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埼玉医科大学 学長 別所正美 

 

埼玉医科大学リサーチパーク利用者の公募について 

 

埼玉医科大学は、「埼玉医科大学リサーチパーク」の利用を希望する研究者および企業を下記のとおり

公募いたします。 

 

記 

１ 施設名称「埼玉医科大学リサーチパーク」 

２ 所在地 埼玉県日高市山根１３９７－１ ゲノム棟 5階 

３ 公募する施設および賃料 

 ウェットラボおよびオフィススペース。詳細別紙の通り。 

 

４ 利用資格について 

 リサーチパークの利用者は、次にいずれか要件を満たす研究者または企業とします。 

１）埼玉医科大学に所属する研究者との共同研究を行おうとする学外の研究者およびその助手 

２）埼玉医科大学に所属する研究者との共同研究を行おうとする企業の当該研究に従事する者 

３）リサーチアドミニストレーションセンター長の認める者 

 

５ 利用条件について 

 利用資格を満たし、次のいずれかの条件を満たす必要があります。 

１）共同研究費 1社あたり年額３００万円以上（税別、オーバーヘッドを含む）であること。 

 ※研究費の額は、ラボまたはオフィススペースの賃借料は含まない。 

２）共同研究条項を含む埼玉医科大学が保有する特許の実施許諾契約を結んでいる場合 

 

６ 申請手続きについて 

１）リサーチパーク利用希望の旨、リサーチアドミニストレーションセンター（以下、「ＲＡセンター」

とします。）に メールにてご連絡ください。リサーチパーク入居申請書を送付いたします。 

 メールアドレス：smu_rac@saitama-med.ac.jp   

２）リサーチパーク入居申請書を作成し、事業計画を添付のうえ、ＲＡセンターに送付ください。提出

いただいた入居申請書および事業計画を審査、申請者へのヒアリングを行います。 

３）審査承認ののち、リサーチパーク賃貸借契約を締結し、入居となります。 

 

以上 

《 本件に関する問い合わせ先 》 

 リサーチアドミニストレーションセンター 

 電話 049-276-1226 メールアドレス：smu_rac@saitama-med.ac.jp 

mailto:smu_rac@saitama-med.ac.jp


埼玉医科大学リサーチパーク (2023年4月1日)

リサーチパーク　賃料設定

名称 室名 面積 月額(万円） 年額（万円）

ラボ１ 507～509室＋倉庫 179.61 50 600

ラボ２ 510室 139.21 40 480

ラボ３ 511室 52.26 20 240

ラボ4 504室 41.58 20 240

オフィススペース１ 501室 20.79 15 180

オフィススペース２ 502室 20.79 15 180

オフィススペース３ 503室 20.79 15 180
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埼玉医科大学リサーチパーク利用規則 

(平成 30年 11月 16日制定) 

(目的) 

第１条 この規則は、埼玉医科大学(以下「本学」という。)に設置する埼玉医科大学リサーチ

パーク(以下「施設」という。)の利用に関し必要な事項を定め、もって本学に属する研究者

と学外研究者、企業等との共同研究及び産学官連携の推進に資することを目的とする。 

(施設等の範囲) 

第２条 施設は、ゲノム医学研究センター棟(以下「ゲノム棟」という。)5階に設置する。 

2  施設は、次の各号の研究室等により構成し、第 8条の決定を受けた者がこれを利用するこ

とができる。 

(1) 培養室及びオフィススペース付き実験室 1室 

(2) オフィススペース付き実験室 1室 

(3) 細胞培養室 1室 

(4) オフィス 3室 

3  利用者は、前各号に掲げるもののほか、ゲノム棟内の電話回線、インターネット回線、会

議室及びＲＩ実験室を利用することができる。 

4  利用者は、第 2項第 4号のオフィスのみの利用であっても中央研究施設日高ブランチに設

置する共同利用実験室及び共同利用機器(以下「共同利用実験室等」と総称する。)を利用す

ることができる。共同利用実験室等については、別に定める。 

(責任者) 

