
岡山市保有地定期借地権設定契約書（案） 

(※ 必要に応じて条項を調整することがあります) 

 

賃貸人岡山市（以下「甲」という）と賃借人○○○○（以下「乙」という） 

とは、次のとおり、借地借家法第２３条１項の定期借地権設定契約（以下「本

契約」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本契約の対象とする土地は別紙目録（1）記載の土地（以下「本件土地」

という）とし、乙はこれを○○○事業の用に供する別紙目録（2）に記載する

建物を所有及び運営する目的をもって借り受ける。 

 

（賃貸借期間、更新の不可及び建物買取請求の禁止） 

第２条 本契約期間は、平成○○年○月○日から平成○○年○月○日まで○○

年間とし、これを更新（期間満了時の更新の請求及び土地の使用の継続によ

るものを含む）及び建物の築造による期間の延長をすることができない。 

２ 乙は甲に対し、期間満了時、建物買取りの請求をすることができない。 

 

（貸付料） 

第３条 月額貸付料は、次のとおりとする。 

岡山市中区さくら住座１番１０３     ㎡（用途     ） 

    円 

岡山市中区さくら住座１番１０３     ㎡（用途     ） 

    円 

２ 前項の貸付料は、原則として契約日から甲の会計年度を基準として３年ご 

 とに甲と乙との協議の上で改定できることとする。 

３ 前項にかかわらず、貸付料が土地価格の変動等により近隣の土地の貸付料

と比較して著しく不相応となった場合又は貸付対象施設に関する補助制度の

変更等の状況の変化があった場合には、市は貸付料を改定することがある。 

４ 貸付料の起算日は、本契約書の締結日とする。起算日が月の途中となった

場合は、その月の貸付料は、日割計算によって算出する。 

５ 貸付料は、乙が、各月末日までに翌３か月分を甲が発行する納入通知書に

より支払うこととする。ただし、契約月分については、甲が別に定める。 

６ 乙が貸付料の延滞をした場合は、年１０％の割合による遅延損害金を付す

こととする。 

 

事業用 



（保証金） 

第４条 本契約上の債務を担保するため、乙は、甲に対し、本契約締結と同時

に、保証金を預託する。 

２ 保証金は、貸付料の１年分に相当する金額とし、これに利息は付けない。 

３ 貸付料の見直しにより、貸付料が増額改定された場合には、改定後の貸付

料をもとに新たな貸付料を算出し、既納の保証金との差額を追加で納付しな

ければならない。 

４ 乙は第１項の保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又はこれに質権等の

担保を設定してはならない。 

５ 甲は、本契約の終了後乙が本件土地を第１３条で定める方法により原状回

復をして完全に明け渡した時において、それまでに生じた乙の甲に対する債

務を控除してなお残額がある場合に、その残額について利息を付さずに乙に

返還するものとする。 

 

（制限行為） 

第５条 乙は、甲の書面による承諾を得なければ、次の各号記載の行為をする

ことができない。  

（1）本借地権の譲渡又は本件土地の転貸 

（2）本件土地上の建物の増改築又は大修繕 

（3）本件土地上の建物又は設備の譲渡、賃貸若しくは担保の設定 

（4）本件土地での第２条記載の事業の経営の委任又は事業の廃止 

（5）建物外での自動販売機等商業設備の設置 

 

（禁止行為） 

第６条 乙は、次の各号記載の行為をしてはならない。 

（1）本件土地への土壌汚染 

（2）本件土地上の建物からの汚水の排出 

（3）本件土地上の建物での事業目的の変更 

（4）騒音、振動等を引き起こし近隣に迷惑をかける行為 

 

