
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 
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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。  



 



 

改訂履歴 

改訂年月日 改訂内容 

令和元年 １１月２０日 初版発行 
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一部改訂 

・火山現象の予報業務の許可等に関する審査基準の一部改正に係る
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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 

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 
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一部改訂 

・本人確認書類例の追加 
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Ⅰ.はじめに 
 

１．予報業務許可制度とは 

経済の発展や国民生活の向上に伴い、予報に対する国民や企業の要望は多種多様化してい

ます。これらの要望に応えるには、気象庁以外の者にも広く予報業務を開放し、民間の活力を

生かした様々な予報商品の開発を促すことが重要です。 

一方、予報は、国民生活や企業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

予報が広く社会に発表された場合、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や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。 

このうち、高潮について、気象庁では、高潮警報・注意報等を発表するとともに、各地の気

象台が自治体等と緊密に連携し、高潮も含めた台風等による災害への防災対応を支援してい

ますが、高潮予報そのものが防災との関連性が高いことや、高潮の予測技術の状況から、気象

庁以外の者が行う高潮の予報業務はこれまで当面許可をしないこととしてきました。 

一方、近年は、高潮についてのシミュレーション技術が向上してきているほか、平成 30年

台風第 21号の際には、防災機関や事業者が個々の地域や施設の状況に応じて防災対応をとる

ことの重要性が改めて認識されたところです。気象庁では、これらの高潮予測に係る技術や社

会の情勢を踏まえて、高潮の予報業務の許可について、審査基準を改正して審査を行うことと

しました。 

本資料では、この高潮の予報業務の許可又は変更認可等の申請手続き等について説明しま

す。 

 

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「定時的または非定時的に反復・継続して行われる行為」をいいます。 

よって、例えば、気温、天気や高潮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、その発表手段や営利か非営利かを問わず、予報業務許可の対象となります。 

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

許可を受けた事業者の予報を、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 

気象庁の行う高潮警報等の内容をそのまま利用者に伝達する場合。 
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【例】 

・Ａ社が、気象庁発表の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。 

・Ｂ放送局が、気象庁発表の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。 

 

３．高潮の予報業務を行うにあたって 

台風の進路のわずかな違いで潮位は大きく変化するため、台風に伴う高潮の予想は誤差が

大きくなりやすい特性があります。このため、高潮予報の利用にあたっては、このような予測

の不確実性を十分に考慮する必要があります。 

気象庁が発表する高潮警報等は、このような高潮の予想の特性を踏まえ、適切な分解能やリ

ードタイムを設定することで、一般の利用に適合する防災情報としての信頼性の確保に努め

ています。 

予報業務許可事業者による高潮予報は、高潮警報等と比べて、より長いリードタイムや、地

点毎といった詳細な分解能で提供されることが想定され、その予報は個別の利用者の目的に

応じたリスク管理の情報等として有効となり得ます。一方、そのような予報には台風の進路予

測に伴う不確実性がより大きく反映されることから、高潮予報と気象庁の高潮警報等が併存

することによる防災対応や防災行動の混乱を生じる恐れがあります。このような混乱が生じ

ないよう、予報業務を行うにあたっては、直近の予報では気象庁台風予報との整合性の観点を

踏まえること、また、事業者は高潮予報の利用者を特定し、利用上の留意事項等を予め説明す

ること等の措置が必要となります。 

これらを踏まえ、高潮の予報業務の許可を受けた者は、気象庁の高潮警報等の情報の確実・

迅速な伝達に努めるとともに、自らの提供する予報が混乱なく用いられ、避難や防災対応等の

妨げとなることがないように、対策をとることが求められます。 

 

４．許可取得後の注意事項 

予報業務の許可を受けた者（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うことになります。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 

高潮の許可を受けている事業者が新たに地震動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」を参照してください。 

 

（２）その他の変更があったとき 
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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」を参照してください。 

 

（３）許可を受けた業務の全部又は一部を休止したとき、予報業務を廃止したとき 

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」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「Ⅳ.予報業務の許

可申請」「Ⅵ.予報業務の変更事項の報告」及び「Ⅶ.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、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。 
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Ⅱ.審査基準 
 

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「高潮の予報業務の許可等

に関する審査基準」に基づき行います。審査基準の概略は以下のとおりです（全文は、「Ⅷ.予

報業務の許可等に係わる法令等 ３」をご覧ください）。 

この審査基準は、予報業務を行う事業所ごと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、気象予報士が現象の予想を行う場所のことをいいます。 

 

１．予報業務の目的 

行おうとする予報業務において、想定している提供先及び提供先での利用目的を具体的に

示してください。申請された目的に即して、申請事項が適切かどうかを審査します。 

 

２．予報業務の範囲及び条件 

予報を行おうとする現象は、「高潮」です。台風の接近によって発生する高潮の他、温帯

低気圧や熱帯低気圧の影響による高潮と、高潮に起因する浸水も含まれます。 

予報期間は、予報を行う時点から予報の主な対象となる時点までの期間で、高潮の予報

業務では、台風予報精度の現状を踏まえ、気象庁の台風予報の予報期間である 120時間先以

内の予報を基準とします。 

 

対象としようとする区域は、個別の地点又は明確に区分できる区域としてください。区

第１ 予報業務の目的 

行おうとする予報業務に即して、その目的が具体的に示されていること。 

（２）対象としようとする区域 

予報の対象としよう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。 

 

第２ 範囲及び条件 

１ 予報業務の範囲 

（１）予報の種類 

イ 予報を行おうとする現象 

高潮とする。 

ロ 予報期間 

予報を行う時点から気象庁の台風予報の予報期間である 120 時間先以内の予報とする。 
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域の表示は、行政区画等の区域や道路、鉄道、河川等の名称、緯度・経度、住所又は地図

上の表示によるなど、予報対象とする区域が容易に特定できるようにしてください。 

 

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．許可等の条件の解説」

を参照してください。 

 

 

３．観測、予報資料の収集とその入手の方法 

（１）観測、予報資料の収集 

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。 

特に、気象庁が提供する予報資料（下表の①、②及び③）を収集する必要がある他、予

報の期間、対象区域などに適切に対応したものを収集する必要があります。 

 

収集が必要な気象庁提供の予報資料 

審査基準 第３ １（１）関連 ①台風解析・予報資料 

審査基準 第３ １（２）関連 
②高潮モデル格子点値または高潮ガイダンス格子点値 

③潮位に関する全般解説資料 

 

