
設楽ダム建設事業暴力団等排除対策協議会実施要領 

（総  則） 

第１条 設楽ダム建設事業及びこれに伴う付替道路等関連事業における暴力団等

排除対策については、「設楽ダム建設事業暴力団等排除対策協議会会則」（以下

「会則」という。）に定めるもののほか、この実施要領に定めるところによる。 

（元請会員の提出書類） 

第２条 会則第３条第１号の会員（以下「元請会員」という。）は、入会届（様式

第１号の１）、表明確約書（様式第１号の２）及び役員等名簿一覧（様式第１号

の３）を会長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定に基づき提出した入会届（様式第１号の１）の記載情報に変更が

生じた場合にあっては入会届変更報告書（様式第２号の１）を、また、役員等

名簿一覧の記載情報に変更が生じた場合にあっては役員等名簿一覧変更報告書

（様式第２号の２）を会長に提出しなければならない。 

（下請事業者等の提出書類） 

第３条 元請会員は、下請事業者等（下請事業者等が数次にわたる場合にあって

はその全てを含む。以下同じ。）に対し、表明確約書（様式第３号の１）及び役

員等名簿一覧（様式第３号の２）を提出させ、それらの写しを会長に提出しな

ければならない。 

２ 前項の場合において、下請事業者等が数次にわたる場合にあっては、元請会

員は、表明確約書（様式第３号の１）及び役員等名簿一覧（様式第３号の２）

を直上の発注者宛に提出させ、それらの写しを集約して会長に提出しなければ

ならない。 

３ 元請会員は、下請事業者等が提出した役員等名簿一覧（様式第３号の２）の

記載情報に変更が生じた場合は、前２項と同様の方法により役員等名簿一覧変

更報告書（様式第４号）を提出させるとともに、その写しを会長に提出しなけ
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ればならない。 

（提出書類の利用及び提供の承諾） 

第４条 元請会員は、本協議会設立の目的の範囲内で、第２条各項の規定に基づ

き会長に提出した書類の写し（入会届（様式第１号の１）を除く。）が愛知県警

察に提供されることを承諾するものとする。 

２ 元請会員は、下請事業者に対し、本協議会設立の目的の範囲内で、前条各項

の規定に基づき会長に提出した書類の写しが愛知県警察に提供されることを承

諾させるものとする。 

（事案の把握及び報告） 

第５条 元請会員は、下請事業者等も含め、暴力団等及びそれと疑わしき者から

の介入及び不当要求等その他のあらゆる接触を把握するとともに、相互に緊密

な連携を保ち、積極的に情報交換を行わなければならない。 

２ 元請会員は、暴力団等及びそれと疑わしき者からの接触があった場合は、断

固としてこれを拒否し、速やかに会長に報告しなければならない。暴力団等及

びそれと疑わしき者からの接触のおそれがある場合も同様とする。 

３ 元請会員は、下請事業者等に対して暴力団等及びそれと疑わしき者からの接

触があった場合は、下請事業者等にこれを拒否させるとともに、速やかに会長

に報告しなければならない。下請事業者等に対する暴力団等及びそれと疑わし

き者からの接触のおそれがある場合も同様とする。 

（事案への対処） 

第６条 元請会員は、暴力団等からの不当要求等の個別の事案が発生したときは、

協議会を通じて顧問の助言、指導及び援助を受け、設楽ダム工事事務所と連携

し、一体となって当該事案に対処しなければならない。 

２ 元請会員は、前項に基づく顧問の助言、指導及び援助に伴い費用負担が生じ

たときは、これを負担しなければならない。 
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（会員証等の交付） 

第７条 事務局は、元請会員に対し会員証を交付するとともに、表明確約書を提

出した下請事業者等に対し協力員証を交付するものとする。 

２ 元請会員及び表明確約書を提出した下請事業者等は、前項の規定に基づき会

員証又は協力員証の交付を受けたときは、これを現場事務所等に掲出するもの

とする。 

附則 

（施行期日） 

この実施要領は、令和元年９月１７日から施行する。 
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（様式第１号の１）

設楽ダム建設事業

暴力団等排除対策協議会

 会　長 殿

（所　 在 　地）

（商号又は名称）

（代　 表 　者） ㊞

フリガナ

 法人名

フリガナ

 代表者

 所在地

フリガナ

 会議出席者 （役職） （氏名）

 送付先所在地

 担当部署

（送付先名）

 電話

 ＦＡＸ

 Ｅメール

以上

〒 －

〒 －

令和　　年　　月　　日

記

入 会 届

　私は、設楽ダム建設事業暴力団等排除対策協議会の目的に賛同し、下記のとおり入会を届
け出ます。

　また、入会に当たっては、表明確約書（様式第１号の２）を提出します。
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（様式第１号の２）