（資料の提出等） 

第７条 乙は、甲に対し、毎年６月、９月、１２月及び３月のそれぞれ末日ま

でに、次の各号に掲げるデータを記載した事業報告書（エクセル形式）を甲

に提出しなければならない。ただし、本件土地上の建物における事業に限る

ものとする。 

（1）各施設の利用者数 



（2）各施設の売上高、経費及び収益 

（3）事故等発生状況 

２ 甲は、前項の事業報告書を公表することができる。 

３ 乙は、甲から請求があったときは、甲が開催する会議に参加し、第１項各

号に定めるデータを報告しなければならない。 

４ 乙は、岡山市情報公開条例に基づく開示請求その他報告等の要請を受けた

場合は、甲に協力しなければならない。 

５ 甲は、第１項の事業報告書を、乙が本契約を履行していることの確認のた

めにのみ用いるものとする。 

６ 乙は、住所又は代表者の氏名等法人登記事項上の変更があったときは、登

記簿謄本を添付した上で、速やかに甲に届け出るものとする。 

 

（質問及び資料の提出請求） 

第８条 甲は、前条によってでは、乙が本件土地を契約の目的に従い使用して

いることを確認することができないと判断したときは、乙に対し、その事業

の経営状況若しくは資産の内容に関して質問し、又は会計帳簿、書類その他

乙の事業に関する資料の提出を請求することができる。ただし、資料は本件

土地上の建物を利用した事業に限るものとする。 

２ 乙は、甲から前項の規定に基づく請求があったときは、正当な理由なくそ

の請求を拒んではならない。 

 

（反社会的勢力等の排除） 

第９条 乙は、岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年３月２６日市条例第３

号）第２条に規定する暴力団、暴力団員、関係団体ではないことを表明し、

かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 

２ 甲は、乙が前項に違反し、または乙が次の各号のいずれかに該当したとき

は、何ら催告することなくして本契約を解除することができる。 

（1）乙又は乙の関係者が反社会的勢力等であると認められるとき 

（2）乙が、反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人等であると認

められるとき 

（3）本件土地が反社会的勢力等により使用され、または反社会的勢力等の組

織的な活動の用に供されていると認められるとき 

３ 甲が前項に基づき本契約を解除した場合、乙は解除によって被った乙の損 

 害の賠償を甲に対して請求できないものとする。 

 

（本契約の解除） 



第１０条 乙に次の各号のいずれかが発生したときは、甲は催告を要せず、直

ちに本契約を解除することができるものとする。 

（1）第３条に定める貸付料の支払いを怠り、未払貸付料の額が３か月相当額 

  に達したとき。 

（2）その他、本契約の他の条項に違反したとき。 

（3）甲乙間の「さくら住座併設施設整備運営事業に関する基本協定」に違反

したとき。 

 

（保証金の没収及び損害賠償の請求） 

第１１条 前条により甲が本契約を解除した場合は、第５条の保証金は、甲が

全額没収し、それとは別に、甲は乙に対し損害賠償の請求ができるものとす

る。 

２ 前項の損害賠償額は、本契約の残存期間（ただし、３年間を限度とする。）

に生ずる貸付料の全額（ただし、貸付料の額は解除の日の属する年の課税標

準額に基づくものとする。）及び原状回復費用相当額とする。 

３ 前項の原状回復費用は、第１３条の費用とする。 

 

（違約金） 

第１２条 さくら住座併設施設整備運営事業募集要項（平成２９年１月）等に

記載する事項はじめ基本協定及び本契約に違反した場合には、違約金として、

１年間の貸付料に相当する額を市に支払わなければならない。 

 

（原状回復義務） 

第１３条 乙は、本契約が終了するときは、契約完了時までに本件土地上の建

物を収去し、地中に設置した杭その他の建築資材の残骸のすべて及び土壌を

汚染した場合の汚染等乙が本件土地使用に伴い人為的に加えた物理的な痕跡

の一切を除去して更地の状態にして、甲に引き渡さなければならない。 

２ 前項の引渡しを遅延した場合、乙は甲に対し、引渡しまでの間、第３条に

定める貸付料の１０％に相当する額を損害金として支払うこととする。 

 

（強制執行認諾） 

第１４条 乙は、本契約による金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行

に服する。 

 

（その他の費用） 

第１５条 本契約締結にあたり、公証人に支払う費用については、甲乙は折半



によりこれを負担する。 

 

