
 

誓 約 書 

 

年   月   日 

 

（あて先） 

新宮市立医療センター 

 開設者 新宮市長 

 

 

 

申請者 住所   

 社名又は屋号   

 代表者名           ㊞ 

 

私（当社）は、新宮市立医療センター内において物品販売等を行うに際し、次のことについ

て厳守いたします。 

 

記 

 

1 使用に際しては、新宮市立医療センターの指示に従います。 

2 新宮市病院事業の設置等に関する条例等を遵守いたします。 

3 使用許可後に、提出書類の記載事項に虚偽又は条例等に違反する行為があった場合は、

使用を取り消されても一切異議を申しません。 

4 使用後は、必ず現状に復します。 

5 使用中に生じたトラブルは責任を持って解決し、医療センターには一切迷惑はかけま

せん。 

 

以上 

 



 

新宮市立医療センターにおける売店運営事業に関する契約（案） 

 

 

新宮市立医療センター 開設者 新宮市長 田岡 実千年（以下「甲」という。）と 

                          （以下「乙」という。）は、 

甲の行政財産使用許可書（以下「使用許可」という。）を得て行う新宮市立医療センターにおける 

売店運営事業に関する契約書（以下「契約書」という。）を次のとおり締結する。 

 

 

第１条 （使用物件及び期間） 

令和 3年 月 日から令和 13年 3月 31 日まで 

 

第２条 （使用の目的） 

乙は、使用財産を新宮市立医療センター売店運営の目的以外に使用してはならない。 

 

第３条 （売店の営業日及び営業時間） 

営業時間：平日 8：00～17：00 土日祝祭日 9：00～14：00 

ただし、甲が必要と認める場合は臨時休業とすることができる。 

 

第４条 （使用料及び費用負担） 

1. 使用料は、売上月額（税抜）の３％に消費税を乗じたものとする。 

上記、売上月額（税抜）に３％を乗じた額が 30,000円に満たない場合は、30,000 円とする。 

なお、光熱水費・電話料金を合わせて納付するものとする。 

また、消費税率が変更になった場合は、その日をもって加減するものとする。 

2. 翌月の１４日以内に甲が定めた書式により売上報告書を提出すこと。 

3. 支払いは甲が指定する日までに支払うこととする。 

4. １．の使用料は、法令の改廃により使用許可期間中であっても変更することがある。 

この場合においては、甲は乙にその旨を通知するものとする。 

5. 乙が設置する売店運営に係る費用は乙の負担とし、甲が設置している既存建物に関する費用

は甲の負担とする。ただし、建物の内装を変更する費用は乙の負担とする。 

6. 次に掲げる経費等は、乙の負担とします。 

ア テナント部分に係る清掃は、乙にて行うこと。 

イ テナント運営で発生した廃棄物は、乙にて原則廃棄処理すること。 

ウ 消耗品費、その他売店の運営に関する一切の経費 

エ テナント部分に係るセキュリティー経費 

オ テナント部分に係る火災保険料等 

カ テナント部分に係る二次工事費 

キ 店舗改装に際しての仮設店舗に係る諸経費 



ク 売店の設備等 

第５条 （使用の制限） 

乙は、使用財産を乙の責務において適切に維持管理しなければならない。 

1. 甲は、物件について管理不十分であった場合、実地調査を行い又は所要の報告を求めその維

持使用について指示することがある。 

2. 乙は、使用財産の改修及び工事を行う場合は事前に詳細な内容と理由を付した書面をもって

甲の承認を得なければならない。 

3. 乙は、使用財産を売店として使用する以外の目的で第三者に使用させてはならない。ただし、

甲が特に認めた場合はこの限りではない。 

 

第６条 （業務の再委託の制限） 

乙は運営業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。 

ただし、業務の一部について、あらかじめ書面で申請し、甲が承認した場合は、乙の責任に

おいて第三者に委託することができる。なお、第三者に業務の一部を委託した場合は、当該

委託先との契約書の写しを提出しなければならない。 

 

第７条 （秘密の保持） 

1. 乙は、この事業により知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

2. 乙はこの事業に係る目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 

 

第８条 （損害賠償） 

乙はその責めに帰すべき事由により使用財産に関して、甲に損害を与えたとき、又は契約書

に定める業務を履行しない場合において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。 

 