第３条 施設の使用許可その他管理運営について総括させるため、総括責任者を置き、学長を

もって充てる。 

2  施設に、管理責任者を置き、リサーチアドミニストレーションセンター長をもって充てる。 

3  管理責任者は、施設の管理運営に関する業務を掌理する。 

(会議の設置) 

第４条 リサーチアドミニストレーションセンター運営会議の下に、埼玉医科大学リサーチパ

ーク運営会議(以下「運営会議」という。)を設置する。 

2  運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

(利用用途の範囲) 

第５条 施設は、次の各号に掲げる要件を全て満たす場合に利用することができる。 

(1) 利用が、共同研究等を通じた新技術の研究開発等を図ることを目的とすること。 

(2) 利用が、大学に潜在する研究成果を掘り起こし、新規性の高い製品又は技術により新

市場の創出を目的とすること。 

(3) 利用が、本学の研究業務遂行上重大な妨げとなるおそれがないこと。 

(4) その他総括責任者が特に適当と認めるとき。 



(利用資格) 

第６条 利用者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。 

(1) 本学研究者との共同研究を行おうとする学外の研究者及びその助手 

(2) 本学研究者との共同研究を行おうとする企業の当該研究に従事する者 

(3) その他総括責任者が認める者 

(利用の申請手続) 

第７条 施設を利用しようとする者は、別に定める申請書を管理責任者を通じて総括責任者に

提出しなければならない。 

(利用の承認) 

第８条 総括責任者は、申請書の提出を受けたときは、管理責任者に審査を諮問した上で、必

要と認める者に対し利用を決定する。 

(契約の締結) 

第９条 前条の承認を受けた者は、別に定める賃貸借契約書により契約を締結するものとする。 

2  利用者は、本学の学長との共同研究契約を締結するものとする。 

(利用期間) 

第１０条 施設の利用期間は、原則として 2年間とし、延長する場合は、2年ごとに更新し、6

年を限度とする。ただし、総括責任者が必要と認めた場合は、この限りでない。 

(変更の届出) 

第１１条 利用者は、申請及び契約事項に変更が生じたときは、速やかにその変更事項を管理

責任者に届け出て統括責任者からその承認を受けなければならない。 

(利用者の報告義務) 

第１２条 利用者は、別に定める利用報告書を年 1回及び必要に応じて管理責任者に提出しな

ければならない。 

(利用許可の取消) 

第１３条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合には利用許可を取り消すことが

できる。 

(1) 利用申請書及び契約書に記載された事項が事実と反する場合 

(2) 利用者が管理責任者の指示に従わない場合 

(3) その他管理上許可を取り消す事由が生じた場合 

(利用料) 

第１４条 共同利用機器の利用は、有償とし利用料を徴収するものとする。請求の時期及び利

用料については、別に定める。 

2  支払期限までに料金が支払われない場合は、支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、

その未払額に年 5％の割合で計算した延滞金を請求することができる。 

(利用料の払戻し) 



第１５条 納付された利用料の払戻しはしないものとする。ただし、利用者の責によらない施

設及び設備の故障によるデータが得られなかったとき、又は天災等のやむを得ない事情によ

りデータが利用不能になった場合は、利用料の一部を払い戻すことができる。 

(利用者の責務) 

第１６条 利用者は、次の各号に掲げる事項について厳守しなければならない。 

(1) 施設の利用に当たり管理責任者の指示に従わなければならないこと。 

(2) 施設の利用を終了し、又は中止したときは、速やかにその旨を管理責任者に届け出な

ければならないこと。 

(3) その他総括責任者が必要と認めること。 

(施設の改修等) 

第１７条 当該研究に必要となる機器等の設置に当たっては、利用者の負担により施設を改修

することができる。ただし、その場合においては、総括責任者に事前の許可を得るものとす

る。 

2  前項の改修を行った場合は、契約終了後速やかに当該施設を原状に復するものとする。 

(異常時の措置) 

第１８条 利用者は、施設を利用するに当たって、その設備及び機器に異常を認めたときは、

直ちにその操作を中止するとともに、管理責任者等に連絡しなければならない。 

(事故補償) 

