
 

 

 

那覇市上下水道局Ｂ棟2階スペース賃貸借契約書 

 

 

 賃貸人那覇市(以下「甲」という。)と賃借人〇〇〇(以下「乙」という。)は、甲が所有す

る建物の一室について、次のとおり賃貸借契約を締結する。 

 

(貸付物件)  

第1条 甲は、次に掲げる市有財産(以下「貸付物件」という。)を乙に賃貸し、乙はこれを

賃借する。 

名称 所在地 面積 使用用途 

那覇市上下水道局 

B棟2階スペース 

【別図参照】 

那覇市おもろまち１丁目 

１番２号 
331㎡  

※面積は、別図の赤線枠内で当該図面上での計測とする。 

 

(貸付物件の用途等) 

第2条 乙は、前条に定めた使用用途(以下「使用用途」という。)で使用する。 

2 乙は、使用用途を変更するときは、甲の承諾を得なければならない。ただし、次の各号の

いずれかに該当する用途で使用してはならない。 

(1) カラオケボックス、パチンコ、馬券・車券販売所、劇場、演芸場その他の遊戯施設 

(2) スナック、キャバレー、クラブ及びこれらに相当する施設 

(3) ホテル・旅館 

(4) 住居 

(5) 前各号に掲げるもののほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和

23年法律第122号)第2条第１項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連

特殊営業並びに那覇市地区計画区域及び再開発地区計画区域内における建築物の制限に

関する条例(平成5年那覇市条例第19号)別表2のアに規定する建築してはならない建築物

に該当するもの 

(6) 積載荷重が、「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第85条の表(４)百貨店又は店

舗の売場」で示される数値を超えるもの 

3 乙は、貸付物件を使用用途に供するため、事業開始に伴う工事、設備の設置、運営、維持

管理修繕その他必要な費用を負担しなければならない。 

 

(賃貸借期間) 

第3条 賃貸借期間は、契約締結日から令和10年(2028年)3月31日までとする。 

2 前項の賃貸借期間が満了する日から6か月前までに、甲又は乙が相手方に当該期間を更新

しない旨の通知をしなかった場合は、当該期間は1年間更新されるものとし、その後もこの

例による。 



 

 

 

(貸付料) 

第4条 貸付物件の貸付料は、月額〇〇〇円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額〇〇

円(消費税率10％)。以下「貸付料」とする。)とし、甲が発行する納入通知書により当月の

20日までに納付しなければならない。ただし、1か月に満たない貸付料は、1か月を30日と

して日割り計算した額とする。 

2 前項の日割計算の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

3 貸付料の起算日は、契約締結日の翌日から起算して●日を経過した日からとする。 

 

(共益費等) 

第5条 共益費は、月額〇〇〇円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額〇〇円(消費税率

10％)。)とし、乙は、甲が発行する納入通知書により当月の20日までに納付しなければな

らない。 

2 乙が負担する水道及び電気の費用については、甲が計量器(子メーター)等に基づいて算

出した額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端

数を切り捨てるものとする。)とする。この場合において、乙は、甲が発行する納入通知

書により、使用月の翌月22日までに納付しなければならない。 

3 甲及び乙は、諸物価の変動等により共益費の額が不相当となったときは、協議の上、第1

項の共益費を改定することができる。 

 

(遅延利息) 

第6条 乙が納付期限までに貸付料を納付しない場合は、甲は、納付期限の翌日から納付した

日までの日数に応じ、当該貸付料に対し年3パーセントの率を乗じて算定した金額(その額

に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を遅延利息として、乙に請求する

ことができる。 

 

(還付) 

第7条 乙が既に納付した貸付料は、還付しないものとする。ただし、甲が特に必要と認めた

ときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 

(契約保証金) 

第 8条 契約保証金の額は、金〇〇〇円とする。 

2 乙は、本契約の締結の日までに甲に契約保証金を納付しなければならない。ただし、乙が

履行保証保険契約の締結その他の金銭的保証により契約保証金に相当する額を保証する場

合であって、保証証書等により当該保証の履行が確実なものと甲が認めるときは、乙は、

契約保証金の納付に代えて当該保証を提供することができる。 

3 甲は、賃貸借期間が満了し、乙が第 21 条に定める原状回復義務を履行したことを確認し

た後に、契約保証金を乙に返還する。ただし、契約を更新する場合は、甲が更新後の契約

保証金〇〇〇円(貸付料の 2 か月分)を除き、乙に残額を返還することにより、乙が更新に

伴う契約保証金を納付したものとみなす。 



 

