




様式２：法人用誓約書

【文書（原本）の郵送先】 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-10-1 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

地熱技術部 地熱資源ポテンシャル調査データ提供係  

電話：03-6758-8001  E-mail：chinetsu-tansa@jogmec.go.jp

令和   年 月 日 

空中物理探査報告書の受領にかかる誓約書 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 殿 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下、「機構」という。）から提供を受けた報

告書について、下記の禁止事項および利用条件について、遵守することを誓約いたします。 

（禁止事項） 

一. 第三者若しくは機構の財産若しくは権利を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為

二. 機構に不利益若しくは損害を与える行為又はその恐れのある行為

三. 依頼書で表明する以外の、営業活動若しくは営利を目的とする行為又はその準備を目的と

する行為

四. 第三者に対して、開示又は漏洩する行為

五. 法令に違反する行為又はその恐れのある行為

六. その他、機構が不適切と判断し、機構が禁止行為として指定する行為

（利用条件等） 

ア. 提供依頼書に記載した、機構の承諾を得た利用の目的・用途以外に利用しないこと

イ. 機構が提供する情報は適切に管理し、常に管理責任者がその任にあたること

ウ. 学会、論文、講演、書籍、報告書等で公表する場合、機構の承諾を得た上で、機構の情報で

ある旨を明記し、成果品の１部を機構に提出すること

エ. 機構が情報の返却を求めた際は、直ちに利用を中止し、機構の指示に従って返却すること

オ. 情報の管理責任者を変更する場合は、機構に文書で通知すること

カ. 禁止事項及び利用条件等に反したことにより、機構に生じた一切の損害、損失及び費用を賠

償すること

住所 ： 

事業者名 ： 

代表者名 ：  ○印  



様式3 ：研究者用依頼書

令和 年 月 日

空中物理探査報告書の提供依頼書

独立行政法人石油天然ガス ・ 金属鉱物資源機構殿

機構が取得した調査成果について、提供を受けたいので下記のとおり依頼致します。

依頼者※1

（送付先）
＊本人印を押

電話 I Eメ-ル|印。

署名（自著） ® 

所属

口平成 24 年度くじゅう 、 霧島地域 AGG 調査

口平成 25 年度八幡平地域調査

口平成 26 年度くじゅう 、 霧島地域 HEUTEM 調査

口平成 27 年度八幡平、 湯沢・栗駒、 ニセコ 、大雪山（上川） 、武佐岳地域調査

依頼報告書 口平成 28 年度武佐岳、 弟子屈 、大雪山（上川）（上士幌） 、 豊羽、 登別 、濁川（森・熊石） 、 ニセコ 、

八幡平、湯沢・栗駒地域調査

口平成 29 年度武佐岳地域磁気調査

口平成 29 年度栃木北部、上越地域 AGG 調査

口平成 29 年度濁川（南茅部） 、 阿蘇・小国地域 AGG 調査

口平成 30 年度濁川（南茅部） 、栃木北部、 上越、 小国地域（上越のみAGG、 
他はHEUTEM) 

口平成     年度大雪山（新得・上士幌） 、 志賀高原、飯縄山地域 AGG調査
口本邦の地熱資源開発に資するもの。

目的 口本邦の地熱資源に関する学術研究に資するもの。
•あてはまるものにチ
ェックをつけてくださ 口人の生命、安全、生活又は財産を保護することに資するもの。い。

口その他( ） 

利用目的 用途

及び
＊具体的な闘心地珊
事があれば記載して

用途 下さい。

名前：

その他※2

理由：
利用者

＊共同研究看事、 依
頼看以外が利用湯合
よ必ず記載すること。

※1 本人印で申請する場合は、依頼者本人が管理貢任者となることとします。
※2同 一 所属の研究者、従業員、または、学生等が利用する場合は記載する必要はありません。
また、 企業等の法人が利用する場合は 、 その法人自身が提供依頼書を提出してください。

【文書（原本）の郵送先】
〒105-0001東京都港区虎ノ門2-10-1独立行政法人石油天然ガス ・ 金属鉱物資源機構

地熱技術部地熱資源ポテンシャル調査データ提供係
電話：03-6758-8001 E-mail: chinetsu--tansa@jogmec.gojp 
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様式４：研究者用誓約書

【文書（原本）の郵送先】 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-10-1 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

地熱技術部 地熱資源ポテンシャル調査データ提供係  

電話：03-6758-8001  E-mail：chinetsu-tansa@jogmec.go.jp

令和 年 月 日 

空中物理探査報告書の受領にかかる誓約書 

独立行政法人石油・天然ガス金属鉱物資源機構 殿 

独立行政法人石油・天然ガス金属鉱物資源機構（以下、「機構」という。）から提供を受けた報

告書について、下記の禁止事項および利用条件について、遵守することを誓約いたします。 

（禁止事項） 

一. 第三者若しくは機構の財産若しくは権利を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為

二. 機構に不利益若しくは損害を与える行為又はその恐れのある行為

三. 依頼書で表明する以外の、営業活動若しくは営利を目的とする行為又はその準備を目的と

する行為

四. 研究に関係する所属を同じくする者以外の第三者に対して、開示又は漏洩する行為

五. 法令に違反する行為又はその恐れのある行為

六. その他、機構が不適切と判断し、機構が禁止行為として指定する行為

（利用条件等） 

ア. 提供依頼書に記載した機構の承諾を得た利用の目的・用途以外に利用しないこと

イ. 機構が提供する情報は適切に管理し、常に依頼者がその任にあたること

ウ. 学会、論文、講演、書籍、報告書等で公表する場合、機構の承諾を得た上で、機構の情報で

ある旨を明記し、成果品の１部を機構に提出すること。

エ. 機構が情報の返却を求めた際は、直ちに利用を中止し、機構の指示に従って返却すること

オ. 依頼者が情報の利用を取りやめる場合は、機構に文書で通知し、情報の返却又は消去を行

うこと

カ. 禁止事項及び利用条件等に反し、機構に生じた一切の損害、損失及び費用は賠償すること。

住所 ： 

所属 ： 

依頼者名 ： ○印  

（自著） 
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