第１９条 施設は、利用者の故意又は過失により発生した事故による負傷等に対する補償は行

わないものとする。 

2  利用者の故意又は過失により設備等の破損等、施設に損害を与えた場合は、利用者が弁償

し、速やかに原状に復するものとする。 

(不可抗力による試料等への損害の取扱い) 

第２０条 天災その他不可抗力による試料等への損害の取扱いについては、賃貸借契約書に定

める。 

(知的財産の取扱い) 

第２１条 利用者は、本学との共同研究において発明等を得た場合には、共同研究契約に従い

手続を進めるものとする。 

(秘密の取扱い) 

第２２条 施設の利用により秘密を保持する必要がある場合又は開示する必要がある場合は、

その取扱いについて事前に協議するものとする。 

(庶務) 

第２３条 施設の管理運営に関する庶務は、リサーチアドミニストレーションセンターにおい

て処理する。 

(雑則) 

第２４条 この規則に定めるもののほか、施設の利用に関し必要な事項は、別に定める。 



附 則 

  この規則は、平成 30年 11月 16日から施行する。 



埼玉医科大学リサーチパーク利用内規 
(平成 31 年 3 月６日制定) 

 
（趣旨） 
第１条 この内規は、埼玉医科大学リサーチパーク利用規則(平成 30年 11月 16 日制定)第 24 条の規定
に基づき、リサーチパークの利用者（以下「利用者」という。）のリサーチパーク及び関係施設の利用
に関し必要な細目を定めるものとする。 

 
（電話回線及びインターネット回線） 
第２条 利用者は、ラボスペース及びオフィススペースに敷設されている外線通話用の電話回線又はイ
ンターネット接続用の光回線を使用するに当たり、利用者の管理の下に当該契約を締結し、及びその
料金を支払うものとする。 

 
（ゲノム棟５階の施設及び設備の利用） 
第３条 利用者は、利用契約に基づき、ゲノム医学研究棟(以下「ゲノム棟」という。)5 階のラボスペ
ース又はオフィススペースのほか、埼玉医科大学(以下「本学」という。)が設置する実験機器及び什
器を利用できるものとする。 

2  利用者は、前項に規定するもののほか、ゲノム医学研究センター棟５階の低温実験室、P2実験室及
び本学の設置する実験機器を共同で利用できるものとする。 

 
（中央研究施設日高ブランチの利用） 
第４条 利用者は、埼玉医科大学中央研究施設(以下「中央研究施設」という。)の日高ブランチ機能部
門、実験動物部門及び RI 部門の各施設を利用できるものとする。 

２  前項の施設を利用しようとするときは、当該部門の長に連絡の上、当該者の指示に従って利用す
るものとする。利用手続、料金等については、別に定める。 

３  利用者は、中央研究施設が管理する設備、機器等の維持管理及び運営に協力しなければならない。 
４  中央研究施設日高ブランチ部門長(以下「日高ブランチ部門長」という。)は、利用者が第 2項の指
示に従わなかったとき、前項の規定に協力しなかったとき、又は中央研究施設の運営に重大な支障を
生じさせたときには、その利用の承認を取り消し、又はその利用を一定期間停止することができる。 

 
（教育・訓練） 
第５条 利用者は、リサーチパーク及び中央研究施設を利用するに当たり、本学が必要と認める教育・
訓練を受けなければならない。 

 
（試薬等の管理） 
第６条 毒物、劇物、化学物質リスクアセスメント対象試薬、PRTR 対象試薬及び飯能警察署指定爆発
物原料試薬は、法令及び本学の関係諸規程等で定める方法に従って利用者がこれを管理し、試薬ボト
ルの導入、使用及び廃棄の際にはその都度別に定める記録簿に記入の上、リサーチアドミニストレー
ションセンター(以下「ＲＡセンター」という。)が必要と認める場合には、速やかに提出しなければ



ならない。 
 
（廃棄物等の排出） 
第７条 生活廃棄物、実験廃棄物、感染性廃棄物、廃液等は、本学で定める方法に従って排出するもの
とする。また、排出量に応じた排出料金を支払わなければならない。 