また、現地観測値については、予報を行う対象区域ごとに、その区域内、または、その

区域周辺の潮位を、予報業務の目的に応じて適切に把握できるよう、少なくとも１か所以

上の地点の観測値（以下、「現地観測値」という。）を収集する必要があります（下表参照）。 

  

第３ 観測その他の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）予報を行おうとする現象及び対象区域に適切に対応した現地観測値その他の予報資料を

収集すること。 

（２）気象庁が提供する高潮に関する予報資料を収集すること。 

（３）現地観測値については、予報を行う対象区域ごとに、その区域内、または、その区域周

辺の潮位を、予報業務の目的に応じて適切に把握できるよう、少なくとも１か所以上の地点

の観測値を収集すること。 

２ 許可等の条件 

許可等に際し、公共の利益と社会の安寧（混乱防止）のために別記１に掲げる必要最小限の

条件を付すこととする。 
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収集が必要な現地観測値 

予測手法に区域内の観測値を用い

るなど予報業務の目的に照らして

区域内の観測値が必要とされる場

合 

区域内の観測値を少なくとも１地点 

上記以外の場合 入手可能な観測値（区域内又は区域周辺のいずれ

でも可）を少なくとも１地点 

 

気象庁以外の機関が作成元である観測、予測資料を用いても構いませんが、許可申請に

あたり予測資料については、当該資料が、観測の成果を基に自然科学的方法によって予想

されたものであることが分かる資料、観測資料については、自然科学的方法による現象の

観察及び測定であることがわかる資料の添付が必要です。「Ⅳ．予報業務の許可申請」を参

照してください。 

 

  

潮位観測施設（写真は検潮所）と潮位記録の例 

 

現地観測値を収集する場合に使用する観測施設は、付近の自然的、地理的条件等を勘案

して、予報を行おうとする対象区域の気象要素を代表する場所として適切な地点に設置さ

れている必要があります。 

なお、収集する現地観測値は、許可事業者以外の者が行うものでも構いませんが、その

場合は、当該現地観測値を確実に入手できるものである必要があります。 

２ 必要な観測施設 

（１）現地観測値を収集する場合に使用する観測施設は、付近の自然的、地理的条件等を勘案

して、予報を行おうとする対象区域の高潮を代表する場所として適切な地点に設置されて

いること。 

（２）観測に用いる測器については、十分な精度を有する適切なものであること。 

（３）現地観測値を収集するための現地観測は許可事業者以外の者が行うものでもよいが、そ

の場合は、契約等に基づき当該現地観測値を確実に入手できるものであること。 
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収集の施設が、行おうとする予報に必要な予報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。 

 

 

（２）入手の方法 

予報資料の収集は、適確に実施される必要があることから、資料の提供者との契約に基

づく必要があります。各種ホームページ等で一般に公開されている資料を、許可を受けよ

うとする事業者が勝手に入手するような手法は、適確に実施できる担保がとれていないた

め、現時点では認めていません。契約に基づき予報資料を入手していることを証明する書

類の写しを、以下に示す受信形態に応じて提出していただきます。 

なお、使用する通信回線の種類については、常時接続か否か、専用線、IP-VPN、インタ

ーネット等、特に制限はありません。また、PUSH/PULL形式のいずれでも構いません。 

（注）入手の方法に係る考え方が、「６．入手する警報・注意報の種類及び入手の方法」と

は異なるので注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受信形態 必要書類 

受信形態① 申請者と（一財）気象業務支援センターの受信契約書の写し 

受信形態② 申請者と仲介者Ａとの受信契約書等の写し 

 

（一財）気象業務支援センター 

申 請 者 

（一財）気象業務支援センター 

仲介者Ａ 

申 請 者 

受信形態① 受信形態② 

３ 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予報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）施設は許可事業者以外の者が保有するものでもよいが、その場合は、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。 
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４．予報資料の解析の施設 

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する電子計算機その他の

施設である必要があります。また、利用者の防災対応や防災行動に混乱を生じないように

するために、防災上大きく影響を与える直近の予報では気象庁の台風予報との整合性の観

点を踏まえる必要があることから、気象庁が提供する高潮に関する予報資料（高潮モデル

格子点値等）が有効な予報時間では、気象庁以外の機関が作成元である予測資料を用いる

場合であっても、予報を作成するにあたっては気象庁が提供する予報資料を併せて用いる

必要があります。 

なお、施設は許可事業者以外の者が保有するものでもよいですが、その場合は、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ものである必要があり

ます。 

 

 

５．予報資料の収集及び解析の要員の確保 

気象予報士を補助する要員、その他の予報資料の収集及び解析及び気象庁の警報事項を

迅速に受け取るために必要な要員を配置してください。 

 

 

６．入手する警報・注意報の種類及び入手の方法 

第４ 予報資料の解析の施設 

１ 解析の手法 

解析を行うに当たっては、予報期間、予報を行おうとする現象及び対象区域並びに入手する

観測その他の予報資料に適切に対応した科学的手法（力学的手法、統計的手法等）を用いるこ

と。解析に用いる予報資料には気象庁が提供する高潮に関する予報資料を必ず含めること。 

 

２ 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する電子計算機その他の

施設であること。 

（２）施設は許可事業者以外の者が保有するものでもよいが、その場合は、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 予報資料の収集及び解析の要員の確保 

気象予報士を補助する要員その他の予報資料の収集及び解析のために必要な要員を置いて

いること。 

第６ 警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員 

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機器その他の施設及び要員

を有すること。 
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（１）警報・注意報の種類 

気象業務法第１８条第１項第２号の規定により、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必要があります。 

 

（２）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、再送または代替手段に

より伝達する措置が講じられていること 

使用する通信回線の種類については、専用線、IP-VPN、インターネット等、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、現時点では認めていません。 

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、「３．観測、

予報資料の収集とその入手の方法」と同様に受信形態に応じて提出していただきます。 

（注）入手の方法に係る考え方が、「３．観測、予報資料の収集とその入手の方法」とは異

なるので注意が必要です。 

 

（３）不達時の対応 

通信エラー等により、警報事項が申請者に伝達されない場合（不達時）、「自動再送又は

ＦＡＸにより代替」、「自動再送又は電話により代替」等、あらかじめ迅速・適確に認知で

きる方法を情報提供元と調整し、その旨の契約を結んでおく必要があります。 
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７．気象予報士の設置 

