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気象庁は、気象業務の健全な発達を図ることにより、災害の予防、交通

の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象

業務に関する国際協力を行うことを使命としています。

また、ビジョン（今後の取組構想）として、「安全、強靱で活力ある社会

を目指し、国民とともに前進する気象業務」を掲げ、

・産学官や国際連携のもと、最新の科学技術を取り入れ、観測・予報の

技術開発を推進する。

・社会の様々な場面で必要不可欠な国民共有のソフトインフラとして、

気象情報・データが活用されることを促進する。

に取り組んでいます。

近年は、顕著な気象等による大規模災害が頻発しており、防災・減災へ

の対策がより一層求められています。気象庁は、気象防災の関係者と一体

となって、地域の気象防災に貢献する取組を進めています。また、生産性

の向上にむけて、気象データが様々な産業分野において利活用していただ

けるよう産学官連携のもとに取り組んでいます。

本書は、気象庁の業務についての最新情報や発表している情報などにつ

いて、幅広く簡潔にまとめた解説書です。本書を様々な場面で手軽にお使

いいただき、気象庁の情報を一層有効に利活用していただければと願って

います。

令和 5年 4月

気象庁広報室
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