 
（実験室の電源） 
第８条 利用者は、通常の 100 ボルト電源（白地のコンセント）を使用するものとする。 
２  ディープフリーザー、インキュベーター等の 200 ボルト電源が必要な装置又は停電により著しい
障害が起こる可能性の高い機器を使用しようとする場合には、あらかじめＲＡセンターに連絡し許可
を得るものとする。当該機器については、200 ボルト電源、非常用電源（赤地のコンセント）又は無
停電電源（黒地のコンセント）への接続を認める場合がある。 

 
(電気設備の点検の立会い) 
第９条 本学が電気設備の点検を行う場合は、担当者を選出しＲＡセンターに申告するとともに、当該
担当者は、必要に応じて点検に立ち会わなければならない。 

 
（論文発表時の謝辞の記載） 
第１０条 利用者は、リサーチパーク内で得られた成果を論文発表するときは、次を例として論文の謝
辞に記載するものとする。 
The authors thank, Research Administration Center, Saitama Medical University, for providing research 
space and receiving (generous) supports throughout this study. 

2  利用者は、中央研究施設日高ブランチの施設内で得られた成果を論文発表するときは、次を例とし
て論文の謝辞に記載するものとする。 
The authors thank, Medical Research Center organizers and Analytical Science, Biomedical Research 
Center Hidaka Branch, Saitama Medical University, for providing research space and receiving 
(generous) supports throughout this study. 

 
（入館カードの発行） 
第１１条 利用者及び利用者の属する企業の関係者は、ゲノム棟入館カードの貸与を個別に受けること
ができる。貸与に当たっては、別に定める書類によりあらかじめ申請を行わなければならない。 

２  前項のカードを紛失した場合は、速やかにＲＡセンターに申し出るとともに、カード再発行手数
料 2,000円（消費税別）を支払うものとする。 

 
（カフェテリアの利用） 
第１２条 カフェテリアは、日高キャンパスのラウンジヤマネ又はテレサホールを利用することができ
る。 

2  カフェテリアは、ゲノム棟入館カードに利用者があらかじめ現金をチャージし、その金額の範囲内
で支払う方式によりこれを利用できるものとする。 



 
（自動販売機及び談話ディスカッションスペース） 
第１３条 利用者は、ゲノム棟１階飲料自動販売機又は同棟５階ディスカッションスペースを休憩又は
談話を目的に使用できるものとする。 

 
（郵便物） 
第１４条 郵便物は、国際医療センターD 棟１階の配送センターで利用者が直接受け取るものとする。 
 
（郵便以外の配達物） 
第１５条 郵便以外の配送業者による配達物があった場合は、配達業者に対しゲノム棟入口の内線電話
により利用者を呼び出すよう依頼するものとする。 

2  利用者は、前項の呼出があった場合には、ゲノム棟１階入口で配達物を直接受け取るものとする。 
 
（駐車場の利用） 
第１６条 利用者は、教職員駐車場（月額 2,500円（消費税別））を利用できるものとする。利用等につ
いては、国際医療センター事務部総務課が定める手続に従うものとする。 

 
（来訪者の対応） 
第１７条 利用者への来訪者があった場合は、来訪者に対しゲノム棟１階入口の内線電話により利用者
を呼び出すよう依頼するものとする。 

2  利用者は、前項の呼出があった場合には、ゲノム棟１階入口に来訪者を直接出迎えるものとする。 
3  利用者は、来訪者にゲノム棟内の機器等を使用させてはならない。ただし、事前にＲＡセンター又
は日高ブランチ部門長が必要と認めた場合は、この限りでない。 

 
（事故補償） 
第１８条 ＲＡセンター及び中央研究施設は、ゲノム棟内に設置する機器及び設備の故障、停電、事故
又は盗難により利用者に損害が生じた場合であっても一切の補償を行わないものとする。 

２ ゲノム棟内に設置する機器及び設備について利用者の故意又は過失により損害を与えた場合は、利
用者が弁償し、速やかに原状に復するものとする。 

 
（雑則） 
第１９条 この内規に定めるもののほか、リサーチパーク及び関係施設の利用に関し必要な事項は、別
に定める。 

 
 