気象業務法第１９条の２の規定により、許可事業者の事業所ごとに、１日当たりの現象

の予想を行う時間に応じて、下表に定めた最低人数以上の専任の気象予報士を置く必要が

あります。この人数は、気象業務法第１９条の３に規定された気象予報士に行わせなけれ

ばならない業務（当該予報業務の内の現象の予想）について、労働基準法に定められた１

日８時間（休憩時間を除く）、週４０時間を超えない最低限の人数として示したものです。

従って、この人数だけ揃えば、どんな多量の予報でも行えるというものではありません。

事業主の責任で労務管理等の観点から適切な人数を判断し、業務量に応じた気象予報士を

配置してください。気象予報士は、他社からの派遣職員でも構いませんが、許可申請にあ

たっては、派遣に関する契約書等の写しを添付する必要があります。また、予報業務計画

書に、予報業務を行う場所などが適切に記載されていれば、自宅や外出先などの事業所以

外の場所からリモートアクセス環境を通じて、気象予報士が予報業務を行うことが可能で

す。詳細は、「Ⅳ．予報業務の許可申請 ４．提出書類の記入例及び記入要領 （６）予報

業務計画書」を参照してください。 

 

なお、休業日を設けるか１日当たりの現象の予想時間を短縮し、気象予報士１人当たり

の現象の予想を行う時間を１週当たり４０時間（休憩時間を除く）以下とした場合は、下

表の人数から１名減じた人数で許可する場合があります。 

（注１）上記の場合も法定の休日等に関して関係法令の遵守が必要です。 

（注２）現象の予想は、気象予報士に行わせなければなりません。よって、すべての気象

予報士が欠勤した場合、その事業所は予報業務を行うことはできません。 

 

１日当たりの現象の予想を行う時間 人数 

８時間以下の時間 ２人 

８時間を超え１６時間以下の時間 ３人 

１６時間を超える時間 ４人 

 

  

第７ 気象予報士の設置の基準 

気象業務法施行規則（昭和２７年運輸省令第１０１号）第１１条の２第１項に規定するとこ

ろによる。ただし、同項ただし書の規定による場合には、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表右欄に定めるとおりとする。 

区分 人員 

一週間当たりの現象の予想を行う日数その他の事情を考慮して、当該事

業所において現象の予想が行われる間、一人以上の専任の気象予報士が

当該予想に従事できる場合 

気象業務法施行規則第１１条の２第１項の

表の下欄に掲げる人数から一人減じた人数

以上 
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Ⅲ．許可等の条件の解説 
 

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、「高潮の予報業務の許可等に関する審査基準」の別記１に示した、許可の際に付

す条件について解説します。 

 

高潮は主に台風の接近に伴って発生し、台風の進路のわずかな違いで潮位が大きく異な

るなど、高潮の予測は不確実性が大きくなりやすい特性があります。このため、高潮予報

の利用にあたっては、このような予測の不確実性を十分に考慮する必要があります。 

気象庁が発表する高潮警報等は、このような高潮の予想の特性を踏まえ、適切な分解能

やリードタイムを設定することで、一般の利用に適合する防災情報としての信頼性の確保

に努めています。 

予報業務許可事業者による高潮予報は、高潮警報等と比べて、より長いリードタイムや、

地点毎といった詳細な分解能で提供され、リスク管理等に活用されることが想定される反

面、そのような予報には台風の進路予測に伴う不確実性がより明示的に含まれることから、

高潮予報と気象庁の高潮警報等が併存することによる国民の防災対応や防災行動の混乱を

生じる恐れがあります。 

これらのことから、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（１３ページ）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。 

 

気象庁の高潮特別警報や高潮警報が発表された場合に、当該地域で提供される予報業務

許可事業者の高潮予報と当該警報の警報事項とはその内容が異なる場合が想定されます。

このような場合でも、利用者の防災対応や防災行動に必要となる当該警報の警報事項を利

用者が速やかに確認できるよう、高潮予報と併記するなどの配慮を行ってください。また、

別記１  許可等の条件（第２ ２ 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。 

（高潮警報等との併記） 

（１）気象庁が、高潮特別警報又は高潮警報を発表している地域では、利用者が、許可を受け

た者（以下「事業者」という。）の予報と当該警報等の警報事項を同時に確認できるよう配

慮すること。また、気象庁が、高潮注意報を発表している地域では、利用者が、事業者の予

報と当該注意報の注意報事項を同時に確認できるよう配慮に努めること。 
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高潮注意報においてもそのような配慮に努めてください。 

 

予報業務許可事業者の高潮の予報を、予報の利用上の留意事項を知らない者が受けた場

合、受けた予報が誤った認識のもと利用されることにより、混乱を生じ、最悪の場合は避

難の遅れなどにつながる可能性があります。 

そのようなことが起きないよう、予報業務許可事業者は利用者を特定して、その利用者

に対して予報の責任の所在、高潮警報等との関係、予報の利用上の留意事項を説明した上

で予報サービスを提供する必要があります。個人に対して予報を提供する契約をするとき

には利用者はその契約者に特定されますので、契約者に対して必要な説明を予報業務許可

事業者自らが行う必要があります。一方で、法人等に対して予報を提供する契約をすると

きには、その法人内で予報を利用する可能性のある者を特定（例えば、社員全員、管理職

全員、総務課全員等）した上で、その特定された者が説明を受けた上で予報を使用するよ

うな措置を講じる必要があります。具体的には、予報業務許可事業者が自ら対象法人内で

説明会などを開いて説明する方法や、予報業務許可事業者が対象法人の担当者に説明を行

った上で、対象法人の担当者以外については説明を受けた対象法人の担当者による説明会

を開催する方法などが考えられます。 

また、高潮は頻度の高い現象ではないため、最初に受けた説明を利用者が忘れてしまう

ことも想定されることから、実際に予報を提供する際には、あらためて説明内容が想起さ

れるよう予報内容に簡易の説明文を付加するなどの措置を講ずることが必要です。 

 

 以下、説明事項に関する補足説明です。 

 

（責任の所在） 

提供される高潮の予報が、気象庁の高潮警報等ではなく、予報業務許可事業者独自の予

報であることを説明してください。 

 

