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賃貸借契約書（案） 

 

貸付人 小田原市（以下「甲」という。）と借受人   （以下「乙」という。）は、

次のとおり小田原市観光交流センター（以下「観光交流センター」という。）の駐車場

について、行政財産の賃貸借契約を締結する。 

 

（信義誠実等の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

２ 乙は、本契約による物件が行政財産であることを常に考慮し、適正に使用するよう

に留意しなければならない。 

（目的） 

第２条 甲は、観光交流センターの駐車場（以下「貸付物件」という。）を乙に貸し

付け、乙は貸付物件を有料時間貸駐車場として管理運営することを目的として借り

受け、その賃貸借契約により発生した貸付料を甲に支払う。 

２ 乙は、前項の目的を変更してはならない。 

 （貸付物件） 

第３条 貸付物件は、次のとおりとする。 

名称 所在地 区分 貸付場所 貸付面積 

小田原市観光交流

センター駐車場 

小田原市本町一丁目

１３８番６他 
土地 一部 ５６５．５㎡ 

２ 前項に規定するもののうち、乙は、別図に定める３台分について有料時間貸の対象

とせず、整備し、管理し、及び維持修繕するものとする。 

 （貸付期間） 

第４条 貸付期間は、令和３年（2021年）６月 日から令和６年（2024年）３月31日

までとする。 

 （貸付料） 

第５条 期間内の貸付契約金額は、月額金        円、総額金_＿＿_＿＿＿

＿＿円とし、各年度における貸付料は次項のとおりとする。
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２ 借受人は、前項に定める貸付料（月額）に基づき、次のとおり、貸付期間月数に応 

 じて計算した年度ごとの貸付料を貸付人の発行する納入通知書により納付しなければ

ならない。なお、月の途中に貸付開始又は貸付終了日がある月の貸付料は、日割り

（貸付料に、その月の日数を分母とし貸付期間の日数を分子としたものを乗じ小数点

以下を切り捨てた額）によって計算する。 

年   度 納 付 金 額 納 入 期 限 

令和３年度 

（令和３年６月～令和４年３月分） 
円 令和３年６月３０日 

令和４年度 

（令和４年４月～令和５年３月分） 
円 令和４年５月２日 

令和５年度 

（令和５年４月～令和６年３月分） 
円 令和５年５月１日 

３ 甲が貸付物件の一部を公用又は公共用に供することになった場合で、使用すること

ができなかったときの貸付料については、甲乙が協議の上、決定するものとする。 

 （貸付料の延滞金） 

第６条 乙は、前条第２項に規定する納期限までに貸付料を支払わなかったときは、

当該納入期限の翌日から納付を完了する日までの日数に応じ、当該貸付料に年１４．

６パーセントの割合で計算した金額を延滞金として甲に支払わなければならない。

この場合において、当該延滞金は、前条第２項で甲が指定する口座に送金すること

により納付するものとする。 

（契約保証金） 

第７条 契約保証金は、小田原市契約規則第29条第 号により免除とする。 

 （その他の費用） 

第８条 時間貸駐車場の設計、整備、運営及び維持管理、修繕等に要する費用は、借

受人の負担とする。 

 （貸付物件の用途） 

第９条 貸付物件は、有料時間貸駐車場の用途（以下「指定用途」という。）に供さ

なければならず、自動二輪車又は原動機付自転車の貸付、カーシェアリングの利用

等による駐車台数の減少に繋がる運営はできないものとする。ただし、防災・水防

配備等により、甲が一時的に使用する場合は、この限りではない。 

 （貸付期間前における工事の実施） 
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第１０条 甲は、貸付期間の初日の前日までの間に、乙が本契約の準備行為として本

