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※不明な事項がありましたら、まずは、気象庁情報基盤部情報利用推進課へ 
  お問い合わせください。 

 

本件に関する窓口 

気象庁情報基盤部情報利用推進課 

第二民間気象業務推進係 

 

〒１０５-８４３１  東京都港区虎ノ門３-６-９ 

TEL (０３) ６７５８-３９００  内線３１６８ 

Mail:  jma_suishin★met.kishou.go.jp 

    （★を@に置き換えてください） 
 

 

令和３年９月１改訂版 

 

 

【この手引きの内容】  

本手引きは、新規に予報業務許可を受けようとする方（事業者等）を対象と

して、申請手続の概要、申請書類の記載方法、許可事業者として留意すべき事

項などを説明したものです。申請に当たっては、この手引きに記載している申

請方法や記載例をよく読んで、誤りのないようにしてください。  

 
 

※本手引きは、気象庁ホームページ 

 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/minkan/kyoka.html 

 に掲載しています。  
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改訂履歴 

改訂年月日 改訂内容 

平成１９年１１月２９

日（気民第１０８号） 
初版発行 

平成２６年７月１日 書式変更に伴う記入例の修正 

令和２年３月３０日 
火山現象の予報業務に関する「予報業務の許可等に関する審査基

準、標準処理期間及び処分基準」の一部改正に伴う改訂 

令和２年１０月１日 

一部改訂 

・組織名を「総務部」から「情報基盤部」へ変更 

・許可申請時及び変更認可申請時の押印不要を明記 等 

令和２年１１月９日 
一部改訂 

・気象庁の庁舎移転にともなう改訂 

令和３年９月１日 
一部改訂 

・本人確認書類例の追加 
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Ⅰ.はじめに 

１．火山現象の予報業務許可について 

気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報は、国民生活や防災・減災活動に密接

に関わっていることから、技術的な裏付けのない予報が発表された場合、その予報に基

づいて行動した者に混乱や被害を与えるなど、社会の安寧を損なう恐れがあります。 

 このため、気象業務法第１７条第１項の規定により、気象庁以外の者が気象、地象、

津波、高潮、波浪又は洪水の予報業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受け

なければならないとされています。また、既に予報業務許可を受けた後に予報業務の目

的及び予報の範囲を変更しようとする場合も同法第１９条第１項の規定により気象庁

長官の認可を受けなければなりません。 

気象庁以外の民間事業者等が噴火、降灰等の火山現象を予想し発表する業務を行う

場合、火山現象の予報の業務として、気象業務法第１７条第１項の規定に基づき、気象

庁長官の許可が必要となります。また、気象等の予報業務の許可を既に受けている事業

者が火山現象の予報の業務を行う場合は、気象業務法第１９条第１項の規定に基づき、

気象庁長官の認可（変更認可）が必要となります。本資料では、これらの許可または変

更認可の申請手続きについて説明します。 

なお、本資料は、審査基準にもとづく許可申請等の手続きを中心にまとめているた

め、審査基準によらず個別に審査を行う場合の申請手続きについては、気象庁情報基盤

部情報利用推進課（表紙に記載の本件の窓口）にお問い合わせください。 

  

２．予報の業務とは 

予報とは気象業務法によって「観測の成果に基づく現象の予想の発表」と定義されて

います。具体的には、「時」と「場所」を特定して、今後生じる自然現象の状況を、観

測の成果を基に自然科学的方法によって予想し、その結果を利用者（第三者）へ提供す

ることをいいます。 

業務とは「定時的又は非定時的に反復・継続して行われる行為」をいいます。 

よって、例えば、気温や天気などの予想結果や地震発生後に特定の地点の地震動の震

度や津波の高さなどの予想結果を世の中に対して反復・継続して発表することは、その

発表が営利か非営利かを問わず、予報業務許可の対象です。 

一方、予想を行う人が、自分の所属する学校や会社あるいは家庭等での利用に留め、

第三者への提供を行わないのであれば許可は不要です。また、気象庁発表の警報や予

報、予報業務の許可を受けた者（以下「予報業務許可事業者」という。）の予報を解説

したり、そのまま伝達したりする行為も、許可は不要です。 

（補足）予報業務の許可又は変更認可が不要な場合 

① 気象庁が発表した噴火警報等の内容をそのまま利用者に伝達する場合。 

【例】 

・ Ａ社が、気象庁発表の予報や警報の配信事業を行う場合、Ａ社は予報業務許可を取得す

る必要はありません。 
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・ Ｂ放送局が、気象庁発表の予報や警報をそのままテレビ・ラジオで放送する場合、Ｂ放

送局は予報業務許可を取得する必要はありません。 

② 火山現象の予想を行う装置等の作成に全く関与しない事業者等。又は、火山現

象の予想を行う装置等の作成に関与していたとしても、火山現象の予想の方法

について全く関与していない事業者等（これら装置等を利用者に提供する場合

等では、当該装置等の火山現象の予想の方法に係る部分の作成に責任をもつ事

業者が、予報業務の許可又は変更認可を受けることが必要です）。 

【例】 

・Ｃ社が予報業務許可事業者であるＡ社の製造した予報のための装置を販売する場合、Ｃ社

は予報業務許可を取得する必要はありません。 

・Ｄ社（外部とのデータ送受信部分及び表示鳴動部分を作成）と予報業務許可事業者である

Ａ社（火山現象の予想を計算し出力する部分を作成）が火山現象の予想を行う装置を共同

で開発し、製造、販売を行う場合、Ｄ社は予報業務許可を取得する必要はありません。 

 

３．許可取得後の注意事項 

予報業務許可事業者は、気象業務法及び気象業務法施行規則、予報業務許可の条件を

順守しながら予報業務を行っていただく必要があります。違反した場合には、業務改善

命令（気象業務法第２０条の２）、許可の取り消し等（気象業務法第２１条）の処分が科

せられる場合がありますので注意してください。 

なお、許可後において次の事項に該当する場合は、変更認可、報告及び届出等が必要

です。 

 

（１）予報業務の目的又は範囲を変更しようとするとき 

気象等の許可を受けている事業者が新たに火山現象の予報を行おうとするなど予

報の種類を追加しようとする場合や予報の対象とする区域を変更しようとする場合

など、許可書に記載された内容に変更がある場合には、変更後の業務を開始する前に

気象庁長官の認可を受けなければなりません（気象業務法第１９条、気象業務法施行

規則第１１条関連）。必要な書類及び記載例は、「Ⅴ．予報業務の変更認可申請」（２９

ページ）を参照してください。 

 

（２）その他の変更があったとき 

許可を受けた者の氏名、名称又は住所に変更があった場合、定款（寄附行為）又は

役員に変更があった場合、予報業務許可申請で提出した予報業務計画書等の書類の内

容に変更があった場合には、遅滞なく、気象庁長官宛に予報業務変更報告書を提出し

なければなりません（気象業務法施行規則第５０条関連）。必要な書類及び記載例は

「Ⅵ．予報業務の変更事項の報告」（３９ページ）を参照してください。 

 

（３）許可受けた業務の全部又は一部を休止した場合、予報業務を廃止した場合 

許可を受けた業務の全部又は一部を休止したときは「予報業務休止届出書」を、予

報業務を廃止したときは「予報業務廃止届出書」を、その日から３０日以内に気象庁
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長官に届け出なければなりません（気象業務法第２２条及び気象業務法施行規則第１

２条関連）。必要な書類及び記載例は「Ⅶ．予報業務の休止及び廃止」（４４ページ）

を参照してください。 

 

（４）予報業務の承継または会社合併・分割に伴う予報業務許可の承継 

予報業務を承継しようとする事業者が予報業務許可申請を行い、許可を受けた後、

これまで許可を受けていた事業者が予報業務廃止届出書を提出することにより予報

業務を承継する場合のほか、会社合併・分割に伴う承継については、予報業務を承継

したことを示す書類を添付した予報業務変更報告書の提出による手続きにより承継

することが可能な場合があります。それぞれの手続きに必要な書類及び記載例は「Ⅲ.

予報業務の許可申請」「Ⅴ.予報業務の変更事項の報告」及び「Ⅵ.予報業務の休止及び

廃止」を参照してください。 

 

※不明な事項がありましたら、気象庁情報基盤部情報利用推進課へお問い合わせください。 
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Ⅱ.審査基準の解説 
 予報業務許可の審査は、行政手続法に基づき気象庁長官が定めた「火山現象の予報業

務の許可等に関する審査基準（降灰等）」に基づき行います。火山現象の予報業務の許可

等に関する審査基準（降灰等）の内容についての解説は以下のとおりです（審査基準の

全文は、５６～６１ページをご覧ください）。 

 なお、火山灰の拡散の範囲、降灰の範囲、降灰量及び小さな噴石の落下範囲以外の火

山現象及び海外の火山による火山現象については、予報の対象とする火山や現象ごとに

審査内容が大きく異なることから、審査基準によらず個別に審査を行うこととしていま

す。 

 この審査基準は、予報業務を行う事業所毎に満たされていなければなりません。この

とき事業所とは、予報資料や警報事項の入手・解析のための施設・要員を配置し、火山

現象の予想の発表を行う場所のことをいいます。 

 

１．予報業務の目的 

予報業務の目的は、「一般向け予報」または「特定向け予報」に区別します。一般向け

予報と特定向け予報を区別することは、気象庁が発表するものについては、気象業務法

第１３条と第１４条及び第１４条の２で規定されています。予報業務許可について、一

般向け予報と特定向け予報に区別する法の規定はありませんが、利用者の安全・安心の

観点から、気象庁と同じ分類を導入し、これを審査基準（気象庁長官通達）に規定して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 予報業務の目的 

予報業務（観測の成果に基づく現象の予想の発表の業務）の目的においては、特定向け予報

（契約等に基づき特定の者に限って提供する予報であって、かつ、当該特定の者の利用に供す

るものをいう。）と一般向け予報（特定向け予報以外の予報をいう。）に分けることとする。た

だし、第２（１）において、個別に審査を行うことと定める現象については、この限りではな

い。 

なお、当該予報に関する責任の所在、当該予報の利用目的に応じた留意事項、又は、当該予

報と、気象庁が発表する特別警報、警報及び注意報との関係について正しく認識していないお

それがある利用者に対しても供されるものについては、一般向け予報に位置付ける。 



10 

２．予報業務の範囲 

審査基準で定める予報を行おうとする現象は、「火山灰の拡散の範囲」、「降灰の範囲」、

「降灰量」及び「小さな噴石の落下範囲」であり、これら以外の火山現象については、

予報の対象とする火山や現象ごとに審査内容が大きく異なることから、個別に審査を行

うこととしています。 

また、対象としようとする火山についても、審査基準においては、国内の火山と定め

ているため、海外の火山について火山現象の予報を行う場合には、個別審査の対象とな

ります。 

 

３．許可等の条件 

気象業務法第４０条の２の規定に基づき、予報業務の許可又は認可に際し、公共の利

益を確保するため必要な最小限度の条件を付します。詳細は、「Ⅲ．許可等の条件」（１

４ページ）を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 予報業務の範囲 

 予報業務の範囲は、次の区分によることとする。 

（１）予報を行おうとする現象 

   火山現象のうち、火山灰の拡散の範囲、降灰の範囲、降灰量及び小さな噴石の落下範

囲とする。なお、本項で定めるもの以外の火山現象については、予報の対象とする火山

や現象ごとに審査内容が大きく異なることから、個別に審査を行うこととする。 

（２）対象としようとする区域 

   予報の対象とする区域は個別の地点又は明確に区分できる区域とし、当該区域の表示

は、行政区画等の区域や道路、鉄道、河川等により区分された区域についてはその名称

によるものとし、それ以外の場合は緯度・経度、住所又は地図上の表示によるものとす

る。 

（３）対象としようとする火山 

   国内の火山とする。なお、海外の火山については、収集する予報資料や予報の対象と

する区域等に応じて、個別に審査を行うこととする。 

第３ 許可等の条件 

許可等に際し、公共の利益を確保するため、特に火山現象に関する確実な防災対策と社会の

安寧（混乱防止）を考慮し、別記に掲げる必要最小限の条件を付すこととする。 
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４．予報資料の収集の施設 

気象業務法第１８条第１項第１号の規定により、当該予報業務を適確に遂行するに足

りる観測その他の予報資料の収集が必要です。 

 

５．予報のための解析の施設 

解析の施設が、用いる解析の手法を適確に処理できる能力を有し、行おうとする予報

を利用目的に応じた適切な時間内にて発表できる電子計算機その他の施設であること

を示す資料を提出してください。 

申請者以外の者が保有する施設を用いる場合は、行おうとする予報業務に必要十分な

使用権原を有することを示す契約等に関する書類を提出してください。 

 

