
作成日：西暦　2022年　12月　1日

1．会社概要

郵便番号

電話 FAX

名 円（税抜）

1973年 8月 1日  円

2．地域性の確認、希望地域について（拠点数には支店・営業所数の記載、希望欄には貴社の管轄等に「○」を入力してください）

支店・営業所 拠点数 希望 支店・営業所 拠点数 希望 支店・営業所 拠点数 希望

富山県 〇 長野県 〇 三重県 1 〇

石川県 1 〇 岐阜県 〇 滋賀県 〇

福井県 〇 愛知県 2 〇 その他 〇

3．各種許可登録申請関係について（別紙（シート）「参加希望業務」に関わる許可を記載）

4．当社【エンジ名古屋】業務の実績について（提出年度以前で過去5年間のうち、各業種１件） ※2次下請まで実績を記入願います。

区分 業種

土木 施工管理

点検・検査

調査設計

施設 施工管理

点検・検査

調査設計

工事

共通 その他

5．同種業務【高速自動車国道・自動車専用道路など】の実績について（提出年度以前で過去5年間のうち、各業種１件）※2次下請まで実績を記入願います。

区分 業種

土木 施工管理

点検・検査

調査設計

施設 施工管理

点検・検査

調査設計

工事

共通 その他

6．類似業務【国・地方自治体など】の実績について（提出年度以前で過去5年間のうち、各業種１件） ※2次下請まで実績を記入願います。

区分 業種

土木 施工管理

点検・検査

調査設計

施設 施工管理

点検・検査

調査設計

工事

共通 その他

協力会社登録調書

〒123-4567
愛知県名古屋市○区1-2-34　○○ビル○階

○○○○株式会社
代表取締役社長　○○○○

印

会社名

代表者名

住所（ビル名・階数）

会社名（フリガナ） ○○○○○○○○カブシキカイシャ 123-4567

連絡先 987-654-3210 987-654-0123

従業員数 1,000 直近売上高 20,000,000,000

創立(設立)年月日（西暦） 資本金 90,000,000

一般建設業　電気工事・管工事・電気通信工事

許可登録名称

建設コンサルタント　鋼構造及びコンクリート・建設環境

警備業

特定建設業　とび・土木工事業

業務名 契約工期 受注形態

～ 一次下請　：　二次下請

20〇〇年度　◎◎支店管内　道路保全管理業務（その●） 20〇〇.00.00～20〇〇.00.00 一次下請　：　二次下請

～ 一次下請　：　二次下請

～ 一次下請　：　二次下請

20〇〇年度　◎◎支店管内　施設保全管理業務（その●） 20〇〇.00.00～20〇〇.00.00 一次下請　：　二次下請

～ 一次下請　：　二次下請

～ 一次下請　：　二次下請

〇〇道△△工事区施工管理業務 20〇〇.00.00～20〇〇.00.00 元請　：　一・二次下請

～ 一次下請　：　二次下請

～ 元請　：　一・二次下請

～ 元請　：　一・二次下請

業務名 契約工期 受注形態

～ 元請　：　一・二次下請

～ 元請　：　一・二次下請

～ 元請　：　一・二次下請

業務名 契約工期 受注形態

〇〇国道事務所　△△工事監督支援 20〇〇.00.00～20〇〇.00.00 元請　：　一・二次下請

～ 元請　：　一・二次下請

～ 元請　：　一・二次下請

～ 元請　：　一・二次下請

～ 元請　：　一・二次下請

〇〇市　△△橋他◎◎橋点検業務 20〇〇.00.00～20〇〇.00.00 元請　：　一・二次下請

～ 元請　：　一・二次下請

～ 元請　：　一・二次下請

～ 元請　：　一・二次下請

〇〇市　△△道　照明設置工事 20〇〇.00.00～20〇〇.00.00 元請　：　一・二次下請

社印

様式－２

代表者印・社印（丸・角

判）などを押印ください

シャチハタ印不可

記 入 例

業種ごとに代表的な業務等の件名・

工期・受注形態をご記入ください

貴社の支店・営業所がある県に拠点数をご記入ください

また、当社の業務を受注したい希望地域に○をご記入ください

登録の申込が支店又は営業所単位の場合、他の支店又は

営業所と調整のうえ、希望地域をご選定ください。

当該記入欄は支店又は営業所等の

責任者の氏名・住所・社印でも登録は可能です。

支店又は営業所等単位でも登録の申込はできますが、

登録は会社単位となりますので、２項以降に記載する拠点

数、希望地、各種許可、業務実績、資格、表彰、企業の取

組などは、会社としての内容をご記入ください。



7．資格保有者について

8．当社【エンジ名古屋】による企業表彰について（提出年度以前の過去5年間）最大2件まで

9．企業の取組に関する事項について

10．企業の資格・協定等に関する事項

11．ＩＳＯ取得の有無

12．その他提出書類等

13．反社会的勢力の排除に関する誓約及び、指名停止についての報告について【記述不要】

記載の内容に虚偽がないことをここに誓約いたします
　記載内容に虚偽事項があった場合には、それに関して貴社が行う一切の措置について、異議は申し立てません。

　 　協力会社登録調書の提出は、当社からの見積依頼や業務依頼を確約するものではありません。

