ

う。

・不要不急の外出や屋外での長時間の激しい

運動をできるだけ減らす。

・換気や窓の開閉を 小限にし、屋内への外

気の侵入をできるだけ少なくする。

・高感受性者※においては、体調に応じて、よ

り慎重に行動することが望まれる。

※高感受性者：呼吸器系や循環器系疾患のあ

る方、小児、高齢者等

発信 

条件 

１日平均値 35μg/m3超（環境基準の超過）

が予測されるとき 

１日平均値 70μg/m3超（国の暫定指針の超過）

が予測されるとき 

解除 なし（午前 0時をもって自動解除） あり 

情報提

供例

（市

HP） 

※ＰＭ2.5 濃度が 35μg/ｍ3以下と予測される場合（市ＨＰ表示）
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３ 情報提供に関する市民のニーズ及び運用上の課題等について 

（１）市民の意識及びニーズの把握について

ＰＭ2.5 の情報提供等に関する市民の認識やニーズを把握した上で，情報提供の見直

しを行うためアンケート調査を実施した。 

その結果，市民は依然としてＰＭ2.5 に不安を感じており，市が提供している情報が市

民に的確に伝わっていないことが解った。また，市民は，現在の濃度表示でなくレベル

表示などより解りやすい表示に加え，「行動のめやす」と一体的な情報提供を求めている

ことが解った。以下に主な結果を示す。

① 市民の意識について

・ＰＭ2.5 に不安を感じている，どちらかといえば不安を感じている：85.3％

② 市民のＰＭ2.5 等に関する知識等について

・ＰＭ2.5 濃度が減少傾向にあることを知っている：19.8％

・「福岡市ＰＭ2.5 予測情報」について

聞いたことがある：83.2％ その内容を知っている：46.0％ 

・「福岡市ＰＭ2.5 予測情報」と「福岡県の注意喚起」について 

両方を知っている：41.2％ 違いを知っている：1.9％ 

・ＰＭ2.5 の環境基準の内容を知っている人の割合：23.1％

③ 予測情報の表示について

・「やや多い」,「多い」等のＰＭ2.5 の量で表示  ：46.6％ 

・「レベル 1～2」,「注意レベル」等のレベルで表示 ：44.8％ 

・自由記述の意見で、これらの表現の併用がよいとする意見あり

④ その他

・ＰＭ2.5 が高濃度と予測される場合の対応の仕方も併せて発信して欲しいという

意見が多数あった。

（２）情報提供の運用上の課題等

① 福岡市では，国の注意喚起の暫定指針 70μg/ｍ3よりも低濃度の 35μg/ｍ3を超過す

ると予測される場合に，市独自で「福岡市ＰＭ2.5 予測情報」を提供しているため

情報発信の回数が多い。そのため福岡市は全国と比べＰＭ2.5 濃度が特段高いと誤

解され，市民が不安を感じている要因のひとつと考えられる。また，福岡市は空気

が悪い等のイメージを持たれている。

② 「福岡市ＰＭ2.5 予測情報」は呼吸器疾患等のある人を対象とし，「福岡県の注意喚

起」は全ての人を対象としているが，市民にその対象や発信条件が正しく理解され

ておらず，両者が混同されている。

③ 現在，「福岡市ＰＭ2.5 予測情報」の発信の際に「環境基準超過が予測されています。」

と表現しているが，「環境基準」の意味が市民に正しく伝えられておらず，「環境基

準超過＝健康に影響がある」と誤解され，予測情報の発信を行うと即健康に影響が

あるとの誤解を招いている可能性がある。

④ ＰＭ2.5 の日平均値の予測値を小数点以下 1 桁まで表示しているが、予測の精度を

考慮すると、細かい数値を表示することは必ずしも適切ではない。
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（３）ＰＭ2.5 による健康影響調査について 

福岡市内の小学生（延べ約 3,000 人）を対象とした健康影響調査では，ＰＭ2.5 濃度が

１日平均値約 10～50μg/m3の範囲において，呼吸器・アレルギーに関する小児の症状に

対する影響との明確な関連性はみられていない。（資料１） 

 
（４）ＰＭ2.5 の現状について 

平成 23 年度からＰＭ2.5 濃度の測定を行っている香椎，大橋，元岡の３測定局につい

て，ＰＭ2.5 濃度の経年傾向をみると，年平均値の推移は緩やかな減少傾向を示してお

り，日平均値 35μg/m3超過日数については平成 25 年度を境に減少し，平成 27 年度は平

成 25 年度の半数以下となっている。 

                           
 
 
 
 
 
 

   図１ 年平均値の推移         図２ 日平均値 35μg/m3超過日数の推移 

４ 「福岡市ＰＭ2.5 予測情報」等の見直しの方向性（案） 

 「福岡市ＰＭ2.5 予測情報」等について，これまでの運用状況や市民の意識及びニーズ，

福岡市の健康影響調査の結果等から課題が見られることから，以下のとおり改善を図る。 

 