６．適切な予報業務の運用に必要な要員の確保 

予報資料の収集及び解析の施設の適切な運用に必要な要員を置いていることを示す

書類を提出してください。火山現象の予報業務については、行おうとする予報を利用目

的に応じた適切な時間内に処理・判断できる体制となっていることが必要です。 

第４ 予報資料の収集の施設 

１ 予報を行う際に収集が必要な資料 

（１）噴火発生前に予報を行う場合は、予報を行おうとする火山の噴火規模を想定するための

資料を収集したうえで、噴火の規模を表す指標（噴煙高、噴出率、噴出量等）の値を適切

に設定すること。 

（２）噴火発生後に予報を行う場合は、噴煙の状態（噴煙の位置、噴煙高、噴煙量等）を把握

し、又は観測事実に基づき噴煙の状態を推定するための資料を収集したうえで、噴火の規

模を表す指標を適切に設定すること。また、申請者が現地観測を行う場合、現象の予想の

方法に応じた適切な観測施設を設置するとともに、当該観測値を確実に収集すること。 

２ 必要な資料の収集施設 

（１）収集の施設は、行おうとする予報に必要な資料を適確に収集し、かつ、処理できる能力

を有する電子計算機その他の施設であること。 

（２）申請者以外の者が保有する施設を用いる場合は、当該施設に関して、行おうとする予報

業務に必要十分な使用権原を有すること。 

第５ 予報のための解析の施設 

（１）解析の施設は、用いる解析の手法を適確に処理できる能力を有し、行おうとする予報を

利用目的に応じた適切な時間内にて発表できる電子計算機その他の施設であること。 

（２）申請者以外の者が保有する施設を用いる場合は、当該施設に関して、行おうとする予報

業務に必要十分な使用権原を有すること。 

第６ 適切な予報業務の運用に必要な要員の確保 

予報資料の収集及び解析の施設の適切な運用に必要な要員を置いていること。 
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７．警報事項の受信のための施設及び要員 

火山現象の予報業務に関連する警報事項を迅速かつ確実に受信できる通信施設その他

の施設及び要員を有することを示す書類を提出してください。 

 

・警報の入手の方法 

警報事項の受信は、迅速性・確実性が求められることから、（一財）気象業務支援セ

ンターから申請者に至るすべての伝達ルートで以下の条件を満たす必要があります。 

Ⅰ．警報事項受信のための取り決めを、警報事項の提供者と交わしているこ

と。 

Ⅱ．警報事項を迅速に受信するため、常時接続又はそれと同等の通信回線を

有すること。 

Ⅲ．送信側で通信エラーが速やかに検知可能な通信方式（有手順通信）を用

いること。また、警報事項の伝送がうまくいかない場合は、再送又は代

替手段により伝達する措置が講じられていること 

 

使用する通信回線については、特に制限はありません。ただし、常時接続又はそれと

同等のものを用いてください（ダイアルアップ接続の場合、自動かつ短時間で通信が確

立すれば、常時接続と同等の通信回線として扱います）。 

また、通信方式は、送信側で通信エラーが速やかに検知可能なものに限ります。よっ

て、ファイル転送（put)、気象庁ソケット通信等である必要があり、ファイル転送（get)

方式のように情報取得動作が受信側に委ねられている通信方式は、警報が発表されたこ

とを迅速・適確に認知できる担保がとれていないため、認めていません。 

上記「Ⅰ」～「Ⅲ」の全てが満たされていることを証明する書類の写しを、受信形態

に応じて提出してください。 

 

８．現象の予想の方法 

用いる火山現象の予想の方法が、予報を行おうとする現象及び対象としようとする区

域並びに予報に使用する資料に応じた、適切な物理的方法、化学的方法その他の科学的

な方法であることを示す資料を、その手法による検証資料とともに提出してください。 

第７ 警報事項の受信のための施設及び要員 

火山現象の予報業務に関連する警報事項を迅速かつ確実に受信できる通信施設その他の施

設及び要員を有すること。 

第８ 現象の予想の方法 

火山現象の予想の方法は、予想の対象とする火山周辺の気象状況及び観測または推定された

噴火の規模を表す指標等の資料に基づき、移流、拡散及び重力落下等の効果を考慮した計算を

実施して予想するなど、予報を行おうとする現象、対象としようとする区域及び火山並びに予

報に使用する資料に応じた物理的方法、化学的方法その他の科学的な方法を用いること。 



13 

火山現象の予測手法には、多様な方法があるため、申請された手法に応じて、予報業

務の目的に照らして、現象の予想の方法が技術的に妥当なものかどうかを審査します。

付録「火山現象の予想の方法に関する審査上のポイント」（６４～６９ページ）に、火山

現象の予測手法として参考となる事項を示しましたので、申請時の参考にしてください。 
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Ⅲ.許可等の条件 

１．許可等の条件について 

気象業務法第４０条の２の規定に基づき、予報業務の許可又は認可に際しては、公共

の利益を確保するため必要な最小限度の条件を付します。なお、許可の際に付した条件

の遵守状況については、気象業務法第４１条第１項に基づく報告や同第４項に基づく立

入検査で確認します。 

以下に、「火山現象の予報業務の許可等に関する審査基準（降灰等）」の別記（５８ペ

ージ参照）に示した、許可の際に付す条件を示します。 

 

気象業務法及び気象業務法施行規則に定められた予報業務許可事業者が遵守すべき

事項の他に、公共の利益を確保するため、許可に際して以下の条件を付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記  許可等の条件（第３関係） 

 遵守すべき事項については、警報事項の伝達等法令で定められたもののほか、条件として付

す下記のものとする。 
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（参考）法令に定められた予報業務許可事業者が遵守すべき事項 

気象業務法及び気象業務法施行規則により、警報の禁止（気象業務法第２３条）のほ

か、予報業務許可事業者は警報事項の伝達に努めること（気象業務法第２０条）、予報事

項等の記録（気象業務法施行規則第１２条の２）についても、遵守が義務づけられます。 

 

 

 

 

１．「一般向け予報」に関する条件 

（予報に使用する名称） 

（１）火山現象の予報に「降灰予報」という名称を用いる場合は、気象庁が行う予報ではなく

事業者の予報である旨を利用者に対して十分説明するよう努めること。また、「特別警報」、

「警報」、「注意報」及びこれとまぎらわしい名称を使用しないこと。 

（予報の内容） 

（２）噴火発生前に予報を行う場合、予報の対象とする火山は噴火警報を発表している火山に

限ることとし、噴火発生前の予報であることを明示したうえで、計算の条件及びその考え方

を利用者に対して十分説明するよう努めること。また、噴火発生前の降灰量の予報は行わな

いこと。 

（３）降灰量の予報を行う場合、気象庁が降灰予報（速報）及び降灰予報（詳細）の発表に用

いる降灰量階級と同一の階級表現で発表すること。 

（その他） 

（４）気象庁以外の予報資料により噴煙の状態を把握または推定して予報を行う場合、噴火の

有無の判断、予想に用いる噴火の規模を表す指標及び予想結果について、どの程度気象庁の

行う予報と差異が生じるのか事前に検証し、検証の結果を事前に利用者に対して十分説明す

るよう努めること。 

２．「特定向け予報」に関する条件  

（予報に使用する名称） 

（１）火山現象の予報に「降灰予報」という名称を用いる場合は、気象庁が行う予報ではなく

事業者の予報である旨を利用者に対して十分説明すること。また、「特別警報」、「警報」、「注

意報」及びこれとまぎらわしい名称を使用しないこと。 

（予報の内容） 

（２）噴火発生前に予報を行う場合、噴火発生前の予報であることを明示したうえで、計算の

条件及びその考え方を利用者に対して十分説明すること。 

（３）降灰量の予報を行う場合、数値的な表現を用いた予報を発表するにあたっては、利用上

の注意点を利用者に対して十分説明すること。 

（その他） 

（４）気象庁以外の予報資料により噴煙の状態を把握または推定して予報を行う場合、噴火の

有無の判断、予想に用いる噴火の規模を表す指標及び予想結果について、どの程度気象庁の

行う予報と差異が生じるのか事前に検証し、検証の結果を事前に利用者に対して十分説明す

ること。 
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○気象業務法 

(警報事項の伝達) 

第二十条 第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象

庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならな

い。 

 

(警報の制限) 

第二十三条 気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報

をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。 

 

○気象業務法施行規則 

(予報事項等の記録) 

第十二条の二 法第十七条第一項の規定により許可を受けた者は、予報業務を行つた場合は、

事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を二年間保存しなければなら

ない。 

一 予報事項の内容及び発表の時刻 

二 予報事項（地震動、火山現象及び津波の予報事項を除く。）に係る現象の予想

を行つた気象予報士の氏名 

三 気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況(当該許可を受けた予報業務の目

的及び範囲に係るものに限る。) 
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Ⅳ.予報業務の許可申請 
予報業務を行おうとする者は、気象業務法第１７条の規定に基づき、気象庁長官の許

可を受けなければなりません。 

申請から許可に至るまでの過程は以下のとおりです。申請が気象庁に到達してから、

許可（不許可）の通知までに要する標準的な日数は、火山現象（降灰等）の許可につい

ては６か月です。 

なお、すでに気象･波浪、高潮、地震動、火山現象又は津波の予報業務の許可を受け

ている者がそれ以外の要素の予報業務の許可を受けようとする場合、許可申請ではなく

変更認可の手続きが必要です。（「Ⅴ．予報業務の変更認可申請」（２９ページ）参照） 

 

１．予報業務の許可申請手続の流れ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予報業務許可申請書の提出 

気象庁情報基盤部情報利用推進課宛 

登録免許税の納付* 

（芝税務署宛） 

書類に形式上の不備があるか 

ない 

申
請
書
の
補
正
要
請 

ある 

事前の確認・相談 

許可、不許可決定 

審    査 

*申請者から申請を取り下げられた場合、又は、申請が不許可となった場合、登録免許税領収証

書を返却します。 

通    知 

申請書の到達 

（標準処理期間） 

火山現象（降灰等）： 

６か月 
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２．許可申請に必要な書類 

予報業務の許可の申請には以下の書類が必要です。申請者は、必要事項を記入し、添

付書類を添えて提出してください。 

各書類の記入例及び記入要領については、下表に示したページを参照してください。 

提出書類名 部数 備  考 参照頁 

予報業務許可申請書（火山現象） １ 必須 ２０ 

予報業務計画書（火山現象） １ 
必須（「火山現象の予想の方法」も添

付） 
２２ 

予想方法検証資料 1 必須 ２４ 

要員の配置の状況及び勤務の交替の概

要（火山現象） 
１ 必須 ２４ 

観測施設の概要（火山現象） １ 必須 ２４ 

予報資料の収集解析及び警報事項の受

信施設の概要（火山現象） 
１ 必須 ２５ 

法人の定款又は寄附行為 １ 
申請者が地方公共団体以外の法人

の場合（コピー不可） 
１９ 

法人の登記事項証明書 １ 
申請者が地方公共団体以外の法人

の場合（コピー不可） 
１９ 

法人の役員名簿 １ 
申請者が地方公共団体以外の法人

の場合 
１９ 

法人の発起人、社員又は設立者名簿 １ 
申請者が法人を設立しようする者

である場合 
１９ 

住民票の写し又は個人番号カードの

写し 
１ 

申請者が個人の場合で、かつ、気象

庁から提出を求められた場合 
１９ 

宣誓書 １ 必須 １９ 

 
添付書類名 部数 備  考 参照頁 

登録免許税の領収証書 １ 
必須（コピー不可）（非課税対象者の

場合は、それを証明する資料） 
１８ 

予報資料及び警報を配信する事業者との

契約書等の写し 
１ 必須 ２３ 

予報資料の収集解析又は警報事項の受

信施設の借用に関する契約書の写し 
１ 

他社の施設を借用して予報業務を

行う場合 
２５ 

予報資料及び警報事項を入手する回線

の通信事業者との契約書等の写し 
１ 必須 ２３ 

 

３．登録免許税の納付 

予報業務の許可を受けようとする方は、気象庁への許可申請に先立ち、登録免許税法

第２条別表第１に基づく税額９万円を、芝税務署（気象庁の所在地を管轄）に納付しな

ければなりません。 

登録免許税の納付は全国の税務署、日本銀行本支店、歳入代理店、郵便局等から行う

ことができます（納付の手続の詳細については、最寄りの税務署に直接お尋ねください）。 

予報業務許可の申請には、登録免許税法第二十四条の１に基づき、登録免許税の納付

の際に発行される領収証書の原本の提出が必要です。提出された領収証書は、申請が取

り下げられるか不許可にならない限り返却いたしません。 
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なお、登録免許税法第４条、第５条の規定により、申請者が非課税となる者はそれを

証明する資料を添付してください。 

また、会社合併により許可事業者が消滅し、存続する別の事業者がその予報業務を承

継しようとするとき、予報業務許可申請に添付される登記事項証明書（履歴事項全部証

明書）によって承継関係が確認できる場合、登録免許税法第５条第１３項の規定により

非課税登記等の扱いとなりますので、領収証書の提出は必要ありません。 

 

 
４．提出書類の記入例及び記入要領 
 
（１）定款又は寄附行為及び登記事項の証明書、役員の名簿 

申請者が地方公共団体以外の法人の場合に必要です。 

 

（２）定款又は寄附行為の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿 

申請者が法人を設立しようとしている場合に必要です。 

 