附 則 

  この内規は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

 
 



                             年  月  日 
学校法人埼玉医科大学 理事長 殿 

                 （住所） 
                                  （氏名又は名称）     
                                    法人にあっては 
                  代 表 者 氏 名    印  

 
 

リサーチパーク入居申請書 
 
 
埼玉医科大学リサーチパーク利用規則に基づき、別添事業計画の目的により下記のとおり申請します。 
 

記 
１．入居目的 
 
 
 
２．入居希望期間   年  月  日から   年  月  日まで 
  ※入居期間は 3 年を上限とします。 
 
 
３．入居希望物件 
 □ ラボ１  □ラボ２  □ラボ３  □ オフィス１  □ オフィス２  □ オフィス３ 

 
□ 貸付設備の利用希望 （ 有 ・ 無 ） 
 
 
 

４．その他（要望等） 
 
 
 
 
 
 

以上 
 
※様式の記載欄は、適宜拡充してご記入ください。 
※入居申請書ならびに事業計画を参考のうえ、入居の可否を決定いたします。 
 



（別添）事業計画 
１．本学教員との共同研究 

① 担当教員名 
 
② 課題名 
 
③ 研究期間       年 月 日 ～      年 月 日 
 
④ 研究経費                    円 

 
２．入居申請者の概要 
（１）概要（直近 3 カ月以内の全部事項証明書写しの提出をお願いいたします。） 

① 所在地 〒 
 

② 名称及び代表者名 
 

③ 資本金       千円 
 

④ 設立      年  月 
 

⑤ 入居責任者 
  ・役職・氏名 

・連絡先 TEL        FAX 
         Email: 
  ⑥ 利用者数   名 
 
（２）沿革・事業内容（会社概要等資料を添付ください。） 
 
 
２．事業計画 
（１）施設内で行う研究・実験または事業等の内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（２）基本となる技術の内容と特色（独創的な点、競合企業との比較、強み等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）事業目標 

①目標及び事業計画（  カ年） 
 
 
 
 
 
 
 
② 将来展望（事業計画等） 
 
 
 
 
 
 

（４）大学や企業等との連携 
①これまでの実績(共同研究等） 
 ※機関名、研究内容、実績等を記入ください。 
 
 
 
 
 
②将来展望等（継続中の場合） 
 
 
 
 
 



埼玉医科大学リサーチパーク賃貸借契約書 
 
賃貸人 学校法人埼玉医科大学（以下「甲」という。）と賃借人〇〇（以下「乙」という。）

は、以下のとおり賃貸借契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（賃貸借物件） 

第１条 賃貸借物件（以下「本物件」という。）は、別紙契約要項（１）に定めるとおりと

する。 

 

（使用目的） 

第２条 乙は、事前に甲に提出した利用申請書に記載の研究・実験又は事業等以外に本物件

を使用してはならない。 

 

（環境条件） 

第３条 乙は、研究・実験及び事業等により生ずる排水、排気、産業廃棄物の処理等に際し、

法令を遵守し、自己の責任においてこれを行い、環境の保全及び公害発生の防止等に万全

の措置をとらなければならない。 

２ 乙は、本物件の使用において労働安全衛生法等関連法令を遵守し、安全管理に努めなけ

ればならない。 

 

（賃貸期間） 

第４条 本契約の契約期間は、別紙契約要項（２）に定めるとおりとする。 

２ 本契約の契約期間について変更をする場合は、甲又は乙から前項期間満了３ヵ月前ま

でに相手方に対し書面により意思表示をし、協議の上別に定める。 

 

（期間内解約） 

第５条 乙が、前条期間内に契約の一部又は全部を解約しようとする場合には、解約日の３

ヵ月前までにそれぞれ甲に書面をもって予告しなければならない。但し、乙はこの予告に

かえて、第６条に定める賃料の３ヵ月分相当額を甲に支払い即時解約することができる。 

 

