名古屋市 ○○歩道橋 ネーミン グライ ツパ ートナー契約書 （案 ）
名古屋市(以 下｢甲｣という 。)と○ ○○ ○（ 以下｢乙｣とい う 。)は 、甲の 所有
する歩道 橋に関して 、ネーミ ング ライツ パートナ ー制 度を導 入するた めに 、
以下のと おり契約(以下｢本契約｣と いう 。)を締結す る。
（本契約 の目的）
第1条

本契約は 、 民間の資金を活 用し て道路施設の持 続可 能な維持 管理を

行うとと もに 、企業の地域貢 献の 場とし てご活用 いた だくこ とを目的 とす
る。
（ネーミ ングライツ パートナ ー）
第2条

本契約に基 づき、甲が乙に 提供 するネーミング ライ ツパート ナー(以

下｢パートナー｣という。)の権利 は、次 のとおり とする 。
(1) 乙は、対象とな る歩道橋の桁部 分に 企業名、商品名(企 業 ロゴの使 用も
可能)などの 愛称を標示する ことが でき る。この 場合、乙の 定める歩 道橋の
名称は愛 称とし 、歩道橋の正 式名称 は変 更しない 。
(2) 乙はパート ナーであるこ とを、乙の 管理する 媒体(ホー ムページ 、出版
物等)で表示 することができ る。
（契約期 間）
第3条

本契 約によるパート ナー期 間は 、令和○年 ○月 ○日 から令和○年○ 月

○日まで とする 。
（ネーミ ングライツ の付与）
第4条

甲は乙に対 して、下 表の歩 道橋 のネーミ ングラ イツ を付与す る。

対象施設
○○歩道 橋
2

所

在

名古屋市 ○○区 ○○ 町

愛
○○○○

称

○○ 歩道 橋

本契約 に基づ き、乙はネーミ ングラ イツパー トナ ー料と して、前 条に 規
定する期 間中 の 1 ヶ月につき 金○○ ，０ ００円(消費 税及び 地方消費 税は別
途)を甲に支払うも のとする 。

3

乙は、 前項に 定めるネーミン グライ ツパート ナー 料を、 甲が発行 する 帳
票により 、次表 の支払期限ま でに納 付す るものと する。
期

間

支 払 期 限

令和○年 ○月○ 日～令和 3 年 3 月 31 日 分

令和○年 ○月末 日

令和 3 年 4 月 1 日～ 令和 4 年 3 月 31 日 分

令和 3 年 4 月末 日

令和 4 年 4 月 1 日～ 令和 5 年 3 月 31 日 分

令和 4 年 4 月末 日

令和 5 年 4 月 1 日～ 令和 6 年 3 月 31 日 分

令和 5 年 4 月末 日

4

乙が、 前項に 規定する日まで にネー ミングラ イツ パート ナー料を 納付 し
ないとき は、 甲は、遅延日数 に応 じ、ネ ーミング ライ ツパー トナー料 に名
古屋市契 約規則（昭 和 39 年名古 屋市規 則第 17 号）第 33 条 第 1 項に 規定す
る割合を 乗じて 得た額を延滞 金とし て徴 収する。

5

第 3 条に 規定す る期間中に消費 税法（昭和 63 年 法律 第 108 号）等の改 正
等によっ て消費 税等の税率に 変動が 生じ た場合に おける第 2 項の消費 税及
び地方消 費税 の額については 、当 該変動 後の税率 に基 づいて 計算する もの
とする。 この 場合において、 当該 変動後 の税率に よっ て算定 した額と 既納
の額との 差額 の支払い等の方 法に ついて は、別に 甲及 び乙が 協議して 定め
る。

（愛称の 標示）
第5条

乙は、本契 約に基づ き、道 路法 （昭和 27 年法律 第 180 号）第 24 条

の承認を 受け 、歩道橋に愛称 を標 示する ことがで きる 。愛称 を標示す る費
用は、乙 の負担 とする。
2

愛称標示 の施工 時期は令和○年 ○月 1 日以降と する。

3

パートナ ー契約 終了時は、第 1 項同 様乙が道 路法 第 24 条の承認 を受け 、
自らの費 用負担 により標示を 消去す るも のとする 。

4

乙が標 示でき る愛称のデザイ ンは別 図のとお りと し、詳 細につい ては 甲
乙協議の 上、こ れを決定する 。

5

乙は前 項で定 める愛称のデザ インを 基本とし て、 具体的 な標示場 所、 サ
イズ、色 彩等 について甲と協 議の 上で決 定し、契 約後 すみや かに甲に 図面
を提出す るもの とする。

6

標示は、 甲に帰 属するものとす る。

7

乙が標 示部分 の汚損等で清掃 等が必 要と判断 した 場合は 、甲と協 議し た
うえで、 道路法 第24条の承認を受け 、清 掃等を実 施する こと ができる 。

8

天災、事故その他の事由に より歩 道橋 が損傷し、判別不 能 となった 場合、
乙は、 第 1 項の 定めにより愛 称を再 度標 示するこ とがで きる 。

9

甲が、 歩道橋 の修繕工事等を 行うこ とにより 、標 示が歩 道橋の外 部か ら
判読でき ない 状態となる場合 は、 当該判 読できな い期 間につ いては、 ネー
ミングラ イツ パートナー料を 徴収 しない 。この場 合に おいて 、当該期 間の
ネーミン グラ イツパートナー 料を 既に徴 収してい る時 は、当 該期間に 係る
金額につ いて、 乙はその返還 を請求 する ことがで きるも のと する。