（３）住民票の写し又は個人番号カードの写し 

申請者が個人の場合で、かつ、気象庁から提出を求められた場合に、住民票の写し

若しくは個人番号カードの写し（又はこれに類するものであって、氏名及び住所を証

明する書類）が必要です。なお、個人番号カードの写しを提出される場合は、個人番

号が判読できない形で提出いただきますようお願いいたします。 

 

（４）欠格事由に該当しないことを証明する書類（宣誓書） 

申請者（法人の場合は役員も含む）が以下に該当しない旨の宣誓書を、上の書式にし

たがって作成し、提出してください。 

（気象業務法第１８条第２項の各号） 

・ 気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執

行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者。 

・ 予報業務許可の取消しを受け、その取消しの日から２年を経過しない者。 

記入例 
宣   誓 

 

 気象庁長官 

  ○ ○ ○ ○ 殿 

 

   当社は、気象業務法第１８条第２項の各号に規定された者には該当しません。 

 

令和○○年○○月○○日 

                 名   称 株式会社○○ 

                 代表者氏名 代表取締役社長 気象花子 

 

押印不要 
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（５）予報業務許可申請書 

 

 

                              

 

令和○○年○○月○○日  

 

予報業務許可申請書（火山現象）  

 

気象庁長官 

○○ ○○ 殿 

          氏名又は名称  株式会社○○   

法人の場合は代表者氏名 代表取締役社長 気 象 花 子 

 

気象業務法第１７条第１項の規定により、予報業務の許可を受けたいので、同法施行規則第

１０条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者氏名 

氏名又は名称  株式会社○○ 

  法人の場合は代表者氏名  代表取締役社長 気象 花子  

  住所  東京都世田谷区◇◇１－２－３ 

２．予報業務の目的及び範囲 

（火山現象） 

目  的 

範            囲 

予報を行おうと

する現象 
対象としようとする区域 

対象としようと

する火山 

特定向け予報 
火山灰の拡散の

範囲 

北緯●度線、東経●度

線、北緯●度線、東経●

度線で囲まれた海域 

○○山 

一般向け予報 降灰量 全国 ○○山 

３．予報業務の開始予定日 

令和○○年○○月○○日 

 

記入例 

押印不要 
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以下の要領に従って、所定の様式（前ページの記入例参照）に記入し、作成してくだ

さい。 

 

１．申請者の名称、代表者氏名及び住所 

・名   称：個人名又は法人名を記入。 

・代表者氏名：法人の場合に記入。 

・住   所：法人の場合は登記簿の住所を記入。個人の場合は住民票の住所を記

入。 

 

２．予報業務の目的及び範囲 

行おうとする予報業務ごとに横線で区切り、各々の予報業務の内容が明確になる

よう記入してください。 

（１）目 的 

予報を行おうとする現象が「火山灰の拡散の範囲」、「降灰の範囲」、「降灰量」又

は「小さな噴石の落下範囲」である場合、「一般向け予報」と「特定向け予報」に区

別して記入してください。それ以外の場合は、行おうとする予報業務の目的につい

て、具体的にご記入ください。 

 

（２）範 囲 

①予報を行おうとする現象 

予報を行おうとする現象が、「火山灰の拡散の範囲」、「降灰の範囲」、「降灰量」又

は「小さな噴石の落下範囲」である場合、該当するものをすべて記入してください。 

それ以外の場合は、「火山現象予報」と記入し、合わせて噴火、降灰等の予想を行

う火山現象をご記入ください。 

②対象としようとする区域 

予報を行おうとする現象が「火山灰の拡散の範囲」、「降灰の範囲」、「降灰量」又

は「小さな噴石の落下範囲」である場合、予報の対象とする区域は個別の地点又は

明確に区分できる区域として記載してください。当該区域については、行政区画等

の区域や道路、鉄道、河川等により区分された区域についてはその名称を記載し、

それ以外の場合は緯度・経度、住所又は地図上の表示を用いてください。 

それ以外の場合は、区域が明確に分かるようにご記入ください。 

③対象としようとする火山 

火山の名称を記載してください。 

 

３．予報業務の開始予定日 

許可を受けた業務を最初に実施する予定の日を記入してください。  
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（６）予報業務計画書                                                

  

予報業務計画書（火山現象）  

１．事業所の名称及び所在地 

事業所名 △△△△株式会社 

所在地  東京都世田谷区◇◇１－２－３ 

２．予報事項、発表の時刻及び現象の予想の方法 

目
的 

予 報 事 項  

発表の時刻 
現象の予想

の方法 
予報を行おうとする

現象 
対象としようとする区域 

対象としよう

とする火山 

特
定
向
け
予
報 

火山灰の拡散の範囲 

北緯●度線、東経●度

線、北緯●度線、東経●

度線で囲まれた海域 

○○山 

随時 

別紙１のと

おり 

一
般
向
け
予
報 

降灰量 全国 ○○山 
別紙２のと

おり 

３．収集する予報資料の内容及びその方法 

収集する予報資料 入手の方法 

資料内容 入 手 先 通信回線 

噴火速報 

噴火に関する火山観測報 

ＧＳＭＧＰＶ（全球域・日本域） 

(一財)気象業務支援センター ○○社 IP-VPN 

４．気象庁の警報事項を受ける方法 

入手の方法 

警報事項の入手先 方法（通信回線） 

(一財)気象業務支援センター ○○社 IP-VPN 

 

 

記入例 
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以下の要領に従って、所定の様式（前ページの記入例参照）に記入し、作成してくだ

さい。 

（注）予報業務計画書は、予報を実際に行う事業所ごとに作成してください。 

 

１．事業所の名称及び所在地 

・ 予報業務を行う事業所の名称及び所在地を記入してください。 

・ 支社で現象の予想を行う場合、支社が事業所となります。 

・ 他社（□□社）の施設を借用して、□□社内で予報業務を行う場合は、事業所

の名称、所在地は□□社のものを記入し、事業所名の後に「（借用）」と付記し

てください。 

 

２．予報事項及び発表の時刻 

 申請書に記載した「予報業務の目的及び範囲」のうち、当該事業所が担当するもの

を、以下のとおり具体的に記入してください。  

 

（１）目的 

  申請書に記載した目的のうち、当該事業所が担当するものを記入してください。 

 

（２）予報事項 

  申請書に記載した「予報を行おうとする現象」、「対象としようとする区域」及び

「対象としようとする火山」のうち、当該事業所が担当するものを記入してくださ

い。 

 

（３）発表の時刻 

予報業務を行う時間帯を記入してください。不定期に発表する場合は、「随時」

と記入してください。 

 

３．収集する予報資料の内容及びその方法 

（１）収集する予報資料 

当該事業所において収集する予報資料の内容を、入手先ごとに分けて記入して

ください。収集する予報資料とは、具体的には「噴火に関する火山観測報」や「航

空路火山灰情報」の他、全国合成レーダーGPV、気象衛星画像などといった火山現

象に関する資料及び現地観測値です。気象庁以外の観測資料（現地観測値を含む）

を用いる場合は、観測施設に関する資料、観測資料の妥当性を示す資料をあわせて

提出してください。 

 

（２）入手の方法 

① 入手先 

・ 収集する予報資料ごとに記入してください。 

・ （一財）気象業務支援センター、株式会社○○○○等、直接の入手先を記入

してください。 
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② 通信回線 

・ 収集する予報資料ごとに記入してください。 

・ 使用する通信回線名（デジタル専用回線（６４kbps）等の商品名）を記入し

てください。 

③ 予報資料を配信する事業者との契約書等の写し 

・ 予報資料の収集は、的確に実施される必要があります。資料の提供者との契

約書等の写しを提出してください。 

 

４．気象庁の警報事項を受ける方法 

・ ３．（２）の予報資料の入手の方法と同様に記入してください。 

・ 配信事業者から入手することが分かる書類（受信契約書の写し等）を添付してく

ださい。 

  

（７）火山現象の予想の方法（予報業務計画書の別紙） 
決まった様式はありません。どのような予報資料を使い、どのような手法で予想する

のかをできるだけ具体的に記載してください。記載する事項は、手法によって異なりま

すので、「火山現象の予想の方法に関する審査上のポイント」（６４～６９ページ）を参

考に必要な事項について漏れの無いよう記載してください。 

用いる予想の方法について、計算により求めるものは計算方法を数式で記入するなど、

できるだけ詳しく記述してください。プログラムのみの記載は不可です。 

 

（８）予想方法検証資料 

決まった様式はありません。（７）で示した火山現象の予想の方法の検証資料を提出し

てください。提出する資料は、火山現象の予想の方法によって異なります。手法につい

て、予想の方法が適切なものであることを示す根拠となる資料を提出してください。 

資料の提出は、電子媒体または紙のいずれでも構いません。なお、多量のデータを提

出する必要がある場合など、電子媒体（ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒとし、ＵＳＢは不可）

での提出が必要な場合は、申請前に気象庁情報利用推進課に問い合わせて確認をしてく

ださい。 

 

（９）要員の配置の状況及び勤務の交替の概要（火山現象） 

決まった様式はありません。２６ページの記入例を参考に、気象業務法第１８条で規

定する「当該予報業務を適確に遂行するに足りる要員」及び「警報事項を迅速に受ける

ことができるための要員」の配置の状況及び勤務交替の概要を示す書類を作成してくだ

さい。その際、配置される要員それぞれが担う業務を、予報業務の特性を踏まえつつ概

説してください。なお、これらについて外部機関に委託している場合は、委託先での要

員配置や勤務体制の概要を示す書類に加え、委託していることが分かる資料（委託契約

書の写し等）を添付してください。 

 

（10）観測施設の概要（火山現象） 
火山現象の予想に用いる観測値又は現地観測値を収集する場合に使用する観測施設
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等について、以下の事項を記載した書類を作成してください。 

 

1) 観測施設の概要 

2) 観測施設の所在地 

3) 観測施設の明細（機器の構成、仕様の概略、設置環境を示す図面又は写真、観測

データの伝送・処理方法）※ 

4) 観測の種目、観測の時間間隔（観測機器における観測の時間間隔と、収集後の観

測値の間隔が異なる場合は両方を記載）、観測の精度※ 

5) 現地観測値収集のための施設で、予報対象領域外にあるものについては、その施

設の観測で、予報対象領域の状況が適切に把握できることを示す資料。 

※ 観測データの実際の収集例の提出を求める場合があります。 

 

また、申請者以外の観測施設の観測値を利用する場合は、利用に関する契約書等の写

しを提出してください。 

 

（11）予報資料の収集・解析及び警報事項の受信の施設の概要（火山現象） 

決まった様式はありません。２７～２８ページの記入例を参考に、情報の作成者から

事業所までの予報資料の収集等のルートや通信回線及び施設内の装置（コンピュータ等）

の構成や用途が分かるように記入してください。また、それぞれの装置の性能が分かる

資料を添付してください。なお、他社の施設を借用して業務を行う場合は、その旨が分

かる資料（当該施設保有者との施設利用に係わる契約書など）を添付してください。 
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要員の配置の状況及び勤務の交替の概要（火山現象） 

 

●●●運用部（注１） 

      00  03   06   09   12  15   18   21   24 

     ．││ ．││ ．││ ．││ ．││ ．││ ．││ ．││ ． 

 

 月 

 

 

 

 

 火 

 

 

 

 

 水 

 

 

 

 

 木 

 

 

 

 

 金 

 

 

 

 

 土 

 

 

 

 

 日 

 

 

 

 
●●●開発部（注２） 

要員Ｆ、要員Ｇ、要員Ｈ 

（注 1）要員Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅは、利用者に予報を提供する＊＊＊装置の正常稼働を監視するととも

に利用者からの電話等の問い合わせに対応する。また、予報を行う時や装置の異常を確認した時は、

要員の増員を求める緊急連絡を行う。 

（注２）予報実施時の利用者からの問い合わせ対応や予報を提供する装置の異常時の速やかな復旧対応

等に備え、●●●開発部署の要員●名のうち必ず１人は緊急連絡体制により対応できる配置をとっ

ている（交替制はとらない）。 

 

Ａ 
Ｂ 

Ｃ 

Ｃ 
Ｄ 

Ｂ

Ｂ Ｂ 
Ｅ 

Ｄ 

Ｄ 
Ａ 

Ｅ 

Ｅ 
Ｃ 

Ａ 

Ａ 
Ｂ 

Ｃ 

Ｃ 
Ｄ 

Ｂ 

記入例 
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○施設を構成する装置（下線を付した装置は性能を示す仕様を添付） 

   受信装置： 受信した予報資料を形式チェック後、解析、予想装置に転送する。 

通信装置： 解析、予想装置から利用者毎の予想結果を受信し、設定テーブルに従って利

用者側の端末へ予報データを送信する。また、送信記録を利用者毎の予警報

事項発表ファイルに保存。 

解析、予想装置： 受信装置から転送された予報資料を解析し、別紙１の計算手法に従っ

て予想を計算。 

無停電電源装置： 上記装置及びネットワーク機器について、無瞬断で商用電源のバック

アップを行う（停電補償時間：30分）。 

その他：  無停電電源装置をバックアップする非常用発電機、・・・・。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

○施設を構成する装置（下線を付した装置は性能を示す仕様を添付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1、※2 障害発生に備え、二重化システムとしている。 
※2  予想結果及び発表時刻の記録を２年間記録保存している。 