（利用者の特定及び利用者に対する説明等） 

（２）事業者は、契約等に基づき予報の利用者を特定し、あらかじめ次のことについて、利用

者のすべてに対して説明(*)をするか、若しくは、利用者の一部の者に説明するとともにそ

れ以外の利用者が説明を受けるよう必要な措置を講ずること。さらに、予報の提供時にもそ

の説明内容が想起されるよう予報内容に簡易の説明文を付加するなどの措置を講ずるこ

と。 

・ 気象庁が行う高潮警報等ではなく事業者が行う高潮の予報であること（責任の所在）。 

・ 気象庁と異なる数値の予想が出ることがあっても、気象庁の高潮警報等が併記されるこ

と（高潮警報等との関係）。 

・ 事業者の予報の精度、対象区域、予報の更新の条件等の利用に当たっての留意事項（利用

上の留意事項）。 

(*)説明事項を記した書面の配布や、画面に表示した説明を読まずとも承諾が可能などの簡易

な方法によるものは、説明事項が正しく認識されないおそれがあるため、説明が行われたも

のとはみなされない。 
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（高潮警報等との関係） 

高潮警報等は、高潮から国民の命を守ることを目的として気象庁が発表している情報で

あることを説明してください。また、予報業務許可事業者が発表する高潮予報の数値が気

象庁の高潮警報等と異なる場合があっても、その数値の違いは、予報の目的、予報対象範

囲、予想の方法、予報の表現方法の違い等によって生じる違いであることを説明してくだ

さい。 

 

（利用上の留意事項） 

予報業務許可事業者の高潮の予報を適切に利用する上では、その予報の精度、対象区域

等の留意事項を理解していることが重要ですので、これらの事項について利用者に説明す

る必要があります。 

 

予報業務許可事業者の高潮予報と、気象庁の高潮警報等が混同されないよう、予報業務

許可事業者の予報の名称に、「高潮警報」等のまぎらわしい名称を使用することは認められ

ません。 

 

予報業務許可事業者の高潮予報と気象庁の高潮警報等が混同されないよう、「高潮」等の

防災事項に関連する用語を用いる場合は、気象庁の高潮警報等と矛盾しないように留意す

ることが必要です。例えば、事業者の予報区域に対して気象庁が高潮警報を発表している

にもかかわらず、本来は注意報発表時に用いる「高潮に注意してください」との注釈を記

載するような、情報の内容に誤解を生じ、ひいては利用者の避難等の行動を妨げるような

表現をしないよう留意してください。 

 

（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。 

 

○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。 

 

（予報に使用する名称と用語） 

（３）事業者が行う高潮の予報に名称を付するときは、当該名称中において、気象庁が行う特

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。 

（４）「高潮」等の防災事項に関連する用語を用いる場合は、気象庁の高潮特別警報、高潮警

報、高潮注意報と矛盾しないように留意すること。 
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(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。申請が到達してから、許可（不許可）

の通知までに要する期間は、高潮の予報業務の場合、標準で２か月です。 

なお、すでに気象･波浪、地震動、火山現象及び津波のいずれかの予報業務の許可を受けて

いる者が高潮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申請の手

続きとなります（「Ⅴ．予報業務の変更認可申請」を参照）。 

 

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 

許可、不許可決定 

（長 官 決 裁） 

審    査 

事前の確認・相談 

*申請書が到達した後、申請者から申請を取下げたい旨あらためて電話等の連絡があれば、登録免許税

領収証書を含めて申請書を返戻します。 

通    知 

申請書の到達 

（標準処理期間） 

 高潮：２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 １ 必須 １９ 

予報業務計画書 １ 必須 ２１ 

気象予報士名簿 １ 必須 ２５ 

要員の配置の状況及び勤務の交替の

概要 
１ 必須 ２６ 

観測施設の概要 １ 
気象庁以外の者が行う観測を収集

する場合 
２３ 

予報資料の収集解析及び警報事項の

受信施設の概要 
１ 必須 ２７ 

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（写しの場合は原本証明を付

すこと） 

１８ 

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） 
１８ 

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 
１８ 

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 
１８ 

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 
１８ 

宣誓書 １ 必須 １８ 

 

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） 
１７ 

予報資料を配信する事業者との契約書

等の写し 
１ 必須 ７ 

警報を配信する事業者との契約書等の

写し 
１ 必須 ９ 

予報資料の予測手法に関する資料 １ 
気象庁以外が作成元の予報資料を

収集して予報業務を行う場合 

５、 

２３ 

気象予報士の派遣契約書の写し １ 
専任気象予報士が、他社からの派遣

である場合 
２５ 

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 
２７ 
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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。 

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

税の詳細については、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を提出して下さい。予報業務を許可した後は、提出された領収証書

を返却することはできません。万一、申請が却下された場合は、領収証書を返却します。 

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。 

 

○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、新

たに許可申請をするとき 

予報業務を継承する場合の予報業務許可に係る登録免許税は、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。 
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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。なお、役員の名簿は任意の書式で構

いません。 

 

（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） 

以下の書式にしたがって作成してください。 

 

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用意してください。 

（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   書 

 

 

 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 

記入例 

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（高潮）  

気象庁長官 

○ ○ ○ ○ 殿 

                   △△△△株式会社 

                   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．名称及び代表者氏名、住所 

              

  名   称  △△△△株式会社 

  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．予報業務の目的及び範囲 

  （高潮） 

目的 

範囲 

予報の種類 
対象とする区域 

現象 予報期間 

○○港の港湾施設管理者への 

施設管理のための高潮予報の提

供 

高潮 
72時間先

以内 
○○港 

 

 

３．予報業務の開始の予定日 

  令和○○年○○月○○日 

記入例 

押印不要 
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＜記入要領＞ 

 

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 

・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：法人の場合は登記している本社住所を記入。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 

行おうとする予報業務に即して、想定している提供先及び提供先での予報の利用目的

を具体的に示してください。 

 

   例）○○港の施設管理者への施設管理のための高潮予報の提供 

 

（２）範 囲 

① 予報の種類 

ア 予報を行おうとする現象 

「高潮」と記入してください。 

イ 予報期間 

予報を行う時点から予報の主な対象となる時点までの期間を、時間を単位として記

入してください。 

 

② 予報の対象とする区域  

予報対象が地点の場合は緯度・経度又は住所などで示してください。予報対象が広がり

をもった区域である場合は、明確に区分できる区域として、行政区画等により表現する

ほか、別紙の地図などで対象区域を明示するなどしてください。 

  例）○○港の沿岸 

  例）○○市～○○町の沿岸 

  例）○○川～○○川の海岸 

  例）○○県○○市（町、村）の海岸 

 

３．予報業務の開始の予定日 

許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。 
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（６）予報業務計画書 

 

予報業務計画書（高潮）  

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、発表日時及び現象の予想の方法 

目的 

予報事項 

発表日時 予想の方法 
予想する現象 

予報の対象とする区域 

対象区域 最小単位 

○○港の港湾施設

管理者への施設管

理のための高潮予

報の提供 

高潮（高潮による浸

水深を含む） 
○○港の沿岸 

別紙２に示

す区域毎に

発表 

6時、12時、

18時、21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（予報の対象とする区域に対応したもの全てを収集） 