 

 

4 契約保証金には、利子を付さない。 

5 乙は、甲に対する契約保証金返還請求権の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは承継

させ、又は第三者のための担保に供してはならない。 

 

(不法占拠の通知) 

第9条 乙は、貸付物件の全部又は一部が不法占拠された場合は、直ちにその状況を甲に通知

しなければならない。 

 

(禁止事項) 

第10条 乙は、貸付物件の全部または一部につき、賃借権を譲渡し、転貸し、又は担保の目

的に提供してはならない。 

2 乙は、貸付物件の施設内及び施設外（共用部分を含む。）に灰皿その他の喫煙するための

スペースを設ける場合は、甲の承諾を得なければこれをしてはならない。 

3 乙は、貸付物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、階段・廊下等の共

用部分に次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 

(1) 物品を設置すること 

(2) 看板・ポスター等の広告物を掲示すること 

 

 (反社会的勢力の排除) 

第11条 乙は甲に対し、次の各号の事項を確約する。 

(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力

団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動党標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その

他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと 

(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと 

ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をも

って反社会的勢力を利用していると認められる関係 

イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維

持、運営に協力し、又は関与している関係 

(3) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何

を問わず、経営的に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと、

及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと 

(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと 

(5) 自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと 

ア 暴力的な要求行為 

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する

行為 

オ その他前各号に準ずる行為 



 

 

 

(修繕) 

第12条 貸付物件の使用に必要な修繕が生じたときは、乙は、速やかにその旨を甲に通知し

なければならない。 

2 甲は、前項の通知を受領したとき、貸付物件の使用に必要な修繕については、その費用を

負担して実施するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により必要となった修繕若

しくは乙が設置した造作、設備等に対する修繕は、乙が費用を負担するものとする。 

 

(経費の負担) 

第13条 乙は、貸付物件を使用するために要する一切の経費（前条の費用を除く。）を負担す

る。 

 

(滅失又はき損の通知) 

第14条 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失し、又はき損した場合には、直ちにその状況

を甲に通知しなければならない。 

 

(乙の管理義務) 

第15条 乙は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。 

 (1) 貸付物件を善良なる管理者の注意をもって使用すること。 

(2) 貸付物件を使用用途に供するため、貸付物件内の安全を確保し、及び適正な貸付物

件の利用を妨げるものへの対策を講じること。 

(3) 貸付物件の使用に伴い発生する廃棄物の処理は、乙の責任で行い、処理費用につい

ては、乙の負担とする。この場合において、廃棄物の収集等については、あらかじめ甲

が指定した方法による。 

(4) 貸付物件に係る火災保険及び借家人賠償責任保険に加入し、証書の写し又はこれに

相当するものを甲に提出すること。 

(5) 甲が実施する防災訓練その他の訓練の際に甲に協力すること。 

(6) 貸付物件を防火するために必要な措置を図り、消防法(昭和23年法律第186号)に定め

る防火管理者を1人置くこと。 

(7) 緊急連絡体制を整え、甲に書面で提出すること。 

(8) 甲が定める貸付物件の管理上において必要な事項を遵守すること。 

(9) 甲の業務に支障が生じないように十分に配慮すること。 

(10) 貸付物件の使用にあたって騒音及び光害の抑制並びに近隣環境を保全するために必

要な措置を図り、近隣住宅の迷惑とならないよう十分に配慮すること。 

(11) 貸付物件を使用することにより苦情その他問題が生じた場合は、乙が一切の責任を

もって解決すること。 

(12) 前各号に定めるもののほか、貸付物件を使用するために必要な管理責任を負うこと。 

 

 (鍵の貸与) 

第16条 契約締結と同時に、甲は、乙に対し入居に必要な貸付物件の鍵を貸与する。乙は、



 

 

 

これらの鍵を善良なる管理者の注意をもって保管、かつ、使用しなければならない。 

2 前項の場合において、乙が鍵を紛失又は破損したときは、乙は、甲に直ちに連絡するもの

とし、甲が新たに設置又は複製した鍵の交付を受けるものとする。ただし、新たな鍵の設

置又は複製費用は乙が負担する。 

3 乙は、鍵の追加設置、交換及び複製をしてはならない。ただし、甲が認めたときは、この

限りでない。 

 