 

予報資料の収集・解析及び警報事項の受信の施設の概要（火山現象） 記入例 

 

受信装置① 

社 内 Ｌ Ａ Ｎ 

 
解析、予想装置 

（注３） 

 
通信装置（注２） 

施設（○○事業所） 

（予報資料、警報事項） IP-VPN 

利用者へ 

無停電電

源装置等

による電

源バック

アップ 
  

（一財）気象業務支援センター 

 ○○○○（株） 

専用線 

 ○○○○協会 

 

受信装置② 

（現地観測値） 

IP-VPN 

通信装置  

※1 

解析、予想装置 

※2 
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（添付資料１） 

受信装置の仕様 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（添付資料２） 

通信装置の仕様 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（添付資料３） 

解析、予想装置の仕様 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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Ⅴ.予報業務の変更認可申請 

予報業務の許可を受けた事業者が、予報業務の目的又は範囲を変更しようとするとき

は、気象業務法第１９条の規定に基づき、気象庁長官あてに変更認可の申請を行い、認

可を受けなければなりません。すでに気象･波浪、高潮、地震動、火山現象又は津波の

予報業務の許可を受けている者がそれ以外の要素の予報業務の許可を新たに受けよう

とする場合も変更認可の手続きが必要です。 

申請から認可に至るまでの過程は以下のとおりです。申請が気象庁に到達してから、

認可（不認可）の通知までに要する標準的な日数は、火山現象（降灰等）の予報業務で

は６か月です。 

 

１．予報業務変更認可申請手続の流れ

通    知 

申請書の到達 

書類に形式上の不備があるか 

ない 

申
請
書
の
補
正
要
請 

ある 

（標準処理期間） 

火山現象（降灰等）： 

６か月 

登録免許税の納付* 

（芝税務署宛） 

予報業務変更認可申請書の提出 

気象庁情報基盤部情報利用推進課宛 

審    査 

認可、不認可決定 

事前の確認・相談 

*申請者から申請を取り下げられた場

合、又は、申請が不認可となった場合、

登録免許税領収証書を返却します。 
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２．変更認可申請に必要な書類 

変更認可の申請には以下の書類が必要です。提出書類は「新」「旧」の両方を作成し、

書類の右上に「新」又は「旧」と記入し、変更箇所にはアンダーラインを引いてくださ

い（追加部分は「新」に、削除部分は「旧」に、内容変更部分は「新」「旧」両方にア

ンダーラインを引く）。また、変更内容に対応した添付書類を添えて提出してください

（添付書類の旧版は不要です）。 

各書類の記入例及び記入要領については、予報業務許可申請書と同じです（下表に示

したページを参照してください）。 

許可を受けた者の氏名、名称、住所、法人の定款（寄附行為）、役員名簿に変更がある

場合は、別途、予報業務変更報告書を提出してください（「Ⅵ.予報業務の変更事項の報

告」参照）。 

 

提出書類名 部数 備  考 参照頁 

予報業務変更認可申請書（火山現象） １ 必須 ３３ 

予報業務計画書（火山現象） １ 
必須（「火山現象の予想の方

法」も添付） 
２２ 

予想方法検証資料 １ 必須 ２４ 

要員の配置の状況及び勤務の交替の概

要（火山現象） 
１ 変更がある場合 ２４ 

観測施設の概要（火山現象） １ 変更がある場合 ２４ 

予報資料の収集解析及び警報事項の受

信施設の概要（火山現象） 
１ 変更がある場合 ２５ 

 

添付書類名 部数 備  考 参照頁 

登録免許税の領収証書 １ 

火山現象を新たに追加する場

合（非課税対象者の場合は、そ

れを証明する資料） 

１８ 

予報資料及び警報を配信する事業者との

契約書等の写し 
１ 変更がある場合 ２３ 

予報資料の収集解析又は警報事項の受

信施設の借用に関する契約書の写し 
１ 変更がある場合 ２５ 

予報資料及び警報事項を入手する回線

の通信事業者との契約書等の写し 
１ 変更がある場合 ２３ 

 

３．登録免許税の納付 

すでに気象･波浪、地震動、津波、火山現象若しくは高潮の予報業務の許可を受けてい

る者がそれ以外の要素の予報業務の許可を受けようとする場合の変更認可の場合、気象

庁への許可申請に先立ち、登録免許税法第２条別表第１に基づく税額９万円を芝税務署

（気象庁の所在地を管轄）に納付しなければなりません。要素の変更のない場合には、

登録免許税は納付する必要はありません。（例えば、火山現象の許可を受けている者が、

予報の対象とする区域を拡大するための予報業務変更認可申請を行う場合は、登録免許

税は必要ありません。） 
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登録免許税の納付は全国の税務署、日本銀行本支店、歳入代理店、郵便局等から行う

ことができます（納付の手続の詳細については、最寄りの税務署に直接お尋ねください）。 

予報業務変更認可の申請には、登録免許税法第二十四条の１に基づき、登録免許税の

納付の際に発行される「領収証書（コピーは不可）」の添付が必要です。提出された領収

証書は、申請が取り下げられた場合又は不認可となった場合を除き返却いたしません。 

なお、登録免許税法第４条、第５条の規定により、非課税となる者はそれを証明する

資料を添付してください。 

また、会社合併により許可事業者が消滅し、存続する別の事業者がその予報業務を承

継しようとするとき、予報業務許可申請に添付される登記事項証明書（履歴事項全部証

明書）によって承継関係が確認できる場合、登録免許税法第５条第１３項の規定により

非課税登記等の扱いとなります。登録免許税領収証書の提出は必要ありません。 

 

４．提出書類の記入例及び記入要領 

（１）火山現象以外の予報業務許可を取得している事業者が火山現象の許可を取得する

場合 

申請にあたっては、「予報業務変更認可申請書」に以下の書類を添付して提出する必要

があります。 

 

≪必要な添付書類≫ 

○予報業務計画書（火山現象） 

予報業務を行う事業所ごとに１部ずつ必要です。計画書には「火山現象の予想の方

法」及び予想方法検証資料を添付してください。 

○要員の配置の状況及び勤務の交替の概要（火山現象） 

予報業務を行う事業所ごとに１部ずつ必要です。 

○観測施設の概要 

現地観測値を収集するための施設の概要を示してください。 

○予報資料の収集・解析及び警報事項の受信の施設（火山現象） 

予報業務を行う事業所ごとに１部ずつ必要です。 

 

 ≪各書類の記入要領及び記入例並びに作成要領及び作成例≫ 

○予報業務変更認可申請書 

＜記入要領＞ 

１. 申請者の名称、代表者氏名及び住所 

予報業務許可申請書の記入例を参考にしてください。 

２．変更しようとする事項 

現在許可を受けている目的及び範囲に追加する事項として記入してください。 

３．変更の予定日 

変更の認可を受けた業務のいずれかを最初に実施する予定の日を記入してくださ

い。 

４．変更を必要とする理由 
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変更の理由と主な変更点を記入してください。 
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＜記入例＞ 

  

記入例 
 

 

                             令和○○年○○月○○日  

 

予報業務変更認可申請書（火山現象）  

 

気象庁長官 

○○ ○○ 殿 

氏名又は名称  株式会社○○ 

   法人の場合は代表者氏名  代表取締役社長 気 象 花 子 

 

気象業務法第１９条第１項の規定により予報業務の変更認可を受けたいので、同法施行規則

第１１条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

記 

 

１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者氏名 

 

氏名又は名称  株式会社○○ 

  法人の場合は代表者氏名  代表取締役社長 気象 花子 

  住所  東京都世田谷区◇◇１－２－３ 

 

２．変更しようとする事項 

  「新」 

  （火山現象） 

目  的 

範            囲 

予報を行おうと

する現象 
対象としようとする区域 

対象としようと

する火山 

特定向け予報 
火山灰の拡散の

範囲 

北緯●度線、東経●度

線、北緯●度線、東経●

度線で囲まれた海域 

○○山 

一般向け予報 降灰量 全国 ○○山 

３．変更の予定日 

令和○○年○○月○○日 

 

４．変更を必要とする理由 

  これまでの気象の予報業務に加え、火山現象の予報業務を開始するため。 

 

押印不要 
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○予報業務計画書（火山現象）（火山現象の予想の方法、予想方法検証資料を含む） 

○要員の配置の状況及び勤務の交替の概要（火山現象） 

○観測施設の概要 

○予報資料の収集・解析及び警報事項の受信の施設（火山現象） 

  様式、記入要領は予報業務許可申請書の添付資料と同じです。予報業務許可申請の

提出資料の記入例及び記入要領（２２～２８ページ）を参照してください。 

 

（２）火山現象の許可を取得している事業者が火山現象の目的・範囲を変更する場合 

申請にあたっては、「予報業務変更認可申請書」に、以下の書類のうち変更を伴うも

のを添付して提出する必要があります。 

 

≪必要な添付書類≫ 

○予報業務計画書（火山現象） 

予報業務を行う事業所ごとに１部ずつ必要です。変更に係る事業所の計画書を添付

してください。 

○要員の配置の状況及び勤務の交替の概要 

目的・範囲の変更に伴い、変更を行う場合は添付してください。 

○観測施設の概要 

 目的・範囲の変更に伴い、変更を行う場合は添付してください。 

○予報資料の収集・解析及び警報事項の受信の施設 

 目的・範囲の変更に伴い、変更を行う場合は添付してください。 

 

 ≪各書類の記入要領及び記入例並びに作成要領及び作成例≫ 

 ○予報業務変更認可申請書 

 ＜記入要領＞ 

１. 申請者の名称、代表者氏名及び住所 

予報業務許可申請書の記入例を参考にしてください。 

２．変更しようとする事項 

現在許可を受けている目的及び範囲を「旧」、変更しようとする目的と範囲を「新」

とし、変更となる目的及び範囲の箇所をアンダーラインで示してください（追加部

分は「新」に、削除部分は「旧」に、内容変更部分は「新」「旧」両方にアンダーラ

インを引く）。 

３．変更の予定日 

変更の認可を受けた業務のいずれかを最初に実施する予定の日を記入してくださ

い。 

４．変更を必要とする理由 

変更の理由と主な変更点を記入してください。 
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＜記入例＞ 

  

 

令和○○年○○月○○日 

 

予報業務変更認可申請書（火山現象）  

 

気象庁長官 

○ ○ ○ ○ 殿 

          氏名又は名称  △△△△株式会社 

          法人の場合は代表者氏名  代表取締役社長 気 象  花 子  

                    

 気象業務法第１９条第１項の規定により予報業務の変更認可を受けたいので、同法施行

規則第１１条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者氏名 

  氏名又は名称  △△△△株式会社 

  法人の場合は代表者氏名  代表取締役社長 気象 花子 

  住所  東京都世田谷区◇◇一丁目２番３号 

 

２．変更しようとする事項 

「新」 

目  的 

範            囲 

予報を行おうとする

現象 
対象としようとする区域 

対象としようと

する火山 

特定向け予報 火山灰の拡散の範囲 

北緯●度線、東経●度

線、北緯●度線、東経●

度線で囲まれた海域及び

全国 

○○山 

「旧」 

目  的 

範            囲 

予報を行おうとする

現象 
対象としようとする区域 

対象としようと

する火山 

特定向け予報 火山灰の拡散の範囲 

北緯●度線、東経●度

線、北緯●度線、東経●

度線で囲まれた海域 

○○山 

 

３．変更の予定日 

  令和○○年○○月○○日 

 

４．変更を必要とする理由 

 業務内容の見直しに伴い、火山現象の対象としようとする区域を広げるため。 

記入例 

押印不要 
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○予報業務計画書（火山現象）（火山現象の予想の方法、予想方法検証資料を含む） 

 ＜記入要領＞ 

変更前の予報業務計画書（火山現象）を「旧」、変更後の予報業務計画書（火山現

象）を「新」とし、変更箇所をアンダーラインで示してください（追加部分は「新」、

削除部分は「旧」、内容変更部分は「新」「旧」両方）。別紙（火山現象の予想の方法等）

に変更がある場合は、別紙の「新」「旧」も作成してください。別紙については、大幅

に変更する場合は、アンダーラインは不要です。 

＜記入例＞                                              

予報業務計画書（火山現象）  

１．事業所の名称及び所在地 

事業所名 △△△△株式会社 

所在地  東京都世田谷区◇◇１－２－３ 

２．予報事項、発表の時刻及び現象の予想の方法 

目
的 

予 報 事 項  

発表の時刻 
現象の予想

の方法 予報を行おうとする

現象 
対象としようとする区域 

対象としよう

とする火山 

特
定
向
け
予
報 

火山灰の拡散の範囲 

北緯●度線、東経●度

線、北緯●度線、東経●

度線で囲まれた海域及び

全国 

○○山 随時 
別紙１のと

おり 

３．収集する予報資料の内容及びその方法 

収集する予報資料 入手の方法 

資料内容 入 手 先 通信回線 

噴火速報 

噴火に関する火山観測報 

ＧＳＭＧＰＶ（全球域・日本域） 

(一財)気象業務支援センター ○○社 IP-VPN 

局地数値予報モデルＧＰＶ（ＬＦＭ） 

メソ数値予報モデルＧＰＶ（ＭＳＭ） 
株式会社○○○ □□社 IP-VPN 

４．気象庁の警報事項を受ける方法 

入手の方法 

警報事項の入手先 方法（通信回線） 

(一財)気象業務支援センター ○○社 IP-VPN 

 