（賃料） 

第６条 賃料は、別紙契約要項（３）に定めるとおりとする。 

２ 甲は、契約開始月より、毎月５営業日以内に、乙に対して、賃料に関する請求書を発行

し、乙は、当該請求書に基づき、毎月２５日までに翌月分の賃料を甲が指定する銀行口座

に振り込む方法により支払うものとする。なお、契約開始月分の賃料に限り、翌月分に加

算して当月の２５日までに支払うものとする。ただし、振込手数料は乙の負担とする。 

３ 使用開始のあった月又は使用が終了した月の日数が１か月に満たない場合は、１か月

を３０日とした日割計算によるものとする。 

４ 前項の規定により計算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

るものとする。 

５ 甲は、甲乙別途協議の上、合意した場合に限り、本契約更新の際に、賃料を改訂するこ



とができる。ただし、第４条の契約期間内であっても、公租公課の増減、法令の改定、諸

物価の高騰等経済事情の変動、施設の改造、その他負担の増減により賃料が著しく不相当

となった場合には、その改訂を乙と協議することを請求できるものとする。 

 

（その他諸費用） 

第７条 乙は、第６条に定める賃料の他、下記の諸費用を負担する。 

(１）乙の専用に供する通信料、乙の事業により排出される廃棄物処理費用 

(２）甲乙協議のうえ、乙が負担することを合意した費用   

２ 前項の諸費用の内、乙が直接業者に支払うものの他は、甲において金額を算出の上、乙

に請求する。 

３ 甲は、契約開始月より、毎月５営業日以内に、乙に対して、本条に定める諸費用に関す

る請求書を発行し、乙は、当該請求書記載に基づき、乙は毎月２５日までに前月分の費用

を甲が指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。ただし、振込手数料等

は乙の負担とする。 

 

（遅延損害金） 

第８条 乙が賃料その他本契約に基づく甲への債務を所定の期日までに履行しない場合に

は、乙は履行を遅滞した期間につき年１０％の割合の遅延損害金（日割計算により算出）

を加算して甲に支払わなければならない。 

 

（内部造作） 

第９条 乙が本物件の現状を変更する工事を行う場合には、予め甲の承諾を得た上、甲が指

定又は承諾した事業者を使用し、甲の管理、指示に従って施工するものとする。 

２ 乙が甲の承諾なしに施工した場合には、甲の指示により、乙の負担において速やかに現

状に復さなければならない。 

３ 乙の原状変更等が、建築基準法、消防法その他関連法規の変更により不都合が生じた場

合、あるいは、関係官庁の指導を受けた場合には、乙の責任と費用負担で直ちに改善する

ものとする。但し、現状変更等が、甲の指定する事業者による場合は甲乙協議のうえ、改

善するものとする。 

 

（修理費の分担） 

第１０条 本建物の主体構造部及び主体設備の維持保全に必要な修理費及び本物件内の建

具類、天井及び壁の塗装、床の張替、ガラス、その他の付属品の修繕交換等、本物件の使

用に必要な修理費は甲の負担とする。 

 

（通知義務） 

第１１条 本物件につき、修理を要する箇所及び瑕疵を発見したときは、乙は直ちに甲に通

知しなければならない。 

 

（禁止事項） 

第１２条 乙は、以下の行為をしてはならない。 

（１）賃借権の一部又は全部を第三者に譲渡し、若しくはこれを担保の用に供すること。 



（２）甲が承諾した場合を除き、本物件の一部又は全部を第三者に転貸し、若しくは名義の

如何を問わず第三者に使用させること。 

（３）その他建物の維持保全を害すること。 

 

（利用規則） 

第１３条 乙は、甲が建物内外の環境保全及び管理のために定めた利用規則を遵守しなけ

ればならない。 

２ 行政指導、法令の改正等により利用規則等の変更が必要となった際には、甲乙協議のう

え、変更内容を確認し、甲は管理上必要な規則を作成又は変更し、乙に通知した、乙はこ

れを遵守しなければならない。 

 