（１）ＰＭ2.5 日平均値の予測濃度による区分と表示について 

 市民アンケートの結果，ＰＭ2.5 予測情報のよりわかりやすい表示について、「『レベ

ル 1～2』等のレベルで表示」と「『やや多い』、『多い』等のＰＭ2.5 の量で表示」が良い

と回答した人はどちらもほぼ同じ割合であり，両者を合わせると約９割を占めていた。 

レベル表示のみ又はＰＭ2.5 の量表示のみでは注意の段階がわかりにくいため，レベ

ルと量を併記することが望ましい。 

 なお，ＰＭ2.5 濃度が１日平均値約 10～50μg/m3の範囲において実施した健康影響調

査の結果，ＰＭ2.5 濃度と呼吸器・アレルギーに関する小児の症状に対する影響に有意

な関連が見られなかったことや，近年，ＰＭ2.5 濃度が減少傾向にあることを踏まえる

と，現行の情報提供区分が適当と考える。 
 以上を踏まえると，「福岡市ＰＭ2.5 予測情報」及び「福岡県の注意喚起」を併せて，

ＰＭ2.5 日平均値の予測濃度に応じ，表２のとおり３段階表示とすることが適当と考え

られる。 

表２ ＰＭ2.5 日平均値の予測濃度と情報提供区分 

現在の情報提供 情報提供区分 日平均予測濃度 

通常時※ レベル１ 少ない 35μg/m3以下 

市の予測情報 レベル２ やや多い 35μg/m3超 

県の注意喚起 レベル３ 多い 70μg/m3超 

※通常時（レベル１）の場合：HP のみ表示し，メール，LINE 等での情報提供は実施しない。 
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（２）「福岡市ＰＭ2.5 予測情報」等の表示について 

  現在，ＰＭ2.5 濃度１日平均値が 35μg/m3超と予測される場合，「環境基準超過が予測

されています。」としているが，「環境基準」の定義に誤解が生じていることから「１日

平均値の予測：35μg/m3超」に変更することが適当と考える。 

また，現在，ＰＭ2.5 の日平均値の予測値を小数点以下 1 桁まで表示しているが、予

測の精度を考慮すると、細かい数値を表示することは必ずしも適切ではないことから，

予測式での細かい数値は表示しないこととする。 

 

（３）「対象」や「行動のめやす」の明確化 

市民の意見を踏まえ，注意を呼びかける「対象」や「行動のめやす」と区分表示を一

体的に表示するなど表示の位置等を変更する。 

 
５ 「福岡市ＰＭ2.5 予測情報」等の情報提供に係る運用改善について（案） 

（１）ＰＭ2.5 予測情報ホームページでの予測表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

参考）運動会等の屋外での行事について 

米国の空気質指数（AQI）を参考にすると，日平均値が 140～150μg/m3を超える場合， 

すべての人が長時間の激しい運動や屋外活動を中止すべきとされています。 

（出典：環境省「微小粒子状物質（ＰＭ2.5）に関するよくある質問（Q&A）」） 
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（２）ＰＭ2.5 予測情報ホームページでのランク解説 

「福岡市ＰＭ2.5 予測情報」等をレベル１～３の３段階で提供する。 
 

 レベル１ 
少ない 

レベル２ 
やや多い 

レベル３ 
多い 

  福岡市ＰＭ2.5 予測情報 福岡県の注意喚起 
予測される
ＰＭ2.5 濃
度 

 
35μg/ｍ3 以下 

 
35μg/ｍ3 超 

 
70μg/ｍ3 超 

⾏動のめや
すの対象者 

 
 

呼吸器系疾患や⼼疾患, 
アレルギー疾患がある⽅ 

全ての⼈ 

⾏動の 
めやす 

 ・外出するときは、マスク等を
着⽤しましょう。 

 
・外出から帰ったら、⽬を洗い、

うがいをしましょう。 
 
・空気の⼊替は控えましょう。 
 
・⾞の運転時は窓を閉めるよう

にしましょう。 

・不要不急の外出や屋外での⻑時
間の激しい運動をできるだけ
減らしましょう。 

・換気や窓の開閉を最⼩限にし、
屋内への外気の侵⼊をできる
だけ少なくしましょう。 

・⾼感受性者※においては、体調
に応じて、より慎重に⾏動する
ことが望まれます。 

 
※⾼感受性者：呼吸器系や循環器
系疾患のある⽅、⼩児、⾼齢者等 

条 件 

1 ⽇平均値が 35μg/m3

以下と予測されるとき 
1 ⽇平均値 35μg/m3 超が予測
されるとき 
 
(福岡市内 9 測定局の 6 時の 1
時間値の中央値が 39μg/m3

を超過、 
または 6 時〜12 時の 1 時間値
の中央値の平均値が 37.8μ
g/m3 を超過した時) 