 

記入例 

「新」 
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予報業務計画書（火山現象）  

１．事業所の名称及び所在地 

事業所名 △△△△株式会社 

所在地  東京都世田谷区◇◇１－２－３ 

２．予報事項、発表の時刻及び現象の予想の方法 

目
的 

予 報 事 項  

発表の時刻 
現象の予想

の方法 
予報を行おうとする

現象 
対象としようとする区域 

対象としよう

とする火山 

特
定
向
け
予
報 

火山灰の拡散の範囲 

北緯●度線、東経●度

線、北緯●度線、東経●

度線で囲まれた海域 

○○山 随時 
別紙１のと

おり 

３．収集する予報資料の内容及びその方法 

収集する予報資料 入手の方法 

資料内容 入 手 先 通信回線 

噴火速報 

噴火に関する火山観測報 

ＧＳＭＧＰＶ（全球域・日本域） 

(一財)気象業務支援センター ○○社 IP-VPN 

４．気象庁の警報事項を受ける方法 

入手の方法 

警報事項の入手先 方法（通信回線） 

(一財)気象業務支援センター ○○社 IP-VPN 

 

 

記入例 

「旧」 
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○要員の配置の状況及び勤務の交替の概要（火山現象） 

○観測施設の概要 

○予報資料の収集・解析及び警報事項の受信の施設（火山現象） 

変更前を「旧」、変更後を「新」とし、変更となる箇所をアンダーラインで示してく

ださい（追加部分は「新」に、削除部分は「旧」に、内容変更部分は「新」「旧」両方

にアンダーラインを引いてください）。ただし、大幅な変更の場合は、アンダーライン

で変更箇所を示さなくても構いません。 

 



39 

Ⅵ.予報業務の変更事項の報告 
以下の事項に該当することとなった場合は、気象業務法施行規則第５０条の規定

に基づき、その旨を記載した報告書を、遅滞なく、気象庁長官に提出しなければなり

ません。各書類の記入例及び記入要領については、下表に示したページを参照して

ください。 

下表の１～３に示した事項の複数に該当する場合の変更報告書は、１通にまとめ

て構いません。 

 

該 当 事 項 参照頁 

１．許可を受けた者の氏名、名称又は住所に変更があった場合 ４０ 

２．定款（寄附行為）又は役員に変更があった場合 ４１ 

３．以下の書類の記載事項に変更があった場合 ４２ 

（１）予報業務計画書（火山現象）  

（２）要員の配置の状況及び勤務の交替の概要（火山現象）  

（３）観測施設の概要（火山現象）  

（４）予報資料の収集解析及び警報事項の受信の施設の概要（火山現象）  

 

 

１．変更事項の報告手続の流れ    

報告書の到着 

 

変更手続き終了 

（変更事由の発生後遅滞なく） 

変更報告書の提出 

気象庁情報基盤部情報利用推進課宛 

変更内容に問題あるか 
ある 

ない 

指
導 
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２．提出書類の記入例及び記入要領 

（１） 許可を受けた者の氏名、名称又は住所の変更 

 

＜記入要領＞                  

・報告事項は、「新」と「旧」をそれぞれ記入してください。 

・ 報告事項を確認するため、登記事項証明書等の提出を求める場合があります。 

 

 

 

 

                            令和○○年○○月○○日 

予報業務変更報告書（火山現象）  

 

気象庁長官 

     ○ ○ ○ ○ 殿 

氏名又は名称  △△△△株式会社 

法人の場合は代表者氏名  代表取締役社長□□□□  

 

気象業務法施行規則第５０条第１項第４号に該当する変更があったので、下記のとおり

報告します。 

 

記 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者氏名 

氏名又は名称  △△△△株式会社  

法人の場合は代表者氏名  代表取締役社長 □□□□ 

住所  東京都台東区◇◇一丁目２番３号 

 

２．報告事項 

名称、住所の変更 

「新」 

名   称  △△△△株式会社  

住   所  東京都台東区◇◇一丁目２番３号 

「旧」 

名   称  ▲▲▲▲株式会社  

住   所  東京都世田谷区◇◇一丁目２番３号 

 

３．報告事由の発生の日 

令和○○年○○月○○日 

記入例 

押印不要 
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（２） 定款（寄附行為）又は役員の変更 

 

＜記入要領＞  

・ 定款（寄附行為）の変更の場合は、変更後の定款（寄附行為）（写しの場合は原本

証明を付すこと）を添付してください 

・ 役員の変更の場合は、変更箇所にアンダーラインを引いた新旧の役員名簿を提出し

てください。 

・ 代表者の変更も含まれる場合には、「新」と「旧」の代表者を記載してください。 

・ 報告事項を確認するため、登記事項証明書等の提出を求める場合があります。 

 

 

 

 

                            

令和○○年○○月○○日 

 

予報業務変更報告書（火山現象）  

 

気象庁長官 

     ○ ○ ○ ○ 殿 

氏名又は名称  △△△△株式会社 

法人の場合は代表者氏名  代表取締役社長□□□□ 

 

気象業務法施行規則第５０条第１項第５号に該当する変更があったので、下記のと

おり報告します。 

 

記 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者氏名 

氏名又は名称  △△△△株式会社  

法人の場合は代表者氏名  代表取締役社長 □□□□ 

住所  東京都台東区◇◇一丁目２番３号 

 

２．報告事項 

・定款 

・代表者及び役員の変更（役員名簿は登記事項証明書参照） 

「新」代表取締役社長 □□□□ 

「旧」代表取締役社長 ■■■■ 

 

３．報告事由の発生の日 

令和○○年○○月○○日 

記入例 

押印不要 
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（３）提出書類の記載事項変更                            

 

  ＜記入要領＞ 

・ 予報業務許可書又は認可書の目的又は範囲内の変更に限ります。 

・ 各提出書類の記入要領は、予報業務許可申請と同様ですので、次表を参考にして

ください。 

 

 

 

 

                           令和○○年○○月○○日 

予報業務変更報告書（火山現象）  

 

 

気象庁長官 

     ○ ○ ○ ○ 殿 

氏名又は名称  △△△△株式会社 

法人の場合は代表者氏名  代表取締役社長□□□□ 

 

気象業務法施行規則第５０条第１項第６号に該当する変更があったので、下記のとお

り報告します。 

 

記 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者氏名 

氏名又は名称  △△△△株式会社  

法人の場合は代表者氏名  代表取締役社長 □□□□ 

住所  東京都台東区◇◇一丁目２番３号 

 

２．報告事項 

以下の提出書類の記載事項変更 

（１）予報業務計画書 

（２）要員の配置の状況及び勤務の交替の概要 

（３）観測施設の概要 

（４）予報資料の収集解析及び警報事項の受信施設の概要 

 

 

３．報告事由の発生の日 

令和○○年○○月○○日 

記入例 

押印不要 
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提出書類名 部数 該当頁 

予報業務計画書（火山現象） １ ２２ 

要員の配置の状況及び勤務の交替の概要

（火山現象） 
１ ２４ 

観測施設の概要（火山現象） １ ２４ 

予報資料の収集解析及び警報事項の受信施

設の概要（火山現象） 
１ ２５ 

 

・ 提出書類は「新」「旧」の両方が必要です。書類の右上に「新」又は「旧」と記入

し、変更箇所をアンダーラインで示してください（追加部分は「新」に、削除部分

は「旧」に、内容変更部分は「新」「旧」両方にアンダーラインを引く）。 

・ なお、変更内容に応じて、以下の書類を添付してください。 

 

添付書類名 部数 該当頁 

予報資料及び警報を配信する事業者との契約書

等の写し 
１ ２３ 

予報資料の収集解析又は警報事項の受信施設

の借用に関する契約書の写し 
１ ２５ 

予報資料及び警報事項を入手する回線の通信

事業者との契約書等の写し 
１ ２３ 

 



44 

Ⅶ.予報業務の休止及び廃止 

 

許可を受けた業務の全部又は一部を休止したときは「予報業務休止届出書」を、予報

業務を廃止したときは「予報業務廃止届出書」を、その日から３０日以内に気象庁長官

に届け出なければなりません（気象業務法第２２条及び気象業務法施行規則第１２条）。 

なお、許可を受けた業務の一部を廃止する場合（例えば、火山現象及び地震動の予報

業務の許可を受けた事業者が、火山現象の予報業務のみを廃止する場合）は、予報業務

の変更認可の対象です。 

 

● 廃止届出書及び休止届出書の記入 

 届出書の記入に当たっては、次ページの記入例と記入要領を参考にしてください。 

 

 

１．予報業務の休廃止届の流れ                            

届出書の到着 

 

届出手続き終了 

（休廃止の日から３０日以内） 

休廃止届出書の提出 

気象庁情報基盤部情報利用推進課宛 
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２．提出書類の記入例及び記入要領 

（１）予報業務廃止届出書 

 

・廃止した予報業務の範囲 

「許可を受けた予報業務の全部」と記入してください。 

・廃止を必要とした理由 

「受注業務が終了したため。」等、廃止した理由を記入してください。 

 

 

 

                          令和○○年○○月○○日 

予報業務廃止届出書（火山現象） 

 

気象庁長官 

    ○ ○ ○ ○  殿 

 

氏名又は名称  △△△△株式会社 

法人の場合は代表者氏名  代表取締役社長□□□□  

 

 令和○○年○○月○○日付許可第△△号により許可を受けた予報業務を廃止したので、気

象業務法第２２条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１．届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者氏名 

氏名又は名称  △△△△株式会社  

法人の場合は代表者氏名  代表取締役社長 □□□□ 

住所  東京都台東区◇◇一丁目２番３号 

 

２.廃止した予報業務の範囲 

許可を受けた予報業務の全部 

 

３.廃止の日 

 令和○○年○○月○○日 

 

４.廃止を必要とした理由 

予報提供のための仕組みを維持する要員の確保が困難になったため。 

記入例 

押印不要 
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（２）予報業務休止届出書 

 

 

・休止した予報業務の範囲 

 休止した予報業務の目的及び範囲を記入してください。許可を受けている予報業務

全てを休止する場合は、「許可を受けた予報業務の全部」と記入してください。 

・休止の期間 

 

                          令和○○年○○月○○日 

予報業務休止届出書（火山現象） 

 

気象庁長官 

    ○ ○ ○ ○  殿 

氏名又は名称  △△△△株式会社 

法人の場合は代表者氏名  代表取締役社長□□□□  

 

 令和○○年○○月○○日付許可第△△号により許可を受けた予報業務を休止したので、気

象業務法第２２条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１．届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者氏名 

氏名又は名称  △△△△株式会社  

法人の場合は代表者氏名  代表取締役社長 □□□□ 

住所  東京都台東区◇◇一丁目２番３号 

 

２.休止した予報業務の範囲 

 （火山現象） 

目  的 

範            囲 

予報を行おうと

する現象 
対象としようとする区域 

対象としようと

する火山 

特定向け予報 
火山灰の拡散の

範囲 

北緯●度線、東経●度

線、北緯●度線、東経●

度線で囲まれた海域 

○○山 

一般向け予報 降灰量 全国 ○○山 

 

３. 休止の日、休止予定期間 

令和○○年○○月○○日～令和△△年△△月△△日までの６か月間 

 

４. 休止を必要とした理由 

予報を行うためのシステムの更新作業を行うため。 

記入例 

押印不要 
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 休止期間は原則１年以内とします。 

・休止を必要とした理由 

 「予報資料の収集を休止するため」等、予報業務を休止した理由を記入してください。 

・その他 

休止の期間中に、予報業務の再開又は廃止が決まった場合は連絡願います。 

休止の期間中であっても、許可を受けた者の氏名、名称、住所、定款（寄附行為）、

役員に変更があった場合は、予報業務変更報告書を提出してください。（「Ⅵ.予報業

務の変更事項の報告」参照） 
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Ⅷ.予報業務の許可等に係わる法令等 
 

１．気象業務法 抄録 

第一章 総則 

（定義） 

第二条 この法律において「気象」とは、大気（電離層を除く。）の諸現象をいう。 

２ この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地

中の諸現象をいう。 

３ この法律において「水象」とは、気象又は地震に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をい

う。 

４ この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。  

一  気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表  

二  気象、地象（地震にあつては、発生した断層運動による地震動（以下単に「地震動」とい

う。）に限る。）及び水象の予報及び警報  

三～七 （略） 

５  この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。 

６  この法律において「予報」とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。  

７  この法律において「警報」とは、重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報をい

う。 

８  この法律において「気象測器」とは、気象、地象及び水象の観測に用いる器具、器械及び装

置をいう。 

 

第二章 （略） 

 