収集する予報資料        入  手  の  方  法 

資 料 内 容 入 手 先 通信回線 

高潮モデル GPV 

台風解析・予報情報電文 

潮位実況報（現地観測値） 

全球数値予報モデル GPV（全球域・日本域） 

(一財)気象業務支援センター Ａ社 ＩＰ－ＶＰＮ 

○○港の潮位データ（現地観測値） ○○県 インターネット 

独自高潮数値予報モデル △△△△株式会社 社内ＬＡＮ 

 

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 通信回線 通信方式と不達時の対応 

（一財）気象業務支援センター Ａ社 IP-VPN 
通信方式：ファイル転送(put)方式 

不達時の対応：自動再送又は FAXにより代替 

  

 

記入例 
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＜記入要領＞ 

現象の予想を実際に担当する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。 

・支社に現象の予想を行わせる場合、支社が事業所となります。 

・他社（□□社）の機器や気象資料を借用して□□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。 

・上記の事業所の所在地以外にある事業所にてリモートアクセス環境により予報業務を行

う場合は、当該所在地を「その他の実施場所の所在地」として所在地を記入してくださ

い。なお、場所を特定せずに予報業務を行う場合は、当該所在地は「不定の場所」と記

入してください。 

 例 

 

 

 

 

 

２．予報事項、発表の時刻及び現象の予想の方法 

（１）目的 

申請書で記載した「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。 

（２）予報事項 

① 予想する現象 

高潮の予報で予想する現象を例に沿って記入してください。 

例）高潮 

例）高潮（高潮による浸水域を含む） 

例）高潮（高潮による浸水深を含む） 

② 予報の対象とする区域 

当該事業所で行う予報の対象区域と、その対象区域をどのように細分するか（予報

区域の最小単位：分解能）を記入してください（別紙を用いて地図上で表示しても構

いません）。 

    例）○○県の沿岸（海岸を１km毎に細分して発表） 

    例）対象区域と予報地点は別紙○の図○のとおり 

（３）発表日時 

以下の例に従い、予報を提供する概ねの日時をすべて記入してください。 

 例）５時～２２時の随時 

 例）１２時、１８時 

 例）随時 

 

 

事業所名 △△△△株式会社 大阪支社 

所在地 大阪府◇◇１－２－３ 

その他の実施場所

の所在地 

大阪府○○４－５－６（▽▽株式会社（借用）） 

京都府◎◎７－８－９（気象 花子（自宅）） 

不定の場所 
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（３）予想の方法 

以下の例に従い、予想に用いる手法を記入してください。 

 

記入例 解 説 

「力学的手法」 微分型の熱流体力学方程式を積分して解く手法 

「統計的手法」 
数値予報の結果等を入力値として過去の統計資料か

ら得た予測式を用いる手法 

※予想の手法は、予測技術の進歩に応じて適宜見直します。 

 

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、具体的に記入してください。記入に

あたっては、当該予報業務を行うのに必要不可欠な資料のみを記入してください。なお、

気象庁が提供する 

・台風解析・予報情報 

・高潮モデル格子点値または高潮ガイダンス格子点値 

・潮位に関する全般解説資料 

については、収集が必要です（「Ⅱ．審査基準 ３．観測、予報資料の収集とその入手

の方法」を参照）。 

領域区分単位で資料を入手する場合は、入手している領域がわかるように注釈を記載

してください。 

気象庁以外の機関が作成元である予測資料を用いても構いませんが、当該予測資料が、

観測の成果を基に自然科学的方法によって予想されたことが分かる説明及び予報を行

う現象、予報の期間、対象区域に適切に対応していることが分かる説明（諸元等）を記

載した資料を添付してください。 

（補足）予報業務計画書には、当該予報業務を適確に遂行するに足りる必須の資料のみ

を記載してください。参考として入手する資料（必ずしも、無くとも業務可能な資料）

は記載する必要ありません。 

（２）収集する観測資料 

気象庁以外の者が行う潮位観測を収集する場合は、以下の事項を記載した書類を添付

してください。 

① 観測施設の概要 

・観測施設の所在地 

・観測施設の明細（機器の構成など） 

・観測の種目及び時刻 

② 自然科学的方法による現象の観察又は測定を行っていることが分かる資料 

フロート式、電波式等の一般的な測定方法の場合は、②の資料に代えてその旨を①に

記載してください。 

 

（３）入手の方法 
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① 入手先 

（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。 

② 通信回線 

使用する通信回線名を記入してください（専用線、IP-VPN、インターネット等） 

③ 配信する事業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 

（１）入手の方法 

① 入手先 

（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。 

② 通信回線及び通信方式、通信障害時の代替手段 

ア 通信回線 

使用する通信回線を記入してください（専用線、IP-VPN、インターネット等）。 

イ 通信方式 

使用する通信方式を記入してください（ファイル転送（put)、気象庁ソケット通

信等）。 

ウ 不達時の対応 

通信エラー等により、警報事項が申請者に伝達されない場合（不達時）の対応に

ついて記入してください（「自動再送又はＦＡＸにより代替」、「自動再送又は電話に

より代替」等）。 

③ 配信する事業者との契約書等の写しを提出してください。 
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（７）気象予報士名簿 

 

＜記入要領＞ 

 事業所ごとに上記の例を参考に気象予報士名簿を作成してください。 

 気象予報士は、他社からの派遣職員でも構いませんが、この場合は該当する氏名の右に「（派

遣）」と記入し、派遣に関する契約書等の写しを添付してください。 

 

 

 

気 象 予 報 士 名 簿 

 

事 業 所 名 △△△△株式会社 

専  任  気  象  予  報  士 

氏  名 登録番号 氏  名 登録番号 

気象 太郎 第２２２２２号 気象 花代（派遣） 第６６６６６号 

気象 次郎 第３３３３３号   

気象 花子 第４４４４４号   

気象 三郎 第５５５５５号   

 

記入例 
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（８）要員の配置の状況及び勤務の交替の概要 

 

＜記入要領＞ 

・事業所ごとに作成してください。 

・各気象予報士が何時から何時まで現象の予想作業を行うのか、矢印で表現してください。 

・上表の予報発表時間は、予報業務計画書に記載された予報発表時刻と整合が取れていることが

必要です。 

 

 

Ｃ

Ｂ 
Ａ 

Ｂ 

Ｄ

Ａ Ａ

Ｂ 
Ｃ

Ａ Ｄ

Ｂ 

Ｃ

Ｅ 

Ｅ 

Ｅ 

Ｂ

Ｅ 

 