第９条 （原状回復及び引き継ぎ） 

1. 乙は、使用期間が満了したとき及び甲に使用許可を取り消されたときは、１４日以内に、乙

が設置した設備機器及び付属物を撤去し、原状回復した上で明け渡さなければならない。 

2. 前項の場合において、本使用許可の期間内に引継期間を設け、甲又は引継事業者が円滑に業

務遂行を図れるよう引き継ぎを行わなければならない。 

 

第１０条 （中途解約（違約金）） 

乙または甲は、行政財産使用許可期間中であっても、３ヶ月間以上の予告期間を定めた上で

相手方に書面で通知することにより、解約することができる。 

ただし、相手方に責めに帰すべき事由がない場合は違約金を支払わなければならない。 

 

 

 

 



 

第１１条 （運営条件等） 

1. 駐車場 

新宮市立医療センターの駐車場を使用する場合、使用料及びその他駐車場使用に関する事に

ついては、新宮市立医療センター 職員駐車場使用料徴収要領によるものとする。 

2. 売店取扱商品等 

飲食物（弁当、おにぎり、パン、飲料等）、菓子類、新聞雑誌類、日用雑貨、紙おむつ、パジ

ャマ、下着類、その他当院内から要望があったもの、利用者の要望に幅広く対応し、かつ、入

院患者の生活必需に配慮した品揃えを行うこととします。 

新聞自動販売機、花等（生花は不可、造花は可）の現状も引き継ぐものとする。 

3. 販売禁止 

アルコール飲料、ノンアルコール飲料、たばこ、成人雑誌およその他療養に適さないものな

らびに賞味期限間近や傷もの商品の販売は禁止します。 

4. 患者様への配慮 

店舗内では、車椅子や身体障害者への配慮してください。 

5. イートインスペース 

イートインスペースの設置は不可とします。 

6. 運営全般に係る遵守事項 

ア 病院の売店は、病院利用者（入院患者･外来患者･付添者･面会者等）および病院職員

のアメニティ向上における重要な要素であることを十分認識し、奇抜な店舗設計･

デザインは慎み、良質な病院運営に貢献することとします。 

イ 店舗内で従事される従業員に対しては、病院内での売店事業であることの自覚を持

ち、清潔感のある服装で業務にあたるとともに、利用者に対して癒しのある接客対

応に努めることとします。 

ウ 食品衛生法、消防法、病院管理上の諸規定およびその他法令を遵守すること。 

エ 販売商品等の搬入については、当院が指定する時間帯や経路に従うこととします。 

オ 商品補充、金銭管理など売店の運営に関する維持管理は、乙が対応することとしま

す。 

カ 売店に対する苦情および売店における事故については、遅滞なく病院側に報告し、

乙の責任において、迅速かつ丁寧に対応することとします。 

キ 売店内には、事業者や商品販売と関係のない広告を掲示しないこととします。 

ク 受電設備の点検等のため、全館停電作業の実施時には協力することとします。 

ケ 施設設備（空調機・防火設備など）点検等の実施に協力することとします。 

コ 甲が企画する諸施策（研修、各種訓練、各種委員会等）に関し、甲から乙へ参加･協

力等の申入れを行う場合は、積極的に参加･協力のご検討をいだくこととします。 

 

 

 

 



 

第１２条 （その他の事項） 

この契約書に記載されていない事項については、双方が誠意をもって協議して定めることと

する。 

 

 

本契約締結の証として、本書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３年 月   日 

 

甲 和歌山県新宮市蜂伏１８番７号 

 新宮市立医療センター 

 開設者 新宮市長 田岡 実千年 ㊞ 

  

乙  

                 ㊞ 

 



新市病第 455 号 

 

 

新宮市立医療センター行政財産使用許可書（案） 

 

 

使用者 住所 和歌山県新宮市□□□ 

 

氏名 株式会社〇〇〇 

                            代表取締役 △△△   殿 

 

 

 開設者は、行政財産の使用について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４

第４項、新宮市庁舎管理規則、新宮市立病院管理規則の規定に基づき、下記の条件を付

して許可する。 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

新 宮 市 立 医 療 セ ン タ ー  

開設者 新宮市長 田岡 実千年 

 