第三章 予報及び警報 

（予報及び警報）  

第十三条  気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象（地震にあつては、地震動に限

る。第十六条を除き、以下この章において同じ。）、津波、高潮、波浪及び洪水についての一

般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。ただし、次条第一項の規定により警

報をする場合は、この限りでない。  

２  気象庁は、前項の予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪

水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。  

３  気象庁は、前二項の予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を

執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。  

第十三条の二 気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著

しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定

めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用

に適合する警報をしなければならない。 
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２ 気象庁は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴か

なければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あ

らかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。 

３ 気象庁は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の基準の変更について準用する。 

５ 前条第三項の規定は、第一項の警報(第十五条の二第一項において「特別警報」という。)を

する場合に準用する。 

 

（予報業務の許可） 

第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務（以下「予報

業務」という。）を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。 

 

（許可の基準） 

第十八条 気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準に

よつて審査しなければならない。 

一 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析

の施設及び要員を有するものであること。 

二 当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及

び要員を有するものであること。 

三 地震動、火山現象及び津波の予報以外の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該

予報業務を行う事業所につき、第十九条の二の要件を備えることとなつていること。 

四 地震動、火山現象又は津波の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務の

うち現象の予想の方法が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 

２ 気象庁長官は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認

めるときは、次の場合を除いて許可しなければならない。 

一 許可を受けようとする者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を

終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。 

二 許可を受けようとする者が、第二十一条の規定により許可の取消しを受け、その取消しの

日から二年を経過しない者であるとき。 

三 許可を受けようとする者が、法人である場合において、その法人の役員が第一号又は前号

に該当する者であるとき。 

 

（変更認可） 

第十九条 第十七条第一項の規定により許可を受けた者が同条第二項の予報業務の目的又は範囲

を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の場合に準用する。 

 

（気象予報士の設置） 

第十九条の二 第十七条の規定により許可を受けた者（地震動、火山現象又は津波の予報の業務

のみの許可を受けた者を除く。次条において同じ。）は、当該予報業務を行う事業所ごとに、国
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土交通省令で定めるところにより、気象予報士（第二十四条の二十の登録を受けている者をい

う。以下同じ。）を置かなければならない。 

 

（気象予報士に行わせなければならない業務） 

第十九条の三 第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想につい

ては、気象予報士に行わせなければならない。 

 

（警報事項の伝達） 

第二十条 第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁

の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。 

 

（業務改善命令） 

第二十条の二 気象庁長官は、第十七条の規定により許可を受けた者が第十八条第一項各号のい

ずれかに該当しないこととなつた場合その他第十七条の規定により許可を受けた者の予報業務

の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該許可を受けた者に対し、その施

設及び要員又はその現象の予想の方法について同項各号に適合するための措置その他当該予報

業務の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

（許可の取消し等） 

第二十一条 気象庁長官は、第十七条の規定により許可を受けた者が次の各号の一に該当すると

きは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 

一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可

に付した条件に違反したとき。 

二 第十八条第二項第一号又は第三号に該当することとなつたとき。 

 

（予報業務の休廃止） 

第二十二条 第十七条の規定により許可を受けた者が予報業務の全部又は一部を休止し、又は廃

止したときは、その日から三十日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 

 

（警報の制限） 

第二十三条 気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報を

してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。 

 

第三章の二 気象予報士 

（登録） 

第二十四条の二十 気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登

録を受けなければならない。 

 

第四章 （略） 

第五章 （略） 
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第六章 雑則 

（許可等の条件） 

第四十条の二 許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 

２ 前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又

は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 

 

（報告及び検査） 

第四十一条 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項若しくは第

二十六条第一項の規定により許可を受けた者又は第七条第一項の船舶に対し、それらの行う気

象業務に関し、報告させることができる。 

２・３ （略） 

４ 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十七条第一項若しく

は第二十六条第一項の規定により許可を受けた者若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定

により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者の事業所若しくは観測を

行う場所又は第七条第一項の船舶に立ち入り、気象記録、気象測器その他の物件を検査させ、

又は関係者に質問させることができる。 

５～７ （略） 

 

第七章 罰則 

第四十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第九条の規定に違反した者 

二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者 

三 第十九条の規定に違反して認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者  

四 第十九条の三の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者  

五 第二十一条（第二十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定による業務の停止の

命令に違反した者  

六 第二十三条の規定に違反して警報をした者 

七 （略） 

 

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十条の二（第二十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定による命令に違反

した者 

二 （略） 

三 第四十一条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

四 第四十一条第四項又は第六項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問

に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

 

第四十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は

人の業務に関し、第四十四条、第四十六条又は第四十七条の違反行為をしたときは、行為者を

罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 
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第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 

一 第二十二条（第二十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、

又は虚偽の届出をした者 

二 （略） 

 

 

 ２．気象業務法施行規則 抄録 

 

第三章 予報及び警報 

（予報業務の許可の申請） 

第十条 法第十七条第一項の規定により予報業務の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項

を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 予報業務の目的 

三 予報業務の範囲 

イ 予報の種類 

ロ 対象としようとする区域 

ハ 火山現象の予報にあつては、対象としようとする火山 

四 予報業務の開始の予定日 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類（地震動、火山現象及び津波の予報の業務に係る申請に

あつては、第二号に掲げる書類を除く。）を添付しなければならない。 

一 事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書 

イ 予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地 

ロ 予報事項及び発表の時刻 

ハ 収集しようとする予報資料の内容及びその方法 

ニ 現象の予想の方法 

ホ 気象庁の警報事項を受ける方法 

二 事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類 

三 事業所ごとに予報業務に従事する要員の配置の状況及び勤務の交替の概要を記載した書

類 

四 予報業務のための観測を行おうとする場合にあつては、次に掲げる事項を記載した書類

（観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつて

は、その旨を記載した書類） 

イ 観測施設の所在地 

ロ 観測施設の明細 

ハ 観測の種目及び時刻 

五 事業所ごとに次に掲げる施設の概要を記載した書類 

イ 予報資料の収集及び解析の施設 
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ロ 気象庁の警報事項を受ける施設 

六 地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類 

イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

ロ 役員の名簿 

七 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類 

イ 定款（会社法（平成十七年法律第八十六号）第三十条第一項及びその準用規定により認

証を必要とする場合にあつては、認証のある定款）又は寄附行為の謄本 

ロ 発起人、社員又は設立者の名簿 

八 個人にあつては、住民票の写し若しくは個人番号カード（行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第七項に

規定する個人番号カードをいう。第三十三条第二項第二号において同じ。）の写し又はこれ

に類するものであつて、氏名及び住所を証する書類 

九 法第十八条第二項各号に該当しない旨を証する書類 

３ 前項の規定にかかわらず、法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、気象庁が住民基

本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の七第三項の規定により、都道府県知事（同

法第三十条の十第一項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、

指定情報処理機関。以下同じ。）から当該許可を受けようとする者に係る本人確認情報の提供

を受けるときは、前項第八号に掲げる書類を添付することを要しない。 

４ 気象庁長官は、第二項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることがで

きる。 

 

（技術上の基準） 

第十条の二 法第十八条第一項第四号の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとす

る。 

一 地震動の予想の方法に係る基準 

イ 気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置及び地震の規模に関する予報資料

その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする地点における地震動の到達時刻、震

度その他の地震動の状況を予想するものであること。 

ロ イの予想は、気象庁長官が定める計算方法により行うものであること。 

二 火山現象の予想の方法に係る基準 

イ 火山現象に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象

とする区域における噴火、降灰等の火山現象を予想するものであること。 

ロ イの予想は、予報の業務の対象とする火山の活動の特性に応じた物理的方法、化学的

方法その他の科学的な方法により行うものであること。 

三 津波の予想の方法に係る基準 

イ 気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置、地震の規模及び津波の観測の成

果に関する予報資料その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における

津波の到達時刻、高さその他の津波の状況を予想するものであること。 

ロ イの予想は、津波に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法によ

り行うものであること。 
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（予報業務の目的又は範囲の変更認可の申請） 

第十一条 法第十九条第一項の規定により予報業務の目的又は範囲の変更の認可を受けようと

する者は、次に掲げる事項を記載した予報業務変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなけれ

ばならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 変更しようとする事項 

三 変更の予定日 

四 変更を必要とする理由 

２ 前項の申請書には、第十条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のうち予報業務の目的

又は範囲の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 

３ 気象庁長官は、前項に規定するもののほか認可のため必要な書類の提出を求めることができ

る。 

 

（気象予報士の設置の基準） 

第十一条の二 法第十七条第一項の規定により許可を受けた者（地震動、火山現象又は津波の予

報の業務のみの許可を受けた者を除く。）は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、

次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数

以上の専任の気象予報士を置かなければならない。ただし、予報業務を適確に遂行する上で支

障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りでない。 

一日当たりの現象の予想を行う時間 人員 

八時間以下の時間 二人 

八時間を超え十六時間以下の時間 三人 

十六時間を超える時間 四人 

２ 法第十七条第一項の規定により許可を受けた者は、前項の規定に抵触するに至つた事業所

（当該抵触後も気象予報士が一人以上置かれているものに限る。）があるときは、二週間以内

に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。 

 

（予報業務の休廃止の届出） 

第十二条 法第二十二条の規定により、予報業務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次

に掲げる事項を記載した予報業務休止（廃止）届出書を、気象庁長官に提出しなければならな

い。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 休止又は廃止した予報業務の範囲 

三 休止又は廃止の日及び休止の場合にあつては、その予定期間 

四 休止又は廃止を必要とした理由 

 

（予報事項等の記録） 

第十二条の二 法第十七条第一項の規定により許可を受けた者は、予報業務を行つた場合は、事

業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を二年間保存しなければならない。 

一 予報事項の内容及び発表の時刻 
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二 予報事項（地震動、火山現象及び津波の予報事項を除く。）に係る現象の予想を行つた気

象予報士の氏名 

三 気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況（当該許可を受けた予報業務の目的及び範囲に

係るものに限る。） 

 

第四章 （略） 

第五章 （略） 

第六章 （略） 

第七章 （略） 

 

第八章 雑則 

（報告） 

第五十条 法第七条第一項の船舶及び法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の規定により

許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することと

なつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。 

（略） 

四 法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の規定により許可を受けた者の氏名、名称又は

住所に変更があつた場合 

五 法第十七条第一項の規定により許可を受けた法人にあつては、定款若しくは寄附行為又は

役員に変更があつた場合 

六 第十条第二項第一号から第五号まで又は第四十七条第二項第一号若しくは第二号に掲げ

る書類の記載事項に変更があつた場合 

七 法第二十条の二（法第二十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定に基づく命

令を実施した場合 

２ 前項の報告は、報告事由の発生した後遅滞なく（同項第一号から第三号までに掲げる場合に

あつては、三十日以内に）行わなければならない。 

３ （略） 

４ 第一項第四号から第七号までの報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告

書を提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 報告事項 

三 報告事由の発生の日 

５ 法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の規定により許可を受けた者が、法第六条第三項

後段の規定による観測施設の廃止の届出をしている場合には、当該廃止に係る第一項第六号の

報告（第十条第二項第四号又は第四十七条第二項第二号に係るものに限る。）を省略すること

ができる。 
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３．予報業務の許可等に関する審査基準、標準処理期間及び処分

基準（気象庁長官通達） 抄録 

 
 

１．審査基準 

（１）気象、地象（火山現象を除く。）、波浪及び洪水（以下「気象等」という。）の予報業務の許可

並びに予報業務の目的及び範囲の変更の認可（以下「予報業務の許可等」という。）については、

別紙１による。 

（２）津波の予報業務の許可等については、別紙２による。 

（３）高潮の予報業務の許可等については、別紙３による。 

（４）火山現象の予報業務の許可等については、別紙４による。 

 

２．標準処理期間 

（１）気象等（地震動を除く。）の予報業務の許可等 １５日 

（２）地震動の予報業務の許可等 

 イ 地震動（震源由来震度） １か月 

 ロ 地震動（波面伝播非減衰震度）のうち、気象庁が提供する予報資料のみを収集する場合 １か

月 

 ハ 地震動（波面伝播非減衰震度）のうち、気象庁が提供する以外の予報資料も収集する場合 ３

か月 

 二 地震動（長周期地震動階級等） 1か月 

（３）津波の予報業務の許可等 ６か月 

（４）高潮の予報業務の許可等 ２か月 

（５）火山現象の予報業務の許可等 

 イ 火山現象のうち、火山灰の拡散の範囲、降灰の範囲、降灰量及び小さな噴石の落下範囲（海外

の火山によるものを除く） ６か月 

 ロ イ以外の火山現象及び海外の火山による火山現象 予報の対象とする火山や現象ごとに審査

内容が大きく異なることから、当面は標準処理期間を設定しない。 

 

３．不利益処分の基準 

  別紙５による。 

 

 

 

別紙１～３（略） 
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別紙１から３ （略） 

別紙４ 

火山現象の予報業務の許可等に関する審査基準（降灰等） 

 

第１ 予報業務の目的 

予報業務（観測の成果に基づく現象の予想の発表の業務）の目的においては、特定向け予報（契約

等に基づき特定の者に限って提供する予報であって、かつ、当該特定の者の利用に供するものをい

う。）と一般向け予報（特定向け予報以外の予報をいう。）に分けることとする。ただし、第２（１）

において、個別に審査を行うことと定める現象については、この限りではない。 

なお、当該予報に関する責任の所在、当該予報の利用目的に応じた留意事項、又は、当該予報と、

気象庁が発表する特別警報、警報及び注意報との関係について正しく認識していないおそれがある

利用者に対しても供されるものについては、一般向け予報に位置付ける。 

 