（裁判管轄） 

第１６条 本契約に関する紛争については、岡山地方裁判所を第一審の管轄裁

判所とする。 

 

（定めのない事項） 

第１７条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本

契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に

協議の上、これを定めるものとする。 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

甲 岡山市北区大供一丁目1番1号 

岡山市         

岡山市長 大森雅夫 

 

 

乙 （借受者） 住所 

氏名 

  



岡山市保有地定期借地権設定契約書（案） 

(※ 必要に応じて条項を調整することがあります) 

 

賃貸人岡山市（以下「甲」という）と賃借人○○○○（以下「乙」という） 

とは、次のとおり、借地借家法第２２条の定期借地権設定契約（以下「本契約」

という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本契約の対象とする土地は別紙目録（1）記載の土地（以下「本件土地」

という）とし、乙はこれを○○○事業の用に供する別紙目録（2）に記載する

建物を所有及び運営する目的をもって借り受ける。 

 

（賃貸借期間、更新の不可及び建物買取請求の禁止） 

第２条 本契約期間は、平成○○年○月○日から平成○○年○月○日まで○○

年間とし、これを更新（期間満了時の更新の請求及び土地の使用の継続によ

るものを含む）及び建物の築造による期間の延長をすることができない。 

２ 乙は甲に対し、期間満了時、建物買取りの請求をすることができない。 

 

（貸付料） 

第３条 月額貸付料は、次のとおりとする。 

岡山市中区さくら住座１番１０３     ㎡（用途     ） 

    円 

岡山市中区さくら住座１番１０３     ㎡（用途     ） 

    円 

２ 前項の貸付料は、原則として契約日から甲の会計年度を基準として３年ご 

 とに甲と乙との協議の上で改定できることとする。 

３ 前項にかかわらず、貸付料が土地価格の変動等により近隣の土地の貸付料

と比較して著しく不相応となった場合又は貸付対象施設に関する補助制度の

変更等の状況の変化があった場合には、市は貸付料を改定することがある。 

４ 貸付料の起算日は、本契約書の締結日とする。起算日が月の途中となった

場合は、その月の貸付料は、日割計算によって算出する。 

５ 貸付料は、乙が、各月末日までに翌３か月分を甲が発行する納入通知書に

より支払うこととする。ただし、契約月分については、甲が別に定める。 

６ 乙が貸付料の延滞をした場合は、年１０％の割合による遅延損害金を付す

こととする。 

 

一般 



（保証金） 

第４条 本契約上の債務を担保するため、乙は、甲に対し、本契約締結と同時

に、保証金を預託する。 

２ 保証金は、貸付料の１年分に相当する金額とし、これに利息は付けない。 

３ 貸付料の見直しにより、貸付料が増額改定された場合には、改定後の貸付

料をもとに新たな貸付料を算出し、既納の保証金との差額を追加で納付しな

ければならない。 

４ 乙は第１項の保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又はこれに質権等の

担保を設定してはならない。 

５ 甲は、本契約の終了後乙が本件土地を第１３条で定める方法により原状回

復をして完全に明け渡した時において、それまでに生じた乙の甲に対する債

務を控除してなお残額がある場合に、その残額について利息を付さずに乙に

返還するものとする。 

 

（制限行為） 

第５条 乙は、甲の書面による承諾を得なければ、次の各号記載の行為をする

ことができない。  

（1）本借地権の譲渡又は本件土地の転貸 

（2）本件土地上の建物の増改築又は大修繕 

（3）本件土地上の建物又は設備の譲渡、賃貸若しくは担保の設定 

（4）本件土地での第２条記載の事業の経営の委任又は事業の廃止 

（5）建物外での自動販売機等外来者向けの商業設備の設置 

 

（禁止行為） 

第６条 乙は、次の各号記載の行為をしてはならない。 

（1）本件土地への土壌汚染 

（2）本件土地上の建物からの汚水の排出 

（3）本件土地上の建物での事業目的の変更 

（4）騒音、振動等を引き起こし近隣に迷惑をかける行為 

 