要員の配置の状況及び勤務の交替の概要（高潮） 

事業所名：△△△△株式会社 

      00  03   06   09   12  15   18   21   24 

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

 

 月 

 

 

 

 

 火 

 

 

 

 

 水 

 

 

 

 

 木 

 

 

 

 

 金 

 

 

 

 

 土 

 

 

 

 

 日 

 

 

 

 

○は、予報発表時刻をさす。←随時発表の場合は○印は不要 

Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ,Ｅは、専任気象予報士をさす。 

 

Ａ 
Ｂ 

Ｅ 

Ｄ

Ａ Ａ

Ｂ 
Ｃ

Ａ Ｄ

Ｂ 
Ｂ

Ａ 

Ｅ 

Ｅ 

記入例 
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（９）予報資料の収集解析及び警報事項の受信施設 

 

＜記入要領＞ 

 「情報の作成者から事業所までの伝達ルートと通信回線」及び「事業所内の機器構成」を記入

してください。 

 観測資料、予報資料、警報事項の入手先はすべて記入してください。 

 予報業務に使用するコンピュータは全て記入し、各機器の用途を「受信装置」「解析装置」な

どのように記入してください。 

 他社の施設を借用して業務を行う場合は、当該施設保有者との施設利用に係わる契約書など、

確実に施設を使用できることを証する書類を添付してください。 

予報資料の収集解析及び警報事項の受信施設（高潮） 記入例 

事業所名：△△△△ 

 
受信装置③ 

 
□□データセンター （株）○○○○ 

(一財)気象業務支援センター ▲▲▲市 

警報・注意報 

不達時 

Hutatuji ） 

予報資料 

警報・注意報 

（予報資料） （現地観測値） 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 専用線 

FAX 

 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

その他の実施場所 

 

受信装置① 

 

受信装置② 

社 内 Ｌ Ａ Ｎ 

 

独自数値予報
モデル 

 
解析装置① 

解析装置② 

（▽▽株式会社借

用） 

解析装置③ 

（気象 花子

（自宅）） 

 

解析装置④ 

（不定の場

所） 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

（警報・注意報） 

専用線 
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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、地震動、火山現象及び津波のいずれかの予報業務の

許可を受けている者が高潮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

続きとなります。 

申請から認可に至るまでの過程は以下のとおりです。申請が到達してから、認可（不認可）

の通知までに要する日数は、高潮の予報業務の場合、標準で２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） 

 高潮：２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 

（長 官 決 裁） 

事前の確認・相談 

*申請書が到達した後、申請者から申請を取下げたい旨あらためて電話等の連絡があれば、登録免許税

領収証書を含めて申請書を返戻します。 
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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 １ 必須 
３０、

３３ 

予報業務計画書 １ 必須 ３５ 

気象予報士名簿 １ 変更がある場合 ２５ 

要員の配置の状況及び勤務の交替の概

要 
１ 変更がある場合 ２６ 

観測施設の概要 １ 変更がある場合 ２３ 

予報資料の収集解析及び警報事項の受

信施設の概要 
１ 変更がある場合 ２７ 

 

添付書類名 部数 備  考 参照頁 

登録免許税の領収証書 １ 

高潮を新たに追加する場合の

み（非課税対象者の場合は、そ

れを証明する資料） 

３０ 

予報資料を配信する事業者との契約書等

の写し 
１ 必須 ７ 

警報を配信する事業者との契約書等の写

し 
１ 必須 ９ 

予報資料の予測手法に関する資料 １ 変更がある場合 
５、 

２３ 

気象予報士の派遣契約書の写し １ 変更がある場合 ２５ 

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 ２７ 
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３．登録免許税の納付 

すでに地震動、火山現象及び津波のいずれかの予報業務の許可を受けている者が高潮の予

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。一方、すでに気象・波浪の予報業務の許可を受けている者が、高潮の予報業

務の許可を受けようとする場合の変更認可では、登録免許税を納付する必要はありません。ま

た、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、高潮の

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の場

合は、登録免許税は必要ありません。） 

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

税の詳細については、最寄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、審

査終了後も返却することはできません。 

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等

を添付してください。 

 

○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、併

せて変更認可申請をするとき 

予報業務を承継する場合の変更認可に係る登録免許税は、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。登録免許税の領収

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）高潮以外の予報業務許可を取得している事業者が高潮の許可を取得する場合 

「予報業務変更認可申請書」を提出してください。なお、申請書には以下のうち、必要な

書類を添付してください。 

 

≪必須≫ 

○予報業務計画書 

 予報業務を行う事業所ごとに１部ずつ必要です。 

 

≪変更がある場合≫ 

○気象予報士名簿 

予報業務を行う事業所ごとに１部ずつ必要です。 

 

○要員の配置の状況及び勤務の交替の概要 

 予報業務を行う事業所ごとに１部ずつ必要です。 
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○観測施設の概要 

 気象庁以外の者が行う潮位観測を収集する場合に必要です。 

 

○予報資料の収集・解析及び警報事項の受信の施設 

 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 

※これは、記入例ですので、申請書等及び添付書類を作成する際には、ご自分の業

務計画等に基づいて作成してください。 

 

＜予報業務変更認可申請書 記入要領＞ 

  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 

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。 

 

＜予報業務変更認可申請書 記入例＞ 

 

令和○○年○○月○○日 

予報業務変更認可申請書（気象等・高潮）  

                          

気象庁長官 

○ ○ ○ ○ 殿 

                   △△△△株式会社 

                   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条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

記入例 

押印不要 



 

 

 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．名称及び代表者氏名、住所 

 

  名   称  △△△△株式会社 

  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」 

（気象等） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報要素 予報期間 

一般向け 

予  報 
気  象 

短期予報 
全国 

中期予報 

特定向け 

予  報 
気  象 

短期予報 
全国 

中期予報 

（高潮） 

目的 

範囲 

予報の種類 
対象とする区域 

現象 予報期間 

○○港の港湾施設管理者への 

施設管理のための高潮予報の提

供 

高潮 
72時間先

以内 
○○港 

 

「旧」 

（気象等） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報要素 予報期間 

一般向け 

予  報 
気  象 

短期予報 
全国 

中期予報 

特定向け 

予  報 
気  象 

短期予報 
全国 

中期予報 

 

３．変更の予定日 

  令和○○年○○月○○日 

 

４．変更を必要とする理由 

 気象等の予報業務に加え、新たに高潮の予報業務を開始するため。 
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（２）高潮の許可を取得している事業者が高潮の目的・範囲を変更する場合 