 

記 

 

 

（使用許可物件） 

1. 開設者が使用者に使用を許可する行政財産（以下「物件」という。）は次のとおりである。 

所 在 地   和歌山県新宮市蜂伏１８番７号 

施 設 名   新宮市立医療センター 

区 分   建物 

使用面積    売店：35.7㎡ 

使用部分   別図のとおり 

 

 

 



（指定する用途） 

2. 使用者は物件を売店に供しなければならない。 

 

（使用許可期間） 

3. 使用を許可する期間は、令和 年 月 日から令和１３年３月３１日までとする。 

ただし、使用者が使用許可期間中に使用を取りやめようとする場合には、３カ月前まで

に書面をもってその旨を通知するものとする。 

 

（使用料） 

4. 使用料は、売上月額（税抜）の 3％に消費税を乗じたものとする。 

上記、売上月額（税抜）に 3％を乗じた額が 30,000円に満たない場合は、30,000円とす

る。 

なお、光熱水費・電話料金を合わせて納付するものとする。 

また、消費税率が変更になった場合は、その日をもって加減するものとする。 

(2) 翌月の１４日以内に開設者が定めた書式により売り上げ報告書を提出すること。 

(3) 支払いは甲が指定する日までに支払うこととする。 

(4) 使用料は、法令の改廃により使用許可期間中であっても変更することがある。この場合

においては、開設者は使用者にその旨を通知するものとする。 

 

（経費負担等） 

5. 使用者は、物件の維持保全のため通常必要とする経費のほか、物件に付属する電話

等の諸設備を使用する場合は、使用料を負担しなければならない。 

 

（使用上の制限） 

6. 物件は、地方自治法第２３８条の４第４項に規定する制限の範囲内で使用させるもので

あり、使用者は、常に善良なる管理者としての注意をもって物件の維持保全をしなけれ

ばならない。 

(2) 使用者は、物件を第２に指定する用途以外に使用してはならない。 

(3) 使用者は、物件について修繕（通常維持保全のためのものをいう。）、模様替え等を行

おうとするときは、開設者に申し出て承認を受け、その指示に従わなければならない。 

 

（転貸等の禁止） 

7. 使用者は、物件を他の者に転貸し、又は担保に供してはならない。 

 

（使用許可の取消又は変更） 

8. 開設者は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の取消し、又は変更することがあ

る。 

ア 使用者が許可条件に違反したとき。 



イ 開設者において物件を必要とするとき。 

 

（原状回復） 

9. 使用者は、使用期間が満了したとき又はこの許可を取り消されたときは、自己の負担に

おいて開設者の指定する日までに、物件を原状に復して返還しなければならない。 

 

（損害賠償） 

10. 使用者は、その責に帰する原因（事由）により、物件の全部又は一部を滅失又は毀損し

たときは、当該損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただ

し、物件を原状に復したときはこの限りでない。 

 

（有益費等の請求権の放棄） 

11. 使用許可期間が終了したとき又はこの許可を取消された場合において、使用許可期間

中に使用者が物件に投じた改良のための有益費、修繕費その他の費用があっても開

設者はこれら一切の費用に対し補償しない。 

 

（実地調査等） 

12. 開設者は、物件について管理不十分であった場合、実地調査を行い又は所要の報告

を求めその維持使用について指示することがある。 

 

（疑義の決定） 

13. この許可について、疑義のあるとき、その他物件の使用について疑義を生じたときは、

開設者及び使用者の両者が協議の上、開設者の決定するところによるものとする。 

 

（駐車場の利用） 

14. 新宮市立医療センターの駐車場を使用する場合、使用料及びその他駐車場使用に関

する事については、新宮市立医療センター 職員駐車場使用料徴収要領によるものと

する。 

 

（その他） 

15. この許可による物件の使用については、地方自治法第２３８条の４第５項の規定により、

借地借家法の規定は適用されない。 

16. この許可は同条第６項の規定により、公用若しくは公共用の必要を生じたとき又は許可

の条件に違反したときは、いつでも取消しすることができる。 

17. この様式中、使用条件にかかる事項は、対象に従って取捨選択し又は追加するものと

する。 

 

以上 
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