第２ 予報業務の範囲 

 予報業務の範囲は、次の区分によることとする。 

（１）予報を行おうとする現象 

   火山現象のうち、火山灰の拡散の範囲、降灰の範囲、降灰量及び小さな噴石の落下範囲とする。

なお、本項で定めるもの以外の火山現象については、予報の対象とする火山や現象ごとに審査内

容が大きく異なることから、個別に審査を行うこととする。 

（２）対象としようとする区域 

 予報の対象とする区域は個別の地点又は明確に区分できる区域とし、当該区域の表示は、行政

区画等の区域や道路、鉄道、河川等により区分された区域についてはその名称によるものとし、

それ以外の場合は緯度・経度、住所又は地図上の表示によるものとする。 

（３）対象としようとする火山 

 国内の火山とする。なお、海外の火山については、収集する予報資料や予報の対象とする区域

等に応じて、個別に審査を行うこととする。 

 

第３ 許可等の条件 

 許可等に際し、公共の利益を確保するため、特に火山現象に関する確実な防災対策と社会の安寧

（混乱防止）を考慮し、別記に掲げる必要最小限の条件を付すこととする。 

 

第４ 予報資料の収集の施設 

１ 予報を行う際に収集が必要な資料 

（１）噴火発生前に予報を行う場合は、予報を行おうとする火山の噴火規模を想定するための資料を

収集したうえで、噴火の規模を表す指標（噴煙高、噴出率、噴出量等）の値を適切に設定するこ

と。 

（２）噴火発生後に予報を行う場合は、噴煙の状態（噴煙の位置、噴煙高、噴煙量等）を把握し、又

は観測事実に基づき噴煙の状態を推定するための資料を収集したうえで、噴火の規模を表す指標

を適切に設定すること。また、申請者が現地観測を行う場合、現象の予想の方法に応じた適切な観

測施設を設置するとともに、当該観測値を確実に収集すること。 

２ 必要な資料の収集施設 
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（１）収集の施設は、行おうとする予報に必要な資料を適確に収集し、かつ、処理できる能力を有す

る電子計算機その他の施設であること。 

（２）申請者以外の者が保有する施設を用いる場合は、当該施設に関して、行おうとする予報業務に

必要十分な使用権原を有すること。 

 

第５ 予報のための解析の施設 

（１）解析の施設は、用いる解析の手法を適確に処理できる能力を有し、行おうとする予報を利用目

的に応じた適切な時間内にて発表できる電子計算機その他の施設であること。 

（２）申請者以外の者が保有する施設を用いる場合は、当該施設に関して、行おうとする予報業務に

必要十分な使用権原を有すること。 

 

第６ 適切な予報業務の運用に必要な要員の確保 

予報資料の収集及び解析の施設の適切な運用に必要な要員を置いていること。 

 

第７ 警報事項の受信のための施設及び要員 

 火山現象の予報業務に関連する警報事項を迅速かつ確実に受信できる通信施設その他の施設及び

要員を有すること。 

 

第８ 現象の予想の方法 

火山現象の予想の方法は、予想の対象とする火山周辺の気象状況及び観測または推定された噴火

の規模を表す指標等の資料に基づき、移流、拡散及び重力落下等の効果を考慮した計算を実施して予

想するなど、予報を行おうとする現象、対象としようとする区域及び火山並びに予報に使用する資料

に応じた物理的方法、化学的方法その他の科学的な方法を用いること。 

 

 

附則 

令和２年３月 31 日より前に、火山現象のうち、火山灰の拡散の範囲、降灰の範囲、降灰量又は小

さな噴石の落下範囲の予報業務許可を得た許可事業者については、これらの予報を行おうとする現

象について、一般向け予報及び特定向け予報を予報業務の目的とした許可を得たものとみなす。 

 

 

別記  許可等の条件（第３関係） 

遵守すべき事項については、警報事項の伝達等法令で定められたもののほか、条件として付す下記

のものとする。 

１．「一般向け予報」に関する条件 

（予報に使用する名称） 

（１）火山現象の予報に「降灰予報」という名称を用いる場合は、気象庁が行う予報ではなく事業者

の予報である旨を利用者に対して十分説明するよう努めること。また、「特別警報」、「警報」、「注

意報」及びこれとまぎらわしい名称を使用しないこと。 

（予報の内容） 

（２）噴火発生前に予報を行う場合、予報の対象とする火山は噴火警報を発表している火山に限るこ
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ととし、噴火発生前の予報であることを明示したうえで、計算の条件及びその考え方を利用者に

対して十分説明するよう努めること。また、噴火発生前の降灰量の予報は行わないこと。 

（３）降灰量の予報を行う場合、気象庁が降灰予報（速報）及び降灰予報（詳細）の発表に用いる降

灰量階級と同一の階級表現で発表すること。 

（その他） 

（４）気象庁以外の予報資料により噴煙の状態を把握または推定して予報を行う場合、噴火の有無の

判断、予想に用いる噴火の規模を表す指標及び予想結果について、どの程度気象庁の行う予報と

差異が生じるのか事前に検証し、検証の結果を事前に利用者に対して十分説明するよう努めるこ

と。 

２．「特定向け予報」に関する条件  

（予報に使用する名称） 

（１）火山現象の予報に「降灰予報」という名称を用いる場合は、気象庁が行う予報ではなく事業者

の予報である旨を利用者に対して十分説明すること。また、「特別警報」、「警報」、「注意報」及び

これとまぎらわしい名称を使用しないこと。 

（予報の内容） 

（２）噴火発生前に予報を行う場合、噴火発生前の予報であることを明示したうえで、計算の条件及

びその考え方を利用者に対して十分説明すること。 

（３）降灰量の予報を行う場合、数値的な表現を用いた予報を発表するにあたっては、利用上の注意

点を利用者に対して十分説明すること。 

（その他） 

（４）気象庁以外の予報資料により噴煙の状態を把握または推定して予報を行う場合、噴火の有無の

判断、予想に用いる噴火の規模を表す指標及び予想結果について、どの程度気象庁の行う予報と

差異が生じるのか事前に検証し、検証の結果を事前に利用者に対して十分説明すること。 
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                                                                   別紙５                                                 

予報業務の許可を受けている者に対する不利益処分の処分基準 

 

 

第１ 法第２０条の２の規定による業務改善命令 

１ 施設に関する命令 

  次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める措置を命じる。 

（１）観測施設又は予報資料の収集施設の全部又は一部が欠け、又は破損等により適正に機能 

  しなくなったため、予報業務の適確な遂行のために必要な観測の成果又は予報資料の全部 

  又は一部が得られないと認められるとき 当該施設の修理又はこれに替わる新たな施設の 

  設置 

 

（２）予報資料の解析施設の全部又は一部が欠け、又は破損等により適正に機能しなくなった 

  ため、予報業務の適確な遂行のために必要な解析の全部又は一部を行うことができないと 

  認められるとき 当該施設の修理又はこれに替わる新たな施設の設置 

 

（３）気象庁の警報事項を受ける施設の全部又は一部が欠け、又は破損等により適正に機能し 

  なくなったため、予報業務の適確な遂行のために必要な警報事項の全部又は一部が得られ 

  ないと認められるとき 当該施設の修理又はこれに替わる新たな施設の設置 

 

（４）前３号の施設が適正に運用されていないため、前３号の資料の全部又は一部が得られな 

  いと認められるとき 当該施設の運用の改善 

 

２ 要員に関する命令 

  次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める措置を命じる。 

（１）気象予報士の辞任等により、気象業務法施行規則第１１条の２の規定が満たせないと認 

  められるとき 新たな気象予報士の配置 

 

（２）気象予報士が自然科学的な方法以外の方法その他の不適正な方法により現象の予想の業 

  務を行っていると認められるとき 現象の予想方法の改善 

 

３ 役員に関する命令 

  予報業務の許可を受けている者が法人である場合において、その法人の役員が法第１８条 

第２項第１号に該当したにもかかわらず、その者が引き続き役員の地位にあるときは、当該 

役員の解任を命じる。 

 

４ その他の改善命令 

  １項から３項までに定めるもののほか、許可又は認可に付した条件に違反した場合その他 

気象庁長官が特に必要があると認めたときは、予報業務の適正な運営を確保するために必要 

な措置を命じる。 
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第２ 法第２１条の規定による業務の停止及び許可の取消し 

１ 業務の停止 

  次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、予報業 

務の停止を命じる。 

（１）法第２０条の２の規定による業務の改善の措置（以下「業務改善命令」という。）を命 

  じたとき 当該命令に係る目的及び範囲の予報業務を、当該措置の負担の程度を勘案して 

  当該措置を実施するために相当と認められる期間停止 

 

（２）前号の期間の経過後も更に業務改善命令を継続する必要があるとき 当該命令に係る目 

  的及び範囲の予報業務を、当該措置の負担の程度を勘案して当該措置を実施するために相 

  当と認められる期間停止 

 

２ 許可の取消し 

  次の各号のいずれかに該当するときは、予報業務の許可を取り消す。 

（１）法又は法に基づく命令若しくはこれに基づく処分又は許可又は認可に付した条件に違反 

  した場合であって、違反の程度が著しいと認められるとき。 

 

（２）相当期間が経過したにもかかわらず、業務改善命令に従わなかった場合であって、その 

  ことに合理的な根拠がないと認められるとき。 

 

（３）法第１８条第２項第１号に該当することとなったにもかかわらず、相当期間予報業務の 

 廃止の届出がないとき。 
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４.登録免許税法 抄録 

 

第一章 総則  

（趣旨）  

第一条 この法律は、登録免許税について、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び

還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。  

（課税の範囲）  

第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び

技能証明（以下「登記等」という。）について課する。  

（公共法人等が受ける登記等の非課税）  

第四条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さ

ない。  

２ （略） 

（非課税登記等）  

第五条 次に掲げる登記等（第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこ

れらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添

付して受けるものに限る。）については、登録免許税を課さない。  

一  ～ 十二 （略） 

十三 相続又は法人の合併若しくは分割に伴い相続人又は合併後存続する法人若しくは合併に

より設立する法人若しくは分割により設立する法人若しくは事業を承継する法人が、被相続

人又は合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の受けた別表第一第三十三号から第

百六十号までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定を引き続いて受ける場合

における当該登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定  

十四  （略） 

第二章 課税標準及び税率  

（課税標準及び税率）  

第九条  登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記

等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合

又は金額による。  

第三章 納付及び還付  

（現金納付）  

第二十一条  登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき

課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を

当該登記等の申請書にはり付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。 

 

  別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表（第二条、第五条、第九条、（中略）関係）    

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は

技能証明の事項 

 課税標準  税  率 
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一～百四十二の三   （略） 

百四十三 予報業務の許可若しくは予報業務の範囲の変更の認可、気象観測成果の無線

通信による発表業務の許可若しくは気象測器の器差に係る認定測定者の認定又は気象

測器に係る登録検定機関の登録 

（一） 気象業務法（昭和二十七年法律第百六十五号）

第十七条第一項（予報業務の許可）の予報業務の許可 

 許可件数 一件につき 

九万円 

（二） 気象業務法第十九条第一項（変更認可）の予報

業務の範囲の変更の認可（同法第十八条第一項第三号

（許可の基準）の予報の業務又は同項第四号の地震動、

火山現象若しくは津波の予報の業務を新たに行うため

に受けるものに限る。） 

認可件数 一件につき 

九万円 

（三）～（五） （略） （略） （略） 

百四十四～百六十   （略） 

   

  別表第二 非課税法人の表（第四条、第五条関係） 

名称 根拠法 

沖縄振興開発金融公庫 
沖縄振興開発金融公庫法（昭和四十七年法律第
三十一号） 

港務局 港湾法 
国立大学法人 国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号） 
大学共同利用機関法人 国立大学法人法 
地方公共団体 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号） 

地方公共団体金融機構 
地方公共団体金融機構法（平成十九年法律第六
十四号） 

地方公共団体情報システム機構 
地方公共団体情報システム機構法（平成二十五
年法律第二十九号） 

地方住宅供給公社 
地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十
四号） 

地方道路公社 地方道路公社法（昭和四十五年法律第八十二号） 

地方独立行政法人 
地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八
号） 

独立行政法人（その資本金の額又は出
資の金額の全部が国又は地方公共団
体の所有に属しているもののうち財
務大臣が指定をしたものに限る。） 

独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）
及び同法第一条第一項（目的等）に規定する個別
法 

土地開発公社 
公有地の拡大の推進に関する法律（昭和四十七
年法律第六十六号） 

日本下水道事業団 
日本下水道事業団法（昭和四十七年法律第四十
一号） 

日本司法支援センター 総合法律支援法（平成十六年法律第七十四号） 

日本中央競馬会 
日本中央競馬会法（昭和二十九年法律第二百五
号） 

日本年金機構 日本年金機構法（平成十九年法律第百九号） 
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付録 火山現象の予想の方法に関する審査上の