（貸室への立入） 

第１４条 甲又は甲の使用人若しくは第２１条の管理人は、本建物の管理・保全、環境保持、

衛生管理、防災、防犯、救護等のため、乙に事前通知の上、乙の営業時間内に限り、本物

件内に立入り、必要な措置を講ずることができるものとする。但し、緊急やむを得ない場

合には、甲又は甲の使用人若しくは第２１条の管理人は、事前通知なく本物件内に立入る

ことができるが、この場合には事後直ちに乙に事情を報告するものとする。 

 

（損害賠償） 

第１５条 乙が本契約その他の付帯規則の各条項に違反し、甲に損害を与えた場合には、乙

はこれを賠償しなければならない。 

２ 乙又は乙の使用人、請負人、その他乙の関係者が、本物件、本建物、及び本建物にかか

わる甲所有の設備、造作等に汚損、破損等の損害を生じさせた場合には、乙は遅滞なくそ

の旨を甲に連絡するとともに、乙の費用をもって速やかに原状に復さなければならない。

甲が原状に復したときには、乙はその費用を弁償しなければならない。回復されない甲の

損害がある場合には、乙はこの損害を賠償するものとする。 

３ 乙又は乙の使用人、請負人、その他乙の関係者が、排水、騒音、振動など により、甲

若しくは他の賃借人又は第三者及び敷地外の環境に損害をおよぼした場合には、乙は遅

滞なくその旨を甲に連絡するとともに、乙の責任においてその一切の損害を賠償しなけ

ればならない。 

 

（貸室、共用部分の一時使用停止） 

第１６条 甲は本建物の増築、改築や補修、改装、設備の更新等本建物の維持保全上の必要

により工事、点検等を行うために、乙に対する事前の書面による通知の上で、本物件又は

共用部分の一部の使用を停止することができる。 

 

（免責） 

第１７条 次の各号の事由により乙が被った損害について甲はその責を負わないものとす

る。 

（１）地震、火災、風水害、落雷その他の不可抗力により生じた損害 

（２）甲の責に帰すことができない付属設備の故障、偶発的事故若しくは盗難紛失等 

（３）法令又は官公署の指示、指導があった場合、これに従いその結果生じた損害 



２ 前項の他、第１６条の一時使用停止の場合においても、乙は甲に対して損失補償等を一

切請求できないものとする。但し、甲の故意又は過失による一時停止の場合はこの限りで

はない。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第１８条 乙は、以下の各号の一に該当しないことを表明・保証し、甲は、乙が各号の一に

該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、何らの催告を要せずに本契約の

全部又は一部を解除することができる。 

（１）乙が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社    

会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）であること、又は反社会的勢力であったこと。 

（２）乙の役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢 

力であったこと。 

（３）乙の親会社、子会社（いずれも会社法の定義による。以下同じ。）又は本契約等の履 

 行のために使用する委託先その他第三者が前二号のいずれかに該当すること。 

２ 甲は、以下の各号の一に該当する場合、何らの催告を要せずに本契約の全部又は一部を

解除することができる。 

（１）乙（乙の役員若しくは実質的に経営を支配する者を含む。以下第２号から第４号にお

いて同じ。）が甲に対して脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は甲

の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。 

（２）乙が偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害すること。 

（３）乙が第三者をして前二号の行為を行わせること。 

（４）乙が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。 

（５）乙の親会社、子会社又は本契約等の履行のために使用する委託先その他第三者（これ

らの役員又は実質的に経営を支配する者を含む。）が前四号のいずれかに該当する行為を

行うこと。 

３ 甲は、前二項により本契約を解除する場合には、実際に生じた損害の賠償に加えて、違

約金として解除部分に相当する契約金額の１００分の１０に相当する金額の支払いを乙

に求めることができ、乙は、甲の定める期限までにこれを支払わなければならない。 

 

 