設楽ダム建設事業

暴力団等排除対策協議会

会　長 殿

（所　 在 　地）

（商号又は名称）

（代　 表 　者） ㊞

１　当社（当社の役員その他の責任者、支店及び常時契約を締結する事務所の代表者並びに経

　営に実質的に関与する者をいう。以下同じ。）は、暴力団、暴力団員、暴力団関係者及び総

　会屋その他の反社会的勢力（以下「暴力団等」という。）に該当せず、かつ、以下の各号に

　掲げる暴力団等との関係のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当

　しないことを確約します。

① 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係

② 暴力団等に資金提供を行う等の密接な交際又はその活動を助長する行為を行ったと認め

られる関係

③ 暴力団等との社会的に非難されるべき関係

２　当社は、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれの行為をも行わないことを表明確

　約します。

① 詐術、暴力的又は脅迫的言辞を用いる行為

② 法的な責任を超えた不当な要求行為

③ 他社の名誉・信用を毀損し、又は毀損するおそれのある行為

④ 他社の業務の妨害、又は妨害するおそれのある行為

３　当社が発注者から発注された工事等の一部を更に他事業者に下請若しくは再委託（下請若

　しくは再委託先業者が数次にわたるときは、その全てを含む。）し、又は協力会社から物品

　や資材の納入を受ける場合は、あらかじめ当該事業者が暴力団等でないことを可能な限り確

　認して発注するとともに、契約相手方となる事業者から実施要領第３条に定める表明確約書

　を提出させ、その写しを協議会の会長（設楽ダム工事事務所長）に提出します。

４　当社の役員については別添「役員等名簿一覧（様式第１号の３）」のとおりであり、記載

　情報に変更があった場合にはその都度報告します。

５　本書及び別添「役員等名簿一覧（様式第１号の３）」の写しが協議会から愛知県警察に提

　供されることを同意します。

以上

表 明 確 約 書

　当社は、設楽ダム建設事業暴力団等排除対策協議会（以下「協議会」という。）の入会に当
たり、下記事項を確約し、本書を提出します。

記

令和　　年　　月　　日
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（様式第１号の３）

フリガナ

氏 名

（記載例） アイチ　タロウ

代表取締役社長 愛知　太郎

（注１）役員等名簿が１枚に収まらない場合は、２枚目を作成して提出すること。

（注２）役員等名簿一覧には、個人にあってはその者、法人にあっては非常勤を含む役員

（会社法上の役員に加え、執行役員を含む。ただし、監査役は除く）、その他の団体

にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者又は理事等を記載すること。
（注３）本書に記載の個人情報は、本人の同意なく目的外の利用を行わない。

役　　職　　名 性　別 生　年　月　日

役員等名簿一覧

男 昭和　　年　　月　　日
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（様式第２号の１）

設楽ダム建設事業

暴力団等排除対策協議会

 会　長 殿

（所　 在 　地）

（商号又は名称）

（代　 表 　者） ㊞

フリガナ

 法人名

フリガナ

 代表者

 所在地

フリガナ

 会議出席者 （役職） （氏名） （役職） （氏名）

 送付先所在地

 担当部署

（送付先名）

 電話

 ＦＡＸ

 Ｅメール

（注）入会届（様式第１号の１）の記載情報に変更が生じた場合、本様式を使用し、変更のある箇所

について記入して下さい。

変　　更　　前

〒 － 〒 －

〒 － 〒 －

令和　　年　　月　　日

入　会　届　変　更　報　告　書

変　　更　　後
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（様式第２号の２）

設楽ダム建設事業

暴力団等排除対策協議会

 会　長 殿

（所　 在 　地）

（商号又は名称）

（代　 表 　者） ㊞　

　この度、当社役員の交代がありましたので、令和　　年　　月　　日付け提出の表明確約書の

内容を承知のうえ、以下のとおり変更報告します。

　また、必要に応じ、本書の写しが貴協議会から愛知県警察に提供されることを同意します。

 【退任者】　①

 （氏 名）

 【新任者】

 （就任日）

 （役職名）

フリガナ

 （氏  名） （性別） （生年月日）

 【退任者】　②

 （氏 名）

 【新任者】

 （就任日）

 （役職名）

フリガナ

 （氏  名） （性別） （生年月日）

（注１）役員等名簿一覧（様式第１号の３）の記載情報に変更が生じた場合、本様式を使用し、

変更のある者について記入して下さい。

（注２）変更の役員等が１枚に収まらない場合は、２頁目を作成して下さい。

（注３）本書に記載の個人情報は、本人の同意なく目的外の利用を行わない。

令和　　年　　月　　日

昭和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

昭和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

役員等名簿一覧変更報告書
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（様式第２号の２・２頁）

 【退任者】　③

 （氏 名）

 【新任者】

 （就任日）

 （役職名）

フリガナ

 （氏  名） （性別） （生年月日）

 【退任者】　④

 （氏 名）

 【新任者】

 （就任日）

 （役職名）

フリガナ

 （氏  名） （性別） （生年月日）

 【退任者】　⑤

 （氏 名）

 【新任者】

 （就任日）

 （役職名）

フリガナ

 （氏  名） （性別） （生年月日）

 【退任者】　⑥

 （氏 名）

 【新任者】

 （就任日）

 （役職名）

フリガナ

 （氏  名） （性別） （生年月日）

昭和　　年　　月　　日

昭和　　年　　月　　日

昭和　　年　　月　　日

昭和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日
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（様式第３号の１）