物件の敷地を使用することを認めるものとする。 

 （権利義務の譲渡等） 

第１１条 乙は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承

諾させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、書面により甲の承諾を

得た場合は、この限りでない。 

（禁止事項） 

第１２条 本契約における禁止事項は、次のとおりとする。 

(1) 指定用途以外の用途に供すること。 

(2) 本物件に建物を建築すること。 

(3) 本物件を第三者に転貸すること。 

（4）土地の形質を改変すること。ただし、甲の承諾がある場合はこの限りでない。 

（乙の義務） 

第１３条 乙の義務は、次のとおりとする。 

(1) 乙は、善良な管理者の注意をもって本物件を使用するものとする。 

(2) 乙は、本物件を使用して行う駐車場の管理運営に伴う一切の責任を有する。 

(3) 乙は、甲が本物件の管理上必要な事項を乙に通知した場合には、その事項を順守

しなければならない。 

(4) 乙は、本物件の使用にあたっては、近隣の迷惑にならないよう、十分に配慮しな

ければならない。 

 （契約の解除） 

第１４条 甲は乙が、次の各号に該当するときは、甲は乙に何らの催告なしに書面に

よる通知をもって本契約を解除することができる。この場合において、解除により

乙に損害が生じても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

(1) 乙が第２条に規定する目的に適合しない行為をし、第１２条に規定する禁止事項

に違反し、又は第１３条に規定する義務を果たさないとき。 

(2) 乙が本物件の有料時間貸駐車場としての管理運営に着手しなかったとき。 

(3) 手形・小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。 

(4) 差押、仮差押、仮処分、競売、保全処分、滞納処分等の強制執行の申立てを受け

たとき。 
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(5) 破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等倒産手続 

開始の申立てを受け、若しくは申立てをしたとき。 

(6) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、

又は事実上営業を停止したとき。 

(7) 資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこ

と等により、本契約を継続しがたい事態になったと甲が認めたとき。 

(8) 乙が貸付物件及び貸付物件が所在する施設の行政財産としての用途又は目的を妨

げると甲が認めたとき。 

(9) 貸付料その他の債務の支払いをその納期限から３箇月以上怠ったとき。 

２ 甲が貸付物件を公用又は公共用に供するため必要とするときは、本契約を解除する

ことができる。この場合において、解除の手続きは前項本文及び後段の規定を準用す

る。 

 （貸付期間開始前の解除） 

第１５条 本契約締結後、貸付期間開始前に甲が本契約を解除した結果、乙が本物件

を明け渡す場合は、甲は、乙が設置する予定であったシステム、機器及び看板等に

係る費用を負担するものとする。 

 （暴力団等排除に係る解除） 

第１６条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除す

ることができる。この場合において、解除により乙に損害が生じても、甲はその損

害の賠償の責めを負わないものとする。 

(1) 乙が個人である場合には、その者が、小田原市暴力団排除条例（平成２３年小田

原市条例第２９号。以下本条において「条例」という。）第２条第３号に定める暴

力団員又は第４号に定める暴力団員等（以下本条及び次条において「暴力団員等」

という。）と認められるとき、又は、法人等（法人又は団体をいう。）が、条例第

２条第５号に定める暴力団経営支配法人等と認められるとき。 

(2) 乙が、神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号。）第２３条

第１項又は第２項に違反したと認められるとき。 

(3) 乙又は役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人等である場合には役

員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧

問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、
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取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者

を含む。）、又は支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）

の代表者をいう。）が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。 

２ 前項の規定により、甲が本契約を解除した場合においては、乙は、違約金として第

５条第１項に定める貸付料の総額の１００分の５０に相当する額を、甲に対し甲が指

定する期間内に支払わなければならない。 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第１７条 乙は、本契約等の履行にあたって、暴力団員等から不当に介入を受け、又

は不当に介入により被害を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに、所轄の

警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。 

２ 乙は、暴力団員等から不当に介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるお

それがある場合は、甲と履行期限に関する協議を行わなければならない。 

（貸付物件の返還） 

第１８条 乙は、貸付期間が満了し、又は本契約が解除されたときは、乙は、甲と協

議の上、自らの資金負担により、当該協議して定めた状態で本物件を返還しなけれ

ばならない。ただし、本物件の返還が次の各号に該当する場合は、同項各号に定め

るところによる。 

(1) 貸付期間の満了による場合であって、当該満了となる日の前に乙が当該貸付期間

後の次の期間における賃貸借契約をすることが明らかになったとき 乙は、本物件

を原状に復し返還することなく、引き続き使用することができる。 

(2) 新たな賃貸借契約による乙（以下「新借受者」という。）が、その直前の貸付

期間における賃貸借契約の借受者（以下「旧借受者」という。）と異なる場合で

あって、新借受者が現状のまま使用する意思があるとき 乙は必要に応じて、甲

及び新借受者と原状回復に関する協議を行うことができる。 

(3) 本契約の満了日までに乙が本物件を明け渡さないとき 甲は、乙が設置した設

備機器及びその附属物の撤去並びに処分をすることができ、それに要した費用を

乙に請求することができる。 

 （造作買取請求権等） 

第１９条 乙は本物件の明渡しに際し、甲に対して造作及び設備の設置に支出した費

用の償還を請求することができず、乙の費用をもって設置した造作及び設備等の買
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取りを請求することができない。 