(第三者の損害に係る措置) 

第17条 乙は、貸付物件の使用により第三者に損害を及ぼすおそれがある場合は、乙の責任

と負担においてこれを防止し、第三者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなけれ

ばならない。 

 

(調査協力義務) 

第18条 甲は、本契約に基づく債権の保全上必要があると認められるとき、又は使用用途に

関する履行状況を確認する必要があると認めるときは、乙に対し、その事業、資産若しく

は経営状況に関して質問し、又は帳簿その他の書類を求めることができる。 

2 甲から前項の規定による請求を受けたときは、乙は、甲に対して状況の報告、資料の提出

その他の必要な説明をしなければならない。 

 

(契約の解除) 

第19条 甲は、貸付物件を公用若しくは公共用に供する必要が生じたとき又は甲が使用する

正当事由が生じたときは、契約解除希望日の6か月前に乙へ解約の申入れをすることにより

本契約を解除することができる。 

2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合において、甲が相当の期間を定めて義務

の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されず当該義務違反によ

り本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除するこ

とができる。 

(1) 乙が第2条、第10条第1項又は第11条の規定に違反したとき 

(2) 乙が貸付料の支払いを3ヶ月以上怠ったとき 

(3) その他乙が本契約書に定める各条項に違反したとき 

 

(乙からの解約・解除) 

第20条 乙は、契約解除希望日の6か月前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を終

了することができる。 

2 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から6か月分の貸付料を甲に支払うことに

より、解約申入れの日から起算して6か月を経過する日までの間、随時に本契約を終了する

ことができる。 

3 乙は、貸付物件の一部が滅失その他の事由により使用・収益できなくなった場合において、

残存する部分のみでは使用用途の目的を達することができないときは、乙の責めに帰すべ



 

 

 

き事由によるか否かを問わず、本契約を解除することができる。 

 

(原状回復) 

第21条 第3条の賃貸借期間が満了又は第19条第1項若しくは前条第1項の規定による期間が

経過する日までに、乙は、貸付物件を原状に回復し、返還しなければならない。 

2 第19条第2項又は前条第2項若しくは第3項のいずれかの規定により本契約が終了したとき

は、乙は直ちに貸付物件を返還しなければならない。この場合において、甲乙協議の上、

貸付物件を原状に回復する期日を決定する。 

3 前2項の規定により乙が貸付物件の返還を行うときは、甲が立会いのうえで行い、乙は貸

付物件の鍵(複製した鍵を含む。)を甲に返還しなければならない。 

4 乙は、貸付物件内に乙が設置した造作・設備等を撤去し、貸付物件の変更箇所及び貸付物

件の返還後に貸付物件に生じた汚損、損傷箇所(通常の使用及び収益によって生じた損耗

及び経年劣化を除く。)を修復して、貸付物件を原状に回復する義務を負う。ただし、貸付

物件に生じた汚損又は損傷箇所が乙の責めに帰することができない事由によるものであ

るときは、この限りでない。 

5 本契約終了時に貸付物件内に残置された乙の所有物がある場合において、甲が乙に相当の

期間を定めて前項の義務を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されな

いときは、乙はその時点で当該所有物を放棄したものとみなし、甲はこれを必要な範囲で

任意に処分し、その処分に要した費用を乙に請求することができる。 

 

 (立入り) 

第22条 甲は、貸付物件の防火、貸付物件の構造の保全その他の管理上特に必要があるとき

は、あらかじめ乙の承諾を得て、貸付物件に立ち入ることができる。 

2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による甲の立入りを拒否することができ

ない。 

3 本契約が終了した後に貸付物件を賃借しようとする者又は貸付物件を譲り受けようとす

る者が貸付物件の確認をするときは、甲及び貸付物件の確認をする者は、あらかじめ乙の

承諾を得て、貸付物件に立ち入ることができる。 

4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合、乙が何らの連絡なく一定期間貸付物件

を不在にし、貸付物件内及び貸付物件が所在する建物等の保存等に支障が生じるおそれが

ある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、

貸付物件に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の承諾を得ずに立入った

ときは、その旨を乙に通知しなければならない。 

 

(違約金) 

第23条 次の各号のいずれかに該当する場合は、乙は、違約金〇〇〇円（契約保証金と同額）

を甲に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合には、当該

違約金と同額とする。 

(1) 甲が第19条第2項第1号又は第2号の規定により契約を解除したとき 



 