10

甲の故意 または過失によ り標 示が契 約期間内 に消 去等（ 汚損を含 む。）

された場 合に おける、当該期 間に 係るネ ーミング ライ ツパー トナー料 の取
り扱いに ついて は、前項の規 定を準 用し て行うも のとす る。
11

前2項 の場合 における愛称の 再度の 標示又は 清掃 は、甲 の責にお いて 行

うものと する。
12

甲の故意 または過失によ り、 歩道橋 が契約期 間内 に撤去 等された 場合 、

乙は、甲 に対し て、損失補償 を請求 する ことがで きる。

（愛称の 変更）
第6条

乙は 、愛称 を変更しようとす る場 合は、あ らかじ め甲 と協議し 、新た

に使用す る愛 称及び変更の時 期等 につい て、甲の 同意 を得な ければな らな
い。
2

前項に定 める変 更に伴い要する 一切 の経費は 、乙の 負担 とする。

（愛称の 市民周知）
第7条

甲は、歩道 橋 のネーミングラ イツ パートナーに対 する 市民への 周知と

理解を図 るため 、愛称の普及 及び定 着に 努めるも のとす る。
（本契約 の期間満了 ）
第8条

乙は 、本契約の期間 が満了 する 日（以 下こ の条に お いて「 満了 日」と

いう。）の翌 日以降 に おいて、本契約 の効 力を延長 しよう とす るときは 、本
契約の最 終年度 の9月30日までに、甲に 対して必 要な事 項を 通知する ものと
する。
2

前項の 通知に もとづいて、契 約の延 長をする 場合 、契約 の内容は 本契 約
第4条第1項及び 第2項と同じ ものと する 。ただし 、甲乙 が協 議を行い 、甲が
認める場 合にお いてはこの限 りでは ない 。

3

第 1項 に 定 め る 通 知 が な い 場 合 又 は 前 項 に 定 め る 協 議 が 本 契 約 の 最 終 年
度の10月31日までに不調とな った場 合に は、本契 約は、第3条 に定める 期間
の末日を もって 終了する。

4

前項の 規定に 基づき本契約を 終了す る場合は 、乙 は、第 5条第3項に定 め
るところ により 、すみやかに 原状に 回復 するもの とする 。

5

甲の指 示によ る場合その他乙 の責に 帰さない と認 められ る場合を 除き 、
乙が第 3 条に定める契約期間の満了 日ま でに前項 に定め る原 状回復を 完了
しない場 合は、 甲は乙に対し て、 第 4 条 第 2 項 で定め る月額 のネーミ ング
ライツパ ートナ ー料に超過し た期間 の月 数（1 ヶ月に満 たな い期間は 1 ヶ
月とみな す。）を掛け た金額を 請求す るこ とができ るもの とす る。この 場合
において 、乙 は甲の指定する 日ま でに甲 の請求す る金 額を支 払わなけ れば
ならない 。

（知的財 産権の無償 使用）
第9条

乙が、愛称に 関して知的財産 権（ 知的財産基本法（ 平 成14年法律第122

号）第2条第2項に規 定する権 利をい う。）を取得し た場合 にお いては、乙 は、
甲がこれ を無償 で使用するこ とを認 める 。
2

前項に 定める 知的財産権の無 償使用 に関する 具体 的な条 件につい ては 、
甲乙の協 議によ り別途定める ものと する 。

（損害賠 償）
第10条

甲及び乙は 、その責めに帰 すこ とができない事 由に よる場合 を除き 、

本契約を 履行 しないため又は 履行 に瑕疵 があり、 相手 方に損 害を与え たと
きは、そ の損害 を賠償しなけ ればな らな い。
（契約解 除権）
第11条

甲又は乙の いずれか が、 正当な 理由なく 本契 約に定 める義務 を履 行

しないと きは、 その相手方は 本契約 を解 除するこ とがで きる 。
2

乙につ いて、 法令違反等の不 正行為 、公序良 俗に 反する 行為とし て本 契
約の継続 が困 難な状況が発生 した と甲が 判断した とき は、甲 は本契約 を解
除するこ とがで きる。

3

前2項に定め る契約解除を 甲が行 った ときは、乙は当 該解 除の日を 含む契
約年度に 係る契 約金額の返還 を請求 する ことがで きない 。

4

前項の場 合にあ っては、第8条第4項 の規定を 準用す る。

（有益費 の放棄）
第12条

本契約が終 了したと き（ 甲が前 条に定め る解 除権を 行使した とき を

含む。）は、乙は乙の支出した有益費 及び 必要費等 があっ ても これを甲 に請
求するこ とはで きない。
（権利義 務の譲渡等 の禁止）
第13条

乙は、本契 約により 生じ る権利 及び義務 を第 三者に 譲渡し、 若し く

は継承さ せ、又 はその権利を 担保に 供し てはなら ない。
2

前項に対 する違 反があった場合 には 、甲は第11条第1項 に 基づき契 約を解
除できる 。

（疑義に 関する協議 ）
第14条

本契約の内 容に関し 、疑 義が生 じた場合 には 、甲乙 の協議に より 解

決するも のとす る。
（裁判管 轄）
第15条

本契約に関 して紛争 が生 じた場 合は、名 古屋 地方裁 判所を専 属的 管

轄裁判所 とする 。

本契約の 締結 を証するため、 本書2通 を 作成し、 双方 記名押 印の上、 各1通
を保有す るものとす る。
令和○年 ○月○日

(甲 )

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号

名古屋市

○○○○

代表者 名古屋市長

河

村

(乙 ) 名古屋市○○区○○町○○

たかし

○○○

○○

○○