　 　記載内容の確認が必要と思われる事項が見受けられる場合には、登録後でも資料の提出を求めたり、登録の取消を行う場合があります。

資格名称 保有人数

別紙（シート）「資格保有者」にご記入の上ご提出ください 〃

業務名 概要

〇〇管内　◎◎調査業務 ◎◎業務において・・・の対応により表彰を受けたもの

人材育成の取組に関する事項 社員に対する技術的な人材育成・教育の実施 有　・　無

資格保有者の有無（7項に該当する資格保有者） 有　・　無

項目 内容 有無又は可否

緊急時の対応に関する事項 平日営業時間外、休日・祝日（夜間含む）の対応 可　・　否

安全管理体制に関する事項 安全管理体制の構築 有　・　無

社員に対する安全教育の実施 有　・　無

事故等の緊急連絡体制等の体制構築 有　・　無

有　・　無

個人情報保護体制の構築 有　・　無

情報セキュリティに関する事項 会社組織としての情報セキュリティ体制の構築 有　・　無

社員に対する情報セキュリティ教育の実施 有　・　無

項目 区分

秘密の保持に関する事項 情報漏えい体制の構築（外部流出防止）

資格・協定の有無

ＮＥＸＣＯ中日本への競争参加資格 工　事 有　・　無

調　査　等 有　・　無

（書面の取り交わしがあるもの） 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱ 有　・　無

防災に関する協定の有無 ＮＥＸＣＯ中日本 有　・　無

ISO取得種別 有効期限 .ＩＳＯ取得の有無

ＩＳＯ １４００１ 【環境】 有　・　無

ＩＳＯ　 ９００１ 【品質】 有　・　無

別紙（シート）「登録調書作成における留意点」をご確認いただき、ご提出ください。

注：添付資料の不足などにより記載事項の確認ができない場合においては、記載内容が評価されないことがあります。

ＩＳＯ ３９００１ 【道路交通安全】 有　・　無

次の事項に関して確約をお願いします。

①　貴社の役員等または株主及び取引先等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特
殊知能暴力集団その他反社会的勢力と認められる企業、組織及び個人等（以下、反社会的勢力という。）と直接または間接の関係
は一切有しないこと及び将来も有しないことを誓約する。
②　貴社の二次下請人者（下請負が数次にわたるときはその全てを含む。）が反社会的勢力による不当要求行為または請負業務妨
害（以下、不当介入という。）を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、または二次下請負人等をして断固としてこれを拒否させる
とともに、不当介入があった時点で、速やかに当社にこれを報告し、当社の捜査機関への通報及び発注者への報告に必要な協力を
行うことを確約する。
③　貴社が前２項に違反した場合または貴社が自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為
ないし脅迫的言辞その他不当要求行為を行った場合は、当社は貴社に対し、何らの催告を要せずに、契約を解除できるものとする。
④　当社が前項の規定により、この契約を解除した場合には、貴社に損害が生じても当社は何らこれを賠償することは要せず、また、
かかる解除により当社に損害が生じたときは、貴社は当社にその損害を賠償するものとする。
⑤官公庁（国、都道府県、ＮＥＸCO等）の請負業務において指名停止処分を受けた場合には、直ちにその旨及び処分内容を当社に
報告する。

※以上について違反事実が判明した場合には、それに関して当社が行う一切の措置について、異議は申し立てません。

【競争資格】貴社がNEXCOの競争参加

申請を行っているかについてご記入ください

過去に当社（エンジ名古屋）からの表彰を

受けた実績がある場合はご記入ください

【防災協定】NEXCO又は当社と書面による取り交わし有無の確

認です。

業務を受注した際の契約書に記載されている災害時等の対応の

ことではありません。

業務の受注状況にかかわらず災害時対応について別途 協定

（書面取り交わし）がされているものについてご記入ください

社印

代表者印・社印（丸・角判）などを

押印ください

シャチハタ印不可

7項の資格保有者がいる場合は、資格保有

者の有無を有にしてください。

記 入 例



協力会社登録調書の作成における留意点

項目 確認事項 留意事項 記載事項が確認できる提出書類

協力会社登録の申込 書類の受取・提出

登録申請に関する書類（登録調書・記入例・留意点・参加希望業種・資格保有者）のお受け取り方によって変わりま
す。
●HPからのダウンロードの場合：必要書類をご記入・押印のうえ、メール（電子データ化）にてお送りください。
●メールでの受け取り希望の場合：必要書類をご記入・押印のうえ、メール（電子データ化）にてお送りください。
●郵送での受け取り希望の場合：同封されている返信用封筒に入れご投函ください。
　　なお、郵便料は貴社のご負担とさせていただきます。