 

 

(2) 乙が第21条の規定による原状回復義務を履行しなかったとき 

2 前項第2号を適用する場合において、違約金の額を超える損害が甲に発生したときは、同

項の規定にかかわらず、甲は、乙にその超過額を請求することができる。 

 

(損害賠償) 

第24条 乙は、前条の違約金を適用する場合を除き、本契約書に定める義務に違反した場合

において、乙の責めに帰すべき事由により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。 

 

 (契約保証金の充当) 

第 25条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金を充当することができ

る。 

(1) 第4条の貸付料の未納があった場合において、甲が相当の期間を定めて乙に催告し

たにもかかわらず、その期間までに乙が支払いしないとき 

(2) 第23条に定める違約金が発生したとき 

(3) 前条に定める損害賠償の額について、甲が相当の期間を定めて乙に請求したにもか

かわらず、その期間内に乙が支払いしないとき 

(4) その他本契約から生じる乙の金銭債務について、甲が相当の期間を定めて乙に催告

したにもかかわらず、その期間内に乙が支払いしないとき 

2 契約保証金の残額から前各号に掲げる乙の金銭債務を差し引いても不足額が生じる場合

は、乙は、その不足額を甲に支払わなければならない。 

 

(立退料) 

第26条 甲が第19条第1項の規定により本契約を解除する場合は、甲は「公共用地の取得に伴

う損失補償基準」の例により立退料を算定し、乙に支払う。 

 

 (貸付物件の使用制限) 

第27条 甲は、貸付物件又は上下水道局庁舎内で法定点検を行うとき又は暴風警報その他の

災害が発生するおそれが生じた若しくは発生したときは、乙に貸付物件の使用制限をする

ことができる。 

 

(駐車場の利用及び駐車料金) 

第28条 乙は、甲が指定する駐車場(以下「指定駐車場」という。)の車室に空きがある場合

には、貸付物件の利用者のために使用することができる。 

2 指定駐車場の利用に係る料金(以下「指定駐車料金」という。)は、一般の駐車場利用者に

適用される駐車料金の取扱いと同様のものとする。 

3 乙は、指定駐車場の利用のために月当たり1,000時間無償で駐車（以下「無料駐車時間」

という。）することができる。 

4 乙が無料駐車時間数を超過した場合は、乙は、月あたりの利用時間数(実績)から無料駐車



 

 

 

時間数を差し引いて得られた時間数に応じて算定された額を甲が指定する者に支払う。 

5 甲は、指定駐車場を管理する方針の変更その他やむを得ない事情により無料駐車時間数を

変更するとき又は乙が指定駐車場を利用することができなくなるときは、事前に乙に通知

しなければならない。 

6 乙が無料駐車時間を利用するための方法その他必要な事項は、甲が指定する者が定めた方

法による。 

 

(契約の費用) 

第29条 本件契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。 

 

(住所等の変更届) 

第30条 乙は、その名称、代表者又は所在地等に変更があったときは、速やかに甲に届け出

るものとする。 

 

(法令遵守等) 

第31条 乙は、那覇市都市景観条例(平成23年那覇市条例第39号)、那覇市屋外広告物条例(平

成24年那覇市条例第69号)その他関係法令を遵守しなければならない。 

 

(秘密保持条項) 

第32条 乙は、本契約の遂行により知り得た甲の技術上又は営業上その他業務上の一切の情

報を、甲の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契

約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。た

だし、情報を受領した者は、弁護士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を

開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを

要件とし、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれら

の者に対し開示することができる。 

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については、適用しない。 

(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 

(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報 

(3) 開示を受けた際、自己の責めによらずに公知となった情報 

(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 

(5) 相手から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報 

3 本条の規定は、本契約終了後も引き続きその効力を有する。 

 

(合意管轄) 

第33条 本契約に関する一切の紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審

の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 



 

 

 

(協議) 

第34条 本契約の各条項の解釈について疑義が生じる事項又は本契約に定めのない事項につ

いては、本契約の趣旨に従い、両当事者間で誠実に協議の上、これを解決するものとす

る。 

 

(信義誠実の原則の厳守) 

第35条 甲及び乙は、信義に従い誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

 

本件契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有

する。 

 

 

令和5年 月  日 

 

甲 那覇市おもろまち１丁目1番1号 

  那覇市 

那覇市上下水道事業管理者 屋比久 猛義 

 

 

乙  
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