（元請会員又は直上発注者） 殿

（所　 在 　地）

（商号又は名称）

（代　 表 　者） ㊞　

　当社は、貴社と取引するにあたって、下記事項を確約し、本書を提出します。

１　当社（当社の役員その他責任者、支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者及び経

　営に実質的に関与するものをいう。以下同じ。)は、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総

　会屋その他反社会的勢力（以下「暴力団等」という。）に該当せず、かつ、以下の各号に掲

　げる暴力団等との関係のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当し

　ないことを確約します。

① 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係

② 暴力団等に資金提供を行う等の密接な交際又はその活動を助長する行為を行ったと認め

られる関係

③ 暴力団等との社会的に非難されるべき関係

２　当社は、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれの行為をも行わないことを表明確

　約します。

① 詐術、暴力的又は脅迫的言辞を用いる行為

② 法的な責任を超えた不当な要求行為

③ 他社の名誉若しくは信用を毀損し、又は毀損するおそれのある行為

④ 他社の業務の妨害、又は妨害するおそれのある行為

３　当社が貴社から発注された工事等の全部又は一部を他事業者に下請又は再委託（下請又は

　再委託先業者が数次にわたるときは、その全てを含む。）する場合、又は他事業者から物品

　若しくは資材の納入を受ける場合は、あらかじめ当該事業者が暴力団等でないことを可能な

　限り確認して発注するとともに、下請又は再委託契約にあたっては、当該他事業者から本様

　式の表明確約書を提出させ、その写しを貴社に提出します。

４　当社の役員については別添「役員等名簿一覧（様式第３号の２）」のとおりであり、記載

　情報に変更があった場合にはその都度報告します。

５　本書及び別添「役員等名簿一覧（様式第３号の２）」の写しが、設楽ダム建設事業暴力団

　等排除対策協議会の会長（設楽ダム工事事務所長）に提出されることを同意します。

　また、これらの書類の写しが同協議会から愛知県警察に提供されることを同意します。

以上

表 明 確 約 書

記

令和　　年　　月　　日
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（様式第３号の２）

フリガナ

氏　　　　　　　名

（記載例） アイチ　タロウ

代表取締役社長 愛知　太郎

（注１）役員等名簿が１枚に収まらない場合は、２枚目を作成して提出すること。

（注２）本書には、個人にあってはその者、法人にあっては非常勤を含む役員（会社法上の

　　　役員に加え、執行役員を含む。ただし、監査役は除く）、その他の団体にあっては

　　　法人の役員等と同様の責任を有する代表者又は理事等を記載すること。

（注３）本書に記載の個人情報は、本人の同意なく目的外の利用を行わない。

役員等名簿一覧

役　　職　　名 性　別 生　年　月　日

男 昭和　　年　　月　　日
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（様式第４号）

　（元請会員又は直上発注者） 殿

（所　 在 　地）

（商号又は名称）

（代　 表 　者） ㊞　

　この度、当社役員の交代がありましたので、令和　　年　　月　　日付け提出の表明確約書の

内容を承知のうえ、以下のとおり変更を届け出ます。

　また、本書の写しが、設楽ダム建設事業暴力団等排除対策協議会の会長（設楽ダム工事事務所

長）に提出されることを同意します。

　さらに、必要に応じ、本書の写しが同協議会から愛知県警察に提供されることを同意します。

 【退任者】　①

 （氏 名）

 【新任者】

 （就任日） 令和　　年　　月　　日

 （役職名）

フリガナ

 （氏  名） （性別） （生年月日）

 【退任者】　②

 （氏 名）

 【新任者】

 （就任日） 令和　　年　　月　　日

 （役職名）

フリガナ

 （氏  名） （性別） （生年月日）

（注１）役員等名簿一覧（様式第３号の２）の記載情報に変更が生じた場合、本様式を使用し、

変更のある者について記入して下さい。

（注２）変更の役員等が１枚に収まらない場合は、２頁目を作成して下さい。

（注３）本書に記載の個人情報は、本人の同意なく目的外の利用を行わない。

昭和　　年　　月　　日

昭和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

役員等名簿一覧変更報告書
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（様式第４号・２頁）

 【退任者】　③

 （氏 名）

 【新任者】

 （就任日）

 （役職名）

　  フリガナ

 （氏  名） （性別） （生年月日）

 【退任者】　④

 （氏 名）

 【新任者】

 （就任日）

 （役職名）

　  フリガナ

 （氏  名） （性別） （生年月日）

 【退任者】　⑤

 （氏 名）

 【新任者】

 （就任日）

 （役職名）

　  フリガナ

 （氏  名） （性別） （生年月日）

 【退任者】　⑥

 （氏 名）

 【新任者】

 （就任日）

 （役職名）

　  フリガナ

 （氏  名） （性別） （生年月日）

昭和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

昭和　　年　　月　　日

昭和　　年　　月　　日

昭和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日
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