（解除） 

第１９条 乙につき以下の各号に該当するときは、甲は、催告等何らの手続きを行わず、本

契約を解除することができる。 

（１）乙が賃料を３ヵ月以上支払わず、甲が催 

告をしたにも関わらず、１４日以内に支払をしなかったとき。 

（２）乙が賃料等の支払いを度々遅延し、甲乙間の信頼関係が完全に失われたとき。 

（３）正当な理由なく引き続き３ヵ月以上本物件を使用しないとき。 

（４）他の賃借人の占用使用に著しい妨害を与えたとき。 

（５）本契約及び利用規則等の甲が定めた管理上必要な規則の各条項に違反し、甲が１４日

以内に当該違反を是正しないとき。 

（６）仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分又は支払い停止の状態になったとき。 

（７）破産、会社整理、会社更生、民事再生等の申し立てを受け、又は自ら申し立てをした  



とき。 

（８）主務官公庁からの禁止若しくは営業停止処分を受け、又は自ら廃止、解散等の決議を  

したとき。 

（９）第２３条第１項における法人実体の変動が著しく甲の信用を傷つける恐れがあるか、 

又は第１２条第１項および第１２条第２項と同視すべき行為に当たると甲が認めたとき。 

（１０）第２３条第２項に違反したとき。 

（１１）前各号に準ずる事由により、甲が本契約を継続しがたいと認めたとき。 

 

（明渡し） 

第２０条 契約期間の満了、解約、解除、その他の事由により、本契約が終了する場合には 、

乙は速やかに、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状に回復させた

上、本契約の終了日までに甲に明渡さなければならない。この際、乙は本物件内に付設し

た造作、設備、その他乙の費用をもって設置した物件、備品等をその責任と負担において

収去しなければならない。 

２ 本契約終了までに乙が本物件を原状に復さないときは、甲は乙の負担において、乙及び

第三者の設備、備品等の所有物の処分を含む原状回復工事を行うことができるものとす

る。この場合の明渡し完了の日は、甲の工事が終了した日とする。 

３ 本契約終了までに乙が本物件を明渡さないときは、その理由の如何にかかわらず、乙は

明渡しが完了するまでの間、その賃料及び第７条に定める諸費用の他に賃料相当額の違

約金を甲に支払う。 

４ 乙は、本物件の明渡しに際し、その事由、名目の如何を問わず、本物件内の造作、設備

等について支出した費用や移転料、立退料、営業権等の権利金等一切の費用を甲に請求し

ないことはもちろん、本物件内に乙の費用をもって施設した造作、設備等の買取りを甲に

請求できない。但し、甲の責めに帰すべき事由はこの限りではない。 

 

（管理人の指定） 

第２１条 甲が本建物を第三者に管理させる場合には、甲は、その旨を乙に通知し、乙はそ

の管理人の指示に従わねばならない。 

 

（善管注意義務） 

第２２条 乙は本物件及び本建物の共用部分を、善良なる管理者の注意をもって使用しなけ

ればならない。 

 

（代表者、商号、研究・事業内容等の変更） 

第２３条 乙は、その代表者、商号の変更又は法人の実体に変動をきたしたときは、直ちに

その内容を書面をもって甲に通知しなければならない。 

２ 乙は、第２条に基づき甲の承認を得た利用申請内容を変更しようとする場合には、事前

にその内容を書面をもって甲に通知し、再度甲の承認を得なければならない。 

 

（裁判管轄） 

第２４条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の

専属的合意管轄裁判所とする。 



（協議事項） 

第２５条 本契約に定めのない事項又は各条項の解釈に疑義を生じた場合には、甲乙ともに

誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。 

 

 

上記本契約を証するため、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。 

  

 

年  月 日 

 

甲 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷３８番地 

学校法人埼玉医科大学 

理事長 丸木 清之 ㊞ 

 

 

乙（入居者） 

（住所） 

 

（氏 名） 

 

                ㊞ 

  

  



契 約 要 項 

 

 

 

（１）物件の表示 

物件名 埼玉医科大学ゲノム医学研究センター棟 

所在地 埼玉県日高市山根１３９７－１ 

 構 造 鉄筋コンクリート造り６階建て 

貸室名 リサーチパーク                  

 

 

（２）契約期間   年  月  日から  年  月  日まで 

 

 

（３）賃料 

                 月額賃貸料 金額  円（消費税別）／月 
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