1 ⽇平均値 70μg/m3 超(国の暫
定指針の超過)が予測されるとき 
 
(1)福岡地域※にある 13 測定局
のうち、2 測定局以上で 5〜7 時
の 1 時間値の平均値が 85μ
g/m3 を超過したとき 
 
(2)1 測定局でも 5〜12 時の 1 時
間値の平均値が 80μg/m3 を超
過したとき 
 
※福岡地域：福岡市、筑紫野市、
春⽇市、⼤野城市、宗像市、太宰
府市、古賀市、福津市、⽷島市、
那珂川町、宇美町、篠栗町、志免
町、須恵町、新宮町、久⼭町、粕
屋町 
 

備 考 

＜１⽇平均値の予測式＞ 
(午前) 
0.77×(午前 6 時の各測定局の時間値の中央値)+5.32 
 
(午後) 
0.85×(午前 6 時〜12 時の各測定局の時間値の中央値の
平均値)+2.95 

福岡県の注意喚起は以下の場合、
解除される 
 
・ＰＭ2.5 濃度の 1 時間値が 2

時間連続して 50μg/m3 以下
に改善したとき 

 
・ＰＭ2.5 濃度が解除条件まで改

善しない場合、午前 0 時をも
って⾃動解除 
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（３）市民向けメールの予測情報の表示 

・「レベル１」の場合：メール発信なし 

・「レベル２」の場合           ・「レベル３」の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年◯月◯日 7時 00 分発表 

*** 福岡市ＰＭ2.5 予測情報 *** 

○月○日の予測 

【レベル２ やや多い】 

1 日平均値の予測：35μg/ｍ3 超 
 

「呼吸器系疾患や心疾患、アレルギー

疾患がある方」は，以下の内容を参考

に行動してください。 

 

・外出するときは、マスク等を着用し

ましょう。 
・外出から帰ったら、目を洗い、うが

いをしましょう。 
・空気の入替は控えましょう。 
・車の運転時は窓を閉めるようにしま

しょう。 
 
福岡市では，ＰＭ2.5 に関する予測を

「レベル１」～「レベル３」の３段階

に分け，「レベル２」以上の場合にメー

ル送信します。 
 
【1 時間ごとの測定結果】 
・携帯 
http://www.fukuokakanshi.com/mobil
e/data/051/MobileHourItemvalue01.
htm 
 
・PC、スマートフォンは 
http://www.fukuokakanshi.com/ 
 
【福岡市ＰＭ2.5 予測情報 HP】 
・携帯 
http://kousa.on.arena.ne.jp/i/PM25.h
tml 
 
・PC、スマートフォンは 
http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/
k-hozen/life/kankyohozen/PM25infor
mation.html 
 
登録情報の変更・削除を行いたい場合

は entry@fukuoka-city.jp へ空メール

を送信してください。 

平成 28 年◯月◯日発表 
*** ＰＭ2.5 注意喚起 *** 
○月○日の予測 

【レベル３ 多い】 

1 日平均値の予測：70μg/ｍ3 超 

 

福岡県がＰＭ2.5に関する注意喚起を

行っています。 
 市民の皆さまは以下の内容を参考に

行動してください。 
 

・不要不急の外出や屋外での長時間の激

しい運動をできるだけ減らしましょ

う。 
・換気や窓の開閉を 小限にし、屋内へ

の外気の侵入をできるだけ少なくし

ましょう。 
・高感受性者（呼吸器系や循環器系疾患

のある方、小児、高齢者等）において

は体調に応じて、より慎重に行動する

ことが望まれます。 
 
福岡市では，ＰＭ2.5に関する予測を「レ

ベル１」～「レベル３」の３段階に分け，

「レベル２」以上の場合にメール送信し

ます。 
 
【1 時間ごとの測定結果】 
・携帯 
http://www.fukuokakanshi.com/mobil
e/data/051/MobileHourItemvalue01.h
tm 
 
・PC、スマートフォンは 
http://www.fukuokakanshi.com/ 
 
【福岡市ＰＭ2.5 予測情報 HP】 
・携帯 
http://kousa.on.arena.ne.jp/i/PM25.ht
ml 
 
・PC、スマートフォン 
http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/
k-hozen/life/kankyohozen/PM25infor
mation.html 
 
登録情報の変更・削除を行いたい場合は

entry@fukuoka-city.jp へ空メールを送

信してください。 
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1 35 g/m3

1 35 g/m3

1 70 g/m3

PM2.5

*** PM2.5 ***

*** PM2.5 ***

PM2.5
35 g/m3

1
39.4 g/m3

PM2.5

*** PM2.5 ***

PM2.5 70 g/m3

PM2.5

*** PM2.5 ***
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