
土地貸付契約書 

 

貸付人富山県（以下「甲」という。）と借受人●●●（以下「乙」という。）との間に、土地の賃貸借

につき、次の条項により契約を締結する。 

 

（貸付物件） 

第１条 甲は、次に掲げる土地（以下「貸付物件」という。）を乙に貸し付け、乙は、これを借り受ける。 

施設名称 所在地 
貸付箇所 

(別紙図面のとおり) 
貸付面積 

自動販売機

設置台数 

富山県立図書館外部 
富山市茶屋町

２０６－３ 
南側 1.70 ㎡ 1 台 

（使用目的等） 

第２条 乙は、貸付物件を、自動販売機設置場所として使用するものとし、この用途（以下「指定用

途」という。）以外に使用してはならない。 

２ 乙は、貸付物件を指定用途に供するにあたっては、別紙「仕様書」の内容を遵守しなければならない。 

（貸付期間） 

第３条 貸付期間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までとする。 

２ この契約については、民法（明治29年法律第89号）第604条の規定の適用はないものとし、前項に定

める期間（以下「貸付期間」という。）の満了により終了し、更新（更新の請求及び土地の使用の継続

による更新を含む。）又は貸付期間の延長は行われないものとする。 

（貸付料） 

第４条 貸付料は、年額金●●●円とする。 

２ 乙は、前項に定める貸付料（以下「貸付料」という。）を、年度毎に甲の発行する納入通知書により

指定の期日までに指定の金融機関に支払わなければならない。 

 （電気料） 

第５条 乙は、この契約に基づき設置した自動販売機に係る電気の使用量を計る専用メーターを設置しな

ければならない。 

２ 甲は、施設全体の電気使用料（基本料金を含む。）に基づき、当該月の専用メーターの表示する使用

量から電気料を計算するものとする。 

３ 乙は、前項の電気料を、３ヶ月毎に甲の発行する納入通知書により指定の期日までに指定の金融機関

に支払わなければならない。 

（遅延利息） 

第６条 乙は、第４条第２項及び前条第３項に定める期日までに貸付料及び電気料を支払わないときは、

当該期日の翌日から支払った日までの日数に応じ、その未払額について年14.6パーセントの割合で計算

した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。 

（契約不適合責任） 

第７条 乙は、この契約締結後、引き渡された貸付物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合

しないものであることを発見した場合においても、貸付物件の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡

しによる履行の追完請求、貸付料の減免又は損害賠償の請求をすることができないものとする。 

（譲渡及び転貸の禁止） 

第８条 乙は、この契約により生ずる権利を譲渡し、又は貸付物件を転貸してはならない。 



（貸付物件の維持管理等） 

第９条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 

２ 乙は、甲が貸付物件の維持管理上必要と認める指示をした場合は、これに従わなければならない。 

３ 貸付物件の維持管理に要する費用は、乙の負担とする。 

４ 乙は、貸付物件の維持管理のために甲が行う工事により貸付物件の全部又は一部を使用できない場合

においても、甲に対し、損失補償その他一切の請求をしないものとする。 

５ 甲は、災害その他の甲の責めに帰することのできない事由により乙が被った損害の責めを負わないも

のとする。 

（貸付物件の現状変更） 

第10条 乙は、貸付物件の現状を変更しようとするときは、あらかじめ書面により甲の承認を受けなけ

ればならない。この場合において、当該変更に要する費用は、乙の負担とする。 

（通知義務） 

第11条  乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失し、又は損傷した場合は、直ちに甲にその状態を通知し

なければならない。 

（実地調査等） 

第12条  甲は、貸付物件について、随時、実地に調査し、又は所要の報告を求めることができるものと

する。この場合において、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。 

（違約金） 

第13条  乙は、第２条又は第８条から前条までに定める義務に違反したときは、違約金として 

金（貸付料の１年分に相当する額）円を甲に支払わなければならない。 

２ 次の各号に揚げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。 

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）の規定によ

り選任された破産管財人 

(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154号）の規

定により選任された管財人 

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225号）の規

定により選任された再生債務者等 

３ 第１項に定める違約金は、第17条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

(契約の解除) 

第 14 条 甲は、乙がこの契約に定める義務（以下この条において「債務」という。）を履行しないとき

は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除すること

ができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照

らして軽微であるときは、この限りでない。 

２ 甲は、国又は甲その他の地方公共団体において、貸付物件を公用又は公共用に供する必要が生じたと

きは、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の５第４項の規定に基づき、この契約を解除する

ことができる。 

３ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、第１項の催告をすることなく、直ちにこの契約を

解除することができる。 

(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。 

(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示

した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 



(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約

をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 

(5) 前号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第１項の催告をしても契約をした目

的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

(6) 第８条の規定に違反したとき。 

(7) 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員（乙が支店若しく

は事業所である場合にはその代表者を含む。）をいう。以下この条において同じ。）が、暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員