 （本契約の有効期間） 

第２０条 本契約は、貸付期間が満了することによって終了する。 

２ 甲乙は、貸付期間中であっても、相手方に書面により通知することにより、通知に

記載した解約とする日（以下「解約日」という。）をもって本契約を解約することが

できる。この場合において、解約日の通知をした者は、その相手方に対し、次の表の

左欄に掲げる当該通知をした日から解約日までの期間に応じ同表の右欄に定める解約

金を支払う。 

通知をした日から解約日までの期間 解約金 

３ヶ月以上 なし 

１ヶ月以上３ヶ月未満 ２，５００，０００円 

１ヶ月未満 ５，０００，０００円 

（違約金） 

第２１条 甲又は乙は、次の各号に該当する場合には、違約金として第５条第１項に

規定する貸付料の総額の１００分の５０に相当する額を相手方の指定する期間内に

支払わなければならない。 

(1) 乙が、貸付期間中に、第１２条に規定する行為をしたとき。 

(2) 甲が第１４条第１項又は第１５条の規定による解除をしたとき。 

(3) 甲又は乙が前条第２項の規定による解約をしたとき。 

２ 前項に規定する違約金は、第２３条に規定する損害賠償の一部とはしない。 

 （相殺） 

第２２条 甲は、本契約に関して乙に対して有する金銭債権があるときは、契約代金

請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴することができ

る。 

 （損害賠償等） 

第２３条 乙は、本契約に定める義務に違反し、甲に損害を与えたときは、その損害

を賠償しなければならない。ただし、天災地変、都市再開発、道路規制の変更、法

令の制定又は改正及びその他の不可抗力により本契約に基づく駐車場の管理運営を

することが不可能又は困難になったと甲乙の協議により判断したときは、乙は駐車
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場の管理運営が可能になるまでの期間分の貸付料の支払いを要しない。 

 （疑義等の決定） 

第２４条 本契約に関して定めのない事項及び解釈に疑義が生じたとき、甲乙で協議

の上、これを決定するものとする。 

 （裁判管轄） 

第２５条 本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする横浜地方裁判

所とする。 

 （守秘義務） 

第２６条 甲及び乙は、本契約の交渉、締結、履行に際して知り得た相手方の秘密情

報及び保有個人情報を、相手方の承諾なく第三者に開示し、又は漏洩してはならな

い。本契約の終了後も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、本契約を履行する目的又は乙が取り扱う商品、サービス

及びその他の情報等の案内目的に使用であらかじめ甲の承諾を得た内容及び範囲内の

当該情報に限り使用することができる。 

 （苦情等） 

第２７条 本物件における駐車場の管理運営を通じて、事故、器物の損傷及びその他

のトラブルが発生した場合は、それに伴う損害賠償請求又は苦情等の一切について、

乙の責任において対応し解決するものとする。ただし、トラブルが発生した責任の

所在が不明なときは甲乙の協議により対応することとする。 

 （利用状況報告） 

第２８条 乙は、本物件に関する毎月の売り上げ状況及び利用状況を、翌月１５日ま

でに、甲に提出するものとする。 

２ 甲は、貸付物件の運営状況を随時調査することができ、乙はこれに協力しなければ

ならないものとする。 

３ 貸付物件に関する近隣の住民及び事業者並びに利用者等への対応は、乙が一切の自

己管理で行うものとする。 

 

本契約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、それぞれ１通を保管 

する。 
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 令和 年（  年） 月 日 

 

                甲 住所 小田原市荻窪３００番地 

                  名称 小田原市 

                  氏名 小田原市長 守 屋 輝 彦 

 

                乙 住所  

                  名称  

                  氏名  

 


