
 

 

【連絡先・送付先】 

〒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 地熱事業部開発課 

電話：03-6758-8001（代表）  E-mail：geothermal-info@jogmec.go.jp 

令和２年１月１０日 

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

地熱統括部 

 

地熱資源量の把握のための調査事業費助成金交付事業等に係る 

調査報告書の閲覧について 

 

 

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下、機構。）がこれまで実施した地熱資源

量の把握のための調査事業費助成金交付事業等について、既に事業として終結した下記の事業

に関する調査報告書につきましては、機構の定める条件に従い、無償で閲覧が可能です。 

 

【事業名】 

年度 事業名 

平成 24～25年度 石松農園（小国）地域 

平成 25年度 立山山麓地域 

平成 26～27年度 壮瞥町蟠渓地域 

平成 27年度 坂巻温泉周辺地域 

平成 28年度 壮瞥町黄渓地域  

平成 25～26年度  上川地域 

平成 25～27、29、30

年度 

岩木山嶽地域 ※今回より追加 

 

 

【開示先】 

法人 （１）本邦の地熱資源開発の促進に資すると認められる本邦法人等 

（２）国、地方公共団体、大学、独立行政法人及びこれに準じる本邦法人等 

（３）その他機構が認める本邦法人等 

研究者（１）本邦の地熱資源開発の促進に資すると認められる研究機関に属する者 

（２）国、地方公共団体、大学、独立行政法人及びこれに準じる研究機関に属する者 

（３）その他機構が認める研究機関に属する者 

 

【申請・閲覧方法】 

法人であれば公印（代表者印でなくても可）を押印した申請書（様式１）を作成し、研究者であれ

ば署名捺印した申請書（様式２）を作成し、事前に送付してください。 

なお、報告書の郵送や持ち出しはできません。複写をご希望の場合は、誓約書（法人：様式３、

研究者：様式４）をご記入のうえ、ご連絡ください。機構が認める複写設備での複写が可能です。 

 

【注意事項】 

 記載事項の真実性、正確性、完全性、有用性等について、機構は保証しません 

 著作権、ノウハウに関する権利、その他一切の権利は実施事業者に帰属します 

 報告書の開示により、各種権利を譲渡、提供又は許諾するものではありません 

 報告書を閲覧、利用するための費用は、ご自身で負担いただきます 

 



様式１：法人用依頼書 

【連絡先・送付先】 

〒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 地熱事業部開発課 

電話：03-6758-8001（代表）  E-mail：geothermal-info@jogmec.go.jp 

令和   年   月   日 

 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 宛 

地熱資源量の把握のための調査事業費助成金交付事業等に係る 

調査報告書の閲覧申請書 

調査報告書の閲覧を希望しますので、下記のとおり申請致します。 

 

申請法人 

氏 名 
＊公印を押印 

 ○印  

担当者 

（連絡先） 

所属部署名： 

氏名： 

電話番号  E ﾒｰﾙ  

閲覧を 

希望する 

事業名 

 

閲覧目的 

目的 
＊該当するもの 

にチェックを 

つけて下さい。 

☐本邦の地熱資源開発に資するもの 

☐本邦の地熱資源に関する学術研究に資するもの 

☐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 

☐その他（                                       ） 

用途 
 

その他※１ 

利用者 
＊複写を希望し、

依頼法人以外が利

用する場合は記載

して下さい。 

氏名： 

理由： 

※１ 同一法人、または、子会社等の資本関係のある法人が利用する場合は記載する 

必要はありません。 

 



様式２：研究者用依頼書 

【連絡先・送付先】 

〒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 地熱事業部開発課 

電話：03-6758-8001（代表）  E-mail：geothermal-info@jogmec.go.jp 

令和   年   月   日 

 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 宛 

地熱資源量の把握のための調査事業費助成金交付事業等に係る 

調査報告書の閲覧申請書 

調査報告書の閲覧を希望しますので、下記のとおり申請致します。 

 

申請者※１ 

（送付先） 
＊本人印を押印 

 

 

電話番号  E ﾒｰﾙ  

署名（自著）  ○印  

所属  

閲覧を 

希望する 

事業名 

 

利用目的 

及び 

用途 

目的 
＊該当するもの 

にチェックを 

つけて下さい。 

☐本邦の地熱資源開発に資するもの 

☐本邦の地熱資源に関する学術研究に資するもの 

☐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 

☐その他（                                       ） 

用途 
 

その他※２ 

利用者 
＊複写を希望し、依

頼法人以外が利用す

る場合は記載して下

さい。 

氏名： 

理由： 

※１ 本人印で申請する場合は、申請本人が管理責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、その法人自身が申請依頼書を提出して

ください。



様式３：法人用誓約書 

【連絡先・送付先】 

〒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 地熱事業部開発課 

電話：03-6758-8001（代表）  E-mail：geothermal-info@jogmec.go.jp 

令和   年   月   日 

 

地熱資源量の把握のための調査事業費助成金交付事業等に係る 

調査報告書の複写にかかる誓約書 

 

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。）から複写した資料につ

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. 申請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. 閲覧申請書に記載した、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. 複写した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. 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 

エ. 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 

オ. 禁止事項及び利用条件等に反したことにより、機構ならびに実施事業者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： 

氏   名：                   ○印

  



様式４：研究者用誓約書 

【連絡先・送付先】 

〒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 地熱事業部開発課 

電話：03-6758-8001（代表）  E-mail：geothermal-info@jogmec.go.jp 

令和   年   月   日 

 

地熱資源量の把握のための調査事業費助成金交付事業等に係る 

調査報告書の複写にかかる誓約書 

 

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。）から複写した資料につ

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. 機構ならびに実施事業者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. 申請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. 閲覧申請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. 複写した資料は適切に管理し、常に依頼者がその任にあたること 

ウ. 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 

エ. 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 

オ. 禁止事項及び利用条件等に反したことにより、機構ならびに実施事業者に生じた一切の損害、

損失及び費用を賠償すること。 

 

住所 ： 

所属 ： 

申請者名：                   ○印  

（自著） 
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