（以下この条において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

(8) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下この条において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(9) 役員等が自己、自社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加える目的をも

って、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。 

(10) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若し

くは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

(11) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

(12) 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用しているとき。 

(13) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第49条に規定する排除措置命令を行った場

合において、当該排除措置命令が確定したとき。 

(14) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第62条第１項に規定する納付命令を

行った場合において、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第２

項の規定により取り消された場合を含む。）。 

(15) 乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人）について刑法（明治40年法律第45号）第96条

の６又は第198条による刑が確定したとき。 

(16) 前各号のほか、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。 

４ 甲は、第１項又は前項の規定による契約の解除により乙が損失を被った場合においても、その損失を

補償しないものとする。 

 （返還） 

第15条 乙は、貸付期間が満了した場合又は前条の規定によりこの契約が解除された場合は、貸付物件を

直ちに原状に復して返還しなければならない。ただし、甲が原状回復の義務を免除した場合は、この限

りでない。 

（貸付料の返還） 

第16条 甲は、第14条第２項の規定によりこの契約が解除された場合は、既納の貸付料のうち、乙が貸付

物件を甲に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割り計算により返還する。 

２ 甲は、第14条第１項又は第３項の規定によりこの契約が解除された場合は、既納の貸付料は返還しな

い。 

（損害賠償） 

第17条 乙は、その責めに帰する事由により貸付物件の全部又は一部を滅失し、又は損傷したときは、そ

の損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、貸付物件を原状に復し

た場合は、この限りでない。 

２ 乙は、この契約に関して第14条第１項又は第３項のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解



除するか否かを問わず、その損害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、

次に揚げる場合は、この限りではない。 

(1) 第14条第３項第13号又は第14号に該当し、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占

禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和57年公正取引委員会告示第15号）第６項に規

定する不当廉売に該当するときその他甲が特に認めるとき。 

(2) 第14条第３項第15号に該当し、刑法第198条の規定による刑が確定したとき。 

３ 前項の規定は自動販売機が設置された後においても適用する。 

４ 第１項本文の場合のほか、乙がこの契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、

その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 

（有益費等の請求権の放棄） 

第18条 乙は、貸付期間が満了した場合又は第14条第１項若しくは第３項の規定によりこの契約を解除さ

れた場合において、貸付物件の改良のために支出した金額その他の有益費があり、その価格の増加が現

存する場合においても、これを甲に請求しないものとする。 

２ 乙は、この契約が終了した場合において、第10条の規定による甲の承認の有無にかかわらず、貸付物

件に付加した造作の買取りを甲に請求しないものとする。 

（信義則等） 

第19条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

２ 乙は、貸付物件が県有財産であることを常に考慮し、適正に使用するよう留意しなければならない。 

３ この契約に関し疑義がある事項又はこの契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の

うえ定めるものとする。 

 

この契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通を保有す

るものとする。 

 

令和●年●月●日 

 

甲 貸付人 富山市新総曲輪１番７号 

      富 山 県 知 事         新 田 八 朗 

 

 

乙 借受人 ●●● 

●●● 

●●● 



 

仕 様 書 

 

１ 機器設置の条件 

省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 

 

２ 販売品目の条件 

（１）販売品目は、清涼飲料水、牛乳等の飲料とし、酒類・たばこの販売を行わないこと。ま

た、缶又はペットボトルなどの密閉式の容器とすること。 

（２）販売価格は、標準小売価格以下の価格とすること。 

 

３ 維持管理責任 

（１）商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品の賞味期

限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 

（２）自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボック

スを必要数設置すること。 

（３）回収ボックスに収納された容器は、自社他社製品持ち込み等問わず回収しリサイクルす

るとともに、回収ボックス周辺の清掃を行うこと。併せて、本庁舎敷地内に県が設置する

集積場からの使用済み容器の回収・リサイクルについても、他の本庁舎内設置事業者と協

議のうえ行うこと。 

（４）販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、甲の指示に従うこと。 

（５）関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、

遅滞なく手続き等を行うこと。 

（６）自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置し、転

倒防止対策を行うこと。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。 

（７）自動販売機の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、乙の責任において対応す

ること。 

 

４ 売上状況の報告 

  設置した自動販売機ごとの売上本数及び売上金額を、次に定めるとおり、甲に対し書面に

より報告すること。 

区 分 報 告 期 限 

４月～６月 ７月 31 日 

７月～９月 10 月 31 日 

10 月～12 月 １月 31 日 

１月～３月 ４月 30 日 

 

 

 