【必要書類】
　①協力会社登録調書
　②参加希望業種
　③資格保有者リスト
　④許可証（写）

協力会社登録における共通事項 共通事項 協力会社登録調書に記載する事項は、作成日時点の内容をご記入ください。 不要

共通事項 協力会社登録調書に記載する事項は、グループ又は関連会社等を含まないものとしてください。 不要

共通事項
協力会社登録は、支店、営業所等の責任者の方からでも申し込みができます。（責任者氏名、社印等）
ただし、登録は会社として行われるため、登録調書に記載する情報は会社単位の内容をご記入ください。

不要

　1．会社概要 郵便番号 住所の欄に記入済み（押印等）の場合は、ご記入不要です。 不要

従業員数
従業員は貴社と雇用契約がある者を対象としてください。
派遣社員等の派遣元と雇用契約を結んでいる者は、対象から除外してください。

不要

創立（設立）年月日 創立年月日又は設立年月日をご記入ください。 不要

直近売上 直近売上（過去2年以内のうち、最新のもの）をご記入ください。 不要

資本金 資本金をご記入ください。 不要

　2．地域性の確認、希望地域 拠点数
対象の県内における拠点（本社・支店・営業所）の数をご記入ください。
営業所としての機能がない施設（工場又は教育施設等）は、拠点の対象外となります。

不要

希望
当社との取引を希望する地域に「〇」をご記入ください。
業務受注エリアの確認を行うものであり、拠点の有無は関係ございません。

不要

　3．各種許可登録申請関係 許可登録名称
別紙（シート）「参加希望業務」に関わる許可登録の名称をご記入ください。
記載する許可登録は登録調書作成時点において有効期限内のものに限ります。

許可証（写）

　4．当社【エンジ名古屋】業務 業務実績 協力会社登録調書の作成日から起算して、過去５年間における業務実績をご記入ください。

該当する区分・業種の欄に業務名・契約工期を記入し、該当する受注形態に「〇」をご記入ください。
各業種について、１件まで実績をご記入いただくことが可能です。

記載する業務実績は、下記条件を満たすものに限ります。
　・協力会社登録調書作成時点で完了している業務
　・二次下請までの立場で実施した業務

　5．同種業務【高速道路・自車道など】 業務実績 協力会社登録調書の作成日から起算して、過去５年間における業務実績をご記入ください。

　6．類似業務【国・地方自治体など】
該当する区分・業種の欄に業務名・契約工期を記入し、該当する受注形態に「〇」をご記入ください。
各業種について、１件まで実績をご記入いただくことが可能です。

記載する業務実績は、下記条件を満たすものに限ります。
　・協力会社登録調書作成時点で完了している業務
　・二次下請までの立場で実施した業務

　7．資格保有者 資格保有人数 協力会社登録調書の作成日時点における資格保有者数を別紙（シート）「資格保有者」にご記入ください。
資格保有者リスト
・別紙（シート）の「資格保有者」のPDFもしくは印刷したもの

　8．当社【エンジ名古屋】による企業表彰 企業表彰 過去５年間における企業表彰の実績（件名、概要）をご記入ください。 不要

　9．企業の取組に関する事項 各種取組について 該当する欄に〇をご記入ください。 不要

　10．企業の資格・協定等に関する事項 競争参加資格 NEXCO中日本への競争参加資格がある場合は、該当欄に〇をご記入ください。 不要

防災協定

NEXCO中日本又はエンジ名古屋との間に防災協定が締結されている場合は、該当欄に〇をご記入ください。
NEXCO又は当社と書面による取り交わし有無の確認です。
業務を受注した際の契約書に記載されている災害時等の対応のことではありません。
業務の受注状況にかかわらず災害時対応について別途 協定（書面取り交わし）がされているものについてご記
入ください

不要

　11．ＩＳＯ取得の有無 ISOの取得
ISOを取得している場合は、該当欄に〇をご記入ください。
記載するISOは登録調書作成時点において有効期限内のものに限ります。

不要

　　　参加希望業種 参加希望業種
参加希望業種は、当社が企業選定（絞込み）を行う際に使用する業種区分（キーワード）です。
参加を希望する業種（複数選択可）の欄に〇をご記入ください。
また、必要があればフリーワードをご記入ください。（任意）

参加希望業種
・別紙（シート）の「参加希望業種」のPDFもしくは印刷したもの

不要

不要