＜予報業務変更認可申請書 記入例＞ 

  

 

令和○○年○○月○○日 

予報業務変更認可申請書（高潮）  

                          

気象庁長官 

○ ○ ○ ○ 殿 

                   △△△△株式会社 

                   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条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

１．名称及び代表者氏名、住所 

              

  名   称  △△△△株式会社 

  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」 

（高潮） 

目的 

範囲 

予報の種類 
対象とする区域 

現象 予報期間 

○○港及び△△港の港湾施設管

理者への施設管理のための高潮

予報の提供 

高潮 
96時間先

以内 
○○港及び△△港 

 

「旧」 

（高潮） 

目的 

範囲 

予報の種類 
対象とする区域 

現象 予報期間 

○○港、××港及び□□港の港

湾施設管理者への施設管理のた

めの高潮予報の提供 

高潮 
72時間先

以内 

○○港、××港及び□

□港 

 

 

記入例 

押印不要 



 

 

 
34 

 

＜記入要領＞ 

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 

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。 

  

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、高潮の予報対象区域を見直すと共に、予報期間を延長するため。 
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予報業務計画書（高潮）  

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、発表日時及び現象の予想の方法 

目的 

予報事項 

発表日時 予想の方法 
予想する現象 

予報の対象とする区域 

対象区域 最小単位 

○○港及び△△港

の港湾施設管理者

への施設管理のた

めの高潮予報の提

供 

高潮（高潮による浸

水深、浸水域を含

む） 

○○港及び△

△港の沿岸 

別紙２に示す

区域毎に発表 

6時、12時、

18時、21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（予報の対象とする区域に対応したもの全てを収集） 

収集する予報資料        入  手  の  方  法 

資 料 内 容 入 手 先 通信回線 

高潮モデル GPV 

台風解析・予報情報電文 

潮位実況報（現地観測値） 

全球数値予報モデル GPV（全球域・日本域） 

(一財)気象業務支援センター Ａ社 ＩＰ－ＶＰＮ 

○○港及び△△港の潮位データ（現地観測値） ○○県 インターネット 

独自高潮数値予報モデル △△△△株式会社 社内ＬＡＮ 

 

４．気象庁の高潮の警報事項を受ける方法 

入手の方法 

警報事項の入手先 通信回線 通信方式と不達時の対応 

（一財）気象業務支援センター Ａ社 IP-VPN 
通信方式：ファイル転送(put)方式 

不達時の対応：自動再送又は FAXにより代替 

  

 

「新」 
記入例 

＜予報業務計画書（高潮） 記入例＞ 
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予報業務計画書（高潮）  

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、発表日時及び現象の予想の方法 

目的 

予報事項 

発表日時 予想の方法 
予想する現象 

予報の対象とする区域 

対象区域 最小単位 

○○港、××港及び

□□港の港湾施設

管理者への施設管

理のための高潮予

報の提供 

高潮（高潮による浸

水深を含む） 

○○港、××

港及び□□

港の沿岸 

別紙２に示す

区域毎に発表 

6時、12時、

18時、21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（予報の対象とする区域に対応したもの全てを収集） 

収集する予報資料        入  手  の  方  法 

資 料 内 容 入 手 先 通信回線 

高潮モデル GPV 

台風解析・予報情報電文 

潮位実況報（現地観測値） 

全球数値予報モデル GPV（全球域・日本域） 

(一財)気象業務支援センター Ａ社 ＩＰ－ＶＰＮ 

○○港、××港及び□□港の潮位データ（現地観

測値） 
○○県 インターネット 

独自高潮数値予報モデル △△△△株式会社 社内ＬＡＮ 

 

４．気象庁の高潮の警報事項を受ける方法 

入手の方法 

警報事項の入手先 通信回線 通信方式と不達時の対応 

（一財）気象業務支援センター Ａ社 IP-VPN 
通信方式：ファイル転送(put)方式 

不達時の対応：自動再送又は FAXにより代替 

  

 

「旧」 
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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。 

１～３の複数に該当する場合は、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 ３８ 

２．定款（寄附行為）又は役員に変更があった場合 ３９ 

３．以下の書類の記載事項に変更があった場合 ４０ 

（１）予報業務計画書  

（２）気象予報士名簿  

（３）要員の配置の状況及び勤務の交替の概要  

（４）観測施設の概要  

（５）予報資料の収集解析及び警報事項の受信施設の概要  

 

 

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 

（気象業務法施行規則第 50条第１項第４号に該当する場合） 

 

＜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（高潮）  

 

気象庁長官 

     ○ ○ ○ ○ 殿 

△△△△株式会社 

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．名称及び代表者氏名、住所 

名   称  △△△△株式会社  

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 

（気象業務法施行規則第 50条第１項第５号に該当する場合） 

 

＜記入要領＞  

・ 定款（寄附行為）の変更の場合は、定款（寄付行為）（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（高潮）  

 

気象庁長官 

     ○ ○ ○ ○ 殿 

△△△△株式会社 

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．名称及び代表者氏名、住所 

名   称  △△△△株式会社  

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 

「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 

（気象業務法施行規則第 50条第１項第６号に該当する場合） 

 

 

  ＜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（高潮）  

 

気象庁長官 

     ○ ○ ○ ○ 殿 

△△△△株式会社 

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．名称及び代表者氏名、住所 

名   称  △△△△株式会社  

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）気象予報士名簿 

（３）要員の配置の状況及び勤務の交替の概要 

（４）観測施設の概要 

（５）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 参照頁 

予報業務計画書 １ ２１ 

気象予報士名簿 １ ２５ 

要員の配置の状況及び勤務の交替の概要 １ ２６ 

観測施設の概要 １ ２３ 

予報資料の収集解析及び警報事項の受信施設

の概要 
１ ２７ 

 

・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 参照頁 

予報資料の予測手法に関する資料 １ 
５、 

２３ 

予報資料を配信する事業者との契約書等の写し １ ７ 

警報を配信する事業者との契約書等の写し １ ９ 

気象予報士の派遣契約書の写し １ ２５ 

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 ２７ 

 

・下表に示した最低人数の気象予報士で予報業務を行っている事業所が、さらに気象予報士

を減じようとする場合は、予想時間の短縮や休業日の設定などの措置が必要となりますの

で事前にご相談ください（必要数の気象予報士を配置していない場合、業務改善命令の対象

となることがあります）。 

 

 

 

 

 

 

  

１日当たりの現象の予想を行う時間 人数 

８時間以下の時間 ２人 

８時間を超え１６時間以下の時間 ３人 

１６時間を超える時間 ４人 
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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）。 