（資料の提出等） 

第７条 乙は、甲に対し、毎年６月、９月、１２月及び３月のそれぞれ末日ま

でに、次の各号に掲げるデータを記載した事業報告書（エクセル形式）を甲

に提出しなければならない。ただし、本件土地上の建物における事業に限る

ものとする。 

（1）利用の状況 



（2）収入及び支出 

（3）事故等発生状況 

２ 甲は、前項の事業報告書を公表することができる。 

３ 乙は、甲から請求があったときは、甲が開催する会議に参加し、第１項各

号に定めるデータを報告しなければならない。 

４ 乙は、岡山市情報公開条例に基づく開示請求その他報告等の要請を受けた

場合は、甲に協力しなければならない。 

５ 甲は、第１項の事業報告書を、乙が本契約を履行していることの確認のた

めにのみ用いるものとする。 

６ 乙は、住所又は代表者の氏名等法人登記事項上の変更があったときは、登

記簿謄本を添付した上で、速やかに甲に届け出るものとする。 

 

（質問及び資料の提出請求） 

第８条 甲は、前条によってでは、乙が本件土地を契約の目的に従い使用して

いることを確認することができないと判断したときは、乙に対し、その事業

の経営状況若しくは資産の内容に関して質問し、又は会計帳簿、書類その他

乙の事業に関する資料の提出を請求することができる。ただし、資料は本件

土地上の建物を利用した事業に限るものとする。 

２ 乙は、甲から前項の規定に基づく請求があったときは、正当な理由なくそ

の請求を拒んではならない。 

 

（反社会的勢力等の排除） 

第９条 乙は、岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年３月２６日市条例第３

号）第２条に規定する暴力団、暴力団員、関係団体ではないことを表明し、

かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 

２ 甲は、乙が前項に違反し、または乙が次の各号のいずれかに該当したとき

は、何ら催告することなくして本契約を解除することができる。 

（1）乙又は乙の関係者が反社会的勢力等であると認められるとき 

（2）乙が、反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人等であると認

められるとき 

（3）本件土地が反社会的勢力等により使用され、または反社会的勢力等の組

織的な活動の用に供されていると認められるとき 

３ 甲が前項に基づき本契約を解除した場合、乙は解除によって被った乙の損 

 害の賠償を甲に対して請求できないものとする。 

 

（本契約の解除） 



第１０条 乙に次の各号のいずれかが発生したときは、甲は催告を要せず、直

ちに本契約を解除することができるものとする。 

（1）第３条に定める貸付料の支払いを怠り、未払貸付料の額が３か月相当額 

  に達したとき。 

（2）その他、本契約の他の条項に違反したとき。 

（3）甲乙間の「さくら住座併設施設整備運営事業に関する基本協定」に違反

したとき。 

 

（保証金の没収及び損害賠償の請求） 

第１１条 前条により甲が本契約を解除した場合は、第５条の保証金は、甲が

全額没収し、それとは別に、甲は乙に対し損害賠償の請求ができるものとす

る。 

２ 前項の損害賠償額は、本契約の残存期間（ただし、３年間を限度とする。）

に生ずる貸付料の全額（ただし、貸付料の額は解除の日の属する年の課税標

準額に基づくものとする。）及び原状回復費用相当額とする。 

３ 前項の原状回復費用は、第１３条の費用とする。 

 

（違約金） 

第１２条 さくら住座併設施設整備運営事業募集要項（平成２９年１月）等に

記載する事項はじめ基本協定及び本契約に違反した場合には、違約金として、

１年間の貸付料に相当する額を市に支払わなければならない。 

 

（原状回復義務） 

第１３条 乙は、本契約が終了するときは、契約完了時までに本件土地上の建

物を収去し、地中に設置した杭その他の建築資材の残骸のすべて及び土壌を

汚染した場合の汚染等乙が本件土地使用に伴い人為的に加えた物理的な痕跡

の一切を除去して更地の状態にして、甲に引き渡さなければならない。 

２ 前