ポイント 
 

火山現象のうち、具体的な審査基準を定めている火山灰の拡散の範囲、降灰の範囲、降灰量及び小

さな噴石の落下範囲については、予想の対象とする火山周辺の気象状況及び観測または推定された

噴火の規模を表わす指標等の資料に基づき、移流、拡散及び重力落下等の効果を考慮した計算を行い

予想することが基本となります。これらの過程の予想に用いる手法が適切でない場合、技術的に裏付

けのない予報が発表されることとなり、社会の安寧を損なうおそれがあります。このため、気象庁で

は、予想に用いる手法について、予報を行おうとする現象、対象とする区域及び火山並びに予報に使

用する資料に応じた物理的方法、化学的方法その他の科学的方法に則ったものであるか、審査します。

以下では、予報業務許可申請を行う際の参考となるよう、審査において重要となる事項について解説

しますので、申請書の作成にあたっては特に留意してください。申請書の作成にあたり不明な点につ

いては、気象庁情報基盤部情報利用推進課までお問い合わせください。 

なお、その他の火山現象の予想については、予測の計算式や各種解析の組合せ等の科学的方法を用

いて行う必要がありますが、予報の対象とする火山や現象ごとに審査内容が大きく異なることから、

予報業務の目的等に照らし合わせ、申請された予想の方法が技術的に妥当なものか、個別に審査する

こととしています。 

 

１．噴煙の状態の把握及び推定手法 

 噴火発生後に予報を行う場合は、噴煙の状態（噴煙の位置、噴煙高、噴煙量等）を把握し、又は観

測事実に基づき噴煙の状態を推定するための資料を収集したうえで、噴火の規模を表す指標を適切

に設定する必要があります。そのためには、気象庁の発表する「噴火に関する火山観測報」、「航空路

火山灰情報」等の情報を利用することができますが、監視カメラ等を用いて噴煙の状態を把握または

推定し、その結果を利用する方法もあります。以下に、噴煙の状態を把握または推定する際の審査上

のポイントについて、項目に分けて示します。 

（１）火口の位置の特定及び推定 

 一般的に、火口の位置が特定できない場合、噴煙の状態に関する正確な初期条件の設定ができ

ず、予測精度が低下します。したがって、想定火口で噴火が発生した場合に目視や監視カメラで

噴煙がどのように見えるか予め整理しておくなど、火口の位置を即時的に把握する手法を検討し

ておくことが重要です。また、衛星画像や火山周辺に設置した機器のデータ、降灰の現地調査結

果などにより噴火が発生した可能性が高いと考えられ、かつ視界不良等により直接噴煙の観測が

できず火口の位置が特定できない場合に火口の位置をどのように推定して計算するか整理してお

くことも重要です。 

（２）噴煙高度の把握及び推定 

 目視や監視カメラ等により、有色噴煙が上昇して火口縁から途切れない状態で最終的に到達し

た高度を噴煙高度と考えるのが適切です。噴煙がまっすぐ上昇せず傾いている場合についても同

様です。実際の観測においては、噴煙の頂部が雲に入る場合や監視カメラによる観測可能高度の

上限を超過することも想定されるため、そのような場合の噴煙高度の扱いについても予め整理し

ておく必要があります。 
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 視界不良等により目視や監視カメラで噴煙がほとんどあるいは全く確認できない場合において

は、衛星画像や火山周辺に設置した各種機器等のデータから噴煙高度を推定できる可能性もあり

ますが、直接的な観測データが得られる場合には、その観測値を優先的に計算に用いることが基

本となります。 

（３）噴火継続時間の把握及び推定 

 噴火には、単発的な噴火だけでなく、連続的に火山灰を放出する噴火もあるため、予報におい

ては、噴火継続の有無を把握したうえで、計算に反映する必要があります。特に、降灰量の予報

においては噴火継続時間が予測結果に大きく寄与（２．（１）ウ参照）するため、適切な噴火継続

時間の設定が重要です。視界不良等により噴煙の状況がほとんどあるいは全く確認できない場合

において、火山周辺に設置した各種機器等のデータから噴火継続の有無を推定できる場合があり

ますが、直接噴煙の状態が観測できる場合には、その観測結果に基づいて噴火継続の有無を判断

することが基本となります。 

（４）噴煙の流向の把握及び推定 

 監視カメラまたは気象衛星により噴煙の移動の状況を観測し、噴煙の流向を把握または推定す

ることができます。予報の初期値等に利用する場合には、高度により噴煙の流向が異なる場合が

あることに留意が必要です。 

 

２．火山灰の拡散の範囲及び降灰の範囲の計算手法 

火山灰の拡散の範囲及び降灰の範囲の予想においては、いずれも大気中における火山灰の移動を

計算することが基本となります。大気中における火山灰の移動の計算においては、主に（１）噴煙柱

の形成、（２）移流・拡散過程、（３）降下過程、（４）沈着過程を適切に計算することが基本となり

ます（図１）。 

 

図 １ 

火山灰輸送に関わる過程を表した概念図（新堀(2016)を改変） 

 

以下に、各過程の計算のポイントを示します。 

（１）噴煙柱の形成 

噴煙高度などの観測値や各情報から、火山灰の拡散予測を行うための初期値としての火山灰の
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分布や属性を決定します。すなわち、噴煙柱のどの位置からどのような属性（粒径や形状、密度な

ど）の火山灰がどのくらいの量放出されるかを噴煙柱モデルを用いて計算し、これを移流・拡散過

程の初期値として用いることが基本となります。 

噴煙柱モデルには、噴煙の力学や周囲の大気との相互作用を考慮して噴煙柱を再現するモデル

や、経験に基づいた簡便な関数で噴煙柱を表現するモデルなどがあります。ここでは、気象庁が採

用している後者のモデルを例に説明します。 

噴煙柱モデルの設定においては、次の各項目に示す事項が重要となります。 

ア 噴煙柱の高さ 

噴火前に発表する予報においては、過去の火山活動状況及び予報発表時点の噴火警戒レベ

ル等から、噴火が発生した場合の噴煙高度の規模を予め想定し、その値を噴煙柱モデルの高さ

として設定する必要があります。噴火後に発表する予報においては、直接噴煙高度を観測でき

る場合は、その値を用いることが基本となります。気象庁が具体的な噴煙高度を記載して「噴

火に関する火山観測報」を発表する場合には、その値を用いることができるほか、自ら把握ま

たは推定した噴煙高度を利用する場合においても、直接噴煙高度を観測できる場合にはその

値を利用して噴煙柱モデルにおける噴煙の高さを設定することができます。噴煙柱モデルの

下端の高度は、火山灰粒子の移動の予測計算に用いるモデルにおける地表面高度ではなく、実

際の火口縁の高さに相当する高度を用いるのが基本です。 

イ 火山灰粒子の粒径分布と高度分布 

火山灰粒子は一般的にその粒径が小さいほど落下速度が小さく、噴煙柱の上部から放出さ

れやすいため、遠方まで流される傾向があります。従って、降灰範囲及び降灰量を適切に予測

するためには、噴煙柱を構成する火山灰粒子の粒径分布や各粒子の高度毎の分布を適切に設

定することが重要です（図２）。例えば、火山灰粒子の粒径分布については、雨粒の粒径分布

にも用いることがある対数正規分布に従うと仮定して設定する方法があります。また、高度分

布については、鈴木関数（国土庁(1992)）などの経験的に求められた関数を使う方法がありま

す。 

ウ 噴煙柱の質量 

降灰量の予報を行うにあたっては、噴煙柱に含まれる噴出物総質量を適切に設定すること

が重要です。噴出物総質量は噴出率と噴火継続時間の積で求められますが、噴出率の直接的な

観測が困難な場合は、噴煙高度から推定する手法があります。 

  エ 噴煙柱の形状 

噴煙柱の形状は、火口近傍の予測に大きく影響するため、噴煙柱が形成される際の過程を考

慮した適切な形状を設定することが重要です。例えば、噴煙柱が形成される際の噴煙内への外

気の取り込み（エントレインメント）の効果を考慮し、上端に近づくほど噴煙柱の半径の大き

い逆円錐型の噴煙柱を仮定する方法や、噴煙の力学や周囲大気との相互作用を考慮してその

形状を計算する方法があります。 
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図２ 噴煙柱における火山灰粒子の鉛直分布のイメージ（国土庁(1992)を元に作成） 

 

（２）移流・拡散過程 

   移流・拡散過程では、数値予報モデル等の風のデータを用いて、火山灰の輸送を計算します。

その計算方法には、オイラー的な手法、ラグランジュ的な手法、半解析解を利用する手法等があ

ります。ここでは、その一例として、気象庁が採用しているラグランジュ的な手法を例に説明し

ます。 

   ラグランジュ的な手法では、仮想的な火山灰粒子（トレーサー）の位置をタイムステップごと

に求めることで、時間発展を計算することが基本となります。これらの計算では、風向・風速の

空間変化が比較的小さいと考えられる上空の火山灰粒子の拡散のみを対象とした予報では全球

モデル（GSM）の予報結果を利用し、地形等の影響により風向・風速の空間変化が比較的大き

いと考えられる地表付近の火山灰粒子の挙動が重要となる降灰の予報については、メソモデル

（MSM）や局地モデル（LFM）の予報結果を用いるといったように、予報しようとする現象や

対象とする区域に応じて、適切な気象データを用いることが重要です。 

   移流過程は、数値予報モデルの風速を直接的に用いてトレーサーの位置の時間発展を計算す

ることができますが、拡散過程は、一般に数値予報モデルの格子間隔より小さい規模（サブグリ

ッドスケール）の風速の揺らぎの効果が支配的であるため、パラメタリゼーションを用いて、ト

レーサーの位置の時間発展を計算することが基本となります。パラメタリゼーションにおいて

は、水平方向と鉛直方向で風速の揺らぎのスケールが異なるため、それぞれのスケールに応じた

渦拡散係数を設定して計算するなど、適切なスキームを用いることが重要です。 

（３） 降下過程 

火山灰粒子の移動においては、降下速度が水平方向の到達距離に大きく影響するため、重力落

下による降下過程を適切に計算に反映する必要があります。火山灰粒子が大気中に放出されて

から終端速度に達するまでの時間は十分に短く、始めから終端速度で落下すると仮定して計算

することができますが、火山灰粒子の落下速度は主に粒径によって大きく異なることから、トレ

ーサーの粒径に応じた適切な終端速度を設定することが重要です。 

（４） 沈着過程 

沈着過程には、火山灰粒子が降下過程を経て地表面に吸着される乾性沈着と、雲、雨、雪など

に取り込まれて強制的に大気中から除去される湿性沈着があります。さらに、湿性沈着は、浮遊

物質が雲内において雲粒の生成過程で凝結核となり大気中から除かれるレインアウトと、雲底

下で降水に衝突されて地表面へ運ばれるウォッシュアウトに分けられます。レインアウト及び
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ウォッシュアウトはいずれも一般的にはサブグリッドスケールの過程となるため、これらの過

程の効果を計算結果に反映するために、適切なパラメタリゼーションを用いることが基本とな

ります。乾性沈着についてもサブグリッドスケールの現象ですが、火山灰粒子の運動では重力落

下が支配的であることから、モデル地表面以下に達したトレーサーは地表面に沈着すると仮定

することが可能です。 

 

３．降灰量の計算手法 

降灰量は、２．（４）の手法により、モデル地表面に落下したトレーサーの数及びその粒径から計

算することが基本となります。ただし、トレーサーの総数は、一般的に実際の噴出物総量に比べて少

ないため、予め仮定した噴出物総量に基づき、各トレーサーに対して粒径分布に応じた仮想的な質量

を分配し与え、単位面積内のトレーサーの仮想質量を足し合わせる等の手法を用いることで、単位面

積あたりの降灰重量を計算する必要があります。さらに、火山灰の厚さを求める場合は、単位面積あ

たりの降灰重量を火山灰の密度で除するなどして、火山灰の厚さに変換する必要があります。 

降灰量については、一般的に局地性が大きく、特に火口近傍や地形が複雑な場所等においては空間

変化率が大きくなる可能性が高いことから、予想精度や予想の対象に応じた適切な表現で予報する

ことが重要です。一般向けに降灰量の予報を行う場合は、気象庁が降灰予報（速報）及び降灰予報（詳

細）の発表に用いる降灰量階級と同一の階級表現で発表する必要があります。 

（参考）降灰量階級表 

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/qvaf/qvaf_class.pdf  

 

４．小さな噴石の落下範囲の計算手法 

小さな噴石の落下範囲の計算は、１．～３．に示した降灰範囲の計算と同様の手法を用いて計算

することが基本となります。ただし、小さな噴石は、火山灰に比べて粒径が大きくみかけ密度や形状

のとりうる幅が大きいことから、２．（３）の終端速度を設定する場合、粒径だけではなく、小さな

噴石のみかけ密度や形状を考慮することが重要です。なお、気象庁においては、粒子の大きさが概ね

1cm を超える場合に窓ガラス破損等の被害が生じることから、単位面積内に落下した粒子の最大粒

径が 1cm 以上である領域を、小さな噴石の落下範囲として表現しています。 
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