 

● 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 



 

 

 
43 

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 

 

・許可日、許可番号（許認可日、許認可番号） 

廃止する予報業務に関する最新の許認可日、許認可番号を記入して下さい。 

・廃止した予報業務の範囲 

「許可を受けた予報業務の全部」等、廃止した予報業務の範囲を記入してください。 

・廃止を必要とした理由 

「気象予報士の確保が困難になったため」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（高潮） 

 

気象庁長官 

    ○ ○ ○ ○  殿 

                                              

△△△△株式会社 

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．名称及び代表者氏名、住所 

名   称  △△△△株式会社  

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 

 

  

 

令和○○年○○月○○日 

 

予報業務休止届出書（高潮） 

 

気象庁長官 

    ○ ○ ○ ○  殿 

△△△△株式会社 

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．名称及び代表者氏名、住所 

名   称  △△△△株式会社  

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 

   

  （高潮） 

目的 

範囲 

予報の種類 
対象とする区域 

現象 予報期間 

○○港の港湾施設管理者への 

施設管理のための高潮予報の提

供 

高潮 
72時間先

以内 
○○港 

 

３. 休止の期間 

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 

気象予報士及び予報提供に必要な要員が長期出張で不在となったため。 

記入例 

押印不要 
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・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 

 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） 
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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。 
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第四章 （略） 

第五章 （略） 

 

 

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 
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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。 

 

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 
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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 

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。 
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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。 

 

（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） 
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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。） 

 

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。 

一～三 （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 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。 
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別紙１・２ （略） 

別紙３ 

高潮の予報業務の許可等に関する審査基準 

 

第１ 予報業務の目的 

行おうとする予報業務に即して、その目的が具体的に示されていること。 

 

第２ 範囲及び条件 

１ 予報業務の範囲 

（１）予報の種類 

イ 予報を行おうとする現象 

高潮とする。 

ロ 予報期間 

予報を行う時点から気象庁の台風予報の予報期間である 120時間先以内の予報とする。 

（２）対象としようとする区域 

予報の対象としよう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。 

 

２ 許可等の条件 

許可等に際し、公共の利益と社会の安寧（混乱防止）のために別記１に掲げる必要最小限の条件

を付すこととする。 

 

第３ 観測その他の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）予報を行おうとする現象及び対象区域に適切に対応した現地観測値その他の予報資料を収

集すること。 

（２）気象庁が提供する高潮に関する予報資料を収集すること。 

（３）現地観測値については、予報を行う対象区域ごとに、その区域内、または、その区域周辺の

潮位を、予報業務の目的に応じて適切に把握できるよう、少なくとも１か所以上の地点の観測値

を収集すること。 

 

２ 必要な観測施設 

（１）現地観測値を収集する場合に使用する観測施設は、付近の自然的、地理的条件等を勘案し

て、予報を行おうとする対象区域の高潮を代表する場所として適切な地点に設置されているこ

と。 

（２）観測に用いる測器については、十分な精度を有する適切なものであること。 

（３）現地観測値を収集するための現地観測は許可事業者以外の者が行うものでもよいが、その場

合は、契約等に基づき当該現地観測値を確実に入手できるものであること。 

 

３ 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予報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）施設は許可事業者以外の者が保有するものでもよいが、その場合は、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４ 予報資料の解析の施設 

１ 解析の手法 

解析を行うに当たっては、予報期間、予報を行おうとする現象及び対象区域並びに入手する観測

その他の予報資料に適切に対応した科学的手法（力学的手法、統計的手法等）を用いること。解析

に用いる予報資料には気象庁が提供する高潮に関する予報資料を必ず含めること。 

 

２ 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する電子計算機その他の施設

であること。 

（２）施設は許可事業者以外の者が保有するものでもよいが、その場合は、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 予報資料の収集及び解析の要員の確保 

気象予報士を補助する要員その他の予報資料の収集及び解析のために必要な要員を置いている

こと。 

 

第６ 警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員 

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機器その他の施設及び要員を有

すること。 

 

第７ 気象予報士の設置の基準 

気象業務法施行規則（昭和２７年運輸省令第１０１号）第１１条の２第１項に規定するところに

よる。ただし、同項ただし書の規定による場合には、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ

同表右欄に定めるとおりとする。 

区分 人員 

一週間当たりの現象の予想を行う日数その他の事情を考慮して、当該事

業所において現象の予想が行われる間、一人以上の専任の気象予報士が

当該予想に従事できる場合 

気象業務法施行規則第１１条の２第１項の

表の下欄に掲げる人数から一人減じた人数

以上 

 

 

別記１  許可等の条件（第２ ２ 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。 

（高潮警報等との併記） 

（１）気象庁が、高潮特別警報又は高潮警報を発表している地域では、利用者が、許可を受けた者

（以下「事業者」という。）の予報と当該警報等の警報事項を同時に確認できるよう配慮するこ
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と。また、気象庁が、高潮注意報を発表している地域では、利用者が、事業者の予報と当該注

意報の注意報事項を同時に確認できるよう配慮に努めること。 

（利用者の特定及び利用者に対する説明等） 

（２）事業者は、契約等に基づき予報の利用者を特定し、あらかじめ次のことについて、利用者の

すべてに対して説明(*)をするか、若しくは、利用者の一部の者に説明するとともにそれ以外の

利用者が説明を受けるよう必要な措置を講ずること。さらに、予報の提供時にもその説明内容

が想起されるよう予報内容に簡易の説明文を付加するなどの措置を講ずること。 

・ 気象庁が行う高潮警報等ではなく事業者が行う高潮の予報であること（責任の所在）。 

・ 気象庁と異なる数値の予想が出ることがあっても、気象庁の高潮警報等が併記されること（高

潮警報等との関係）。 

・ 事業者の予報の精度、対象区域、予報の更新の条件等の利用に当たっての留意事項（利用上

の留意事項）。 

(*)説明事項を記した書面の配布や、画面に表示した説明を読まずとも承諾が可能などの簡易な方

法によるものは、説明事項が正しく認識されないおそれがあるため、説明が行われたものとは

みなされない。 

（予報に使用する名称と用語） 

（３）事業者が行う高潮の予報に名称を付するときは、当該名称中において、気象庁が行う特別警

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。 

（４）「高潮」等の防災事項に関連する用語を用いる場合は、気象庁の高潮特別警報、高潮警

報、高潮注意報と矛盾しないように留意すること。 

 

 

別紙４ （略） 
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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
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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 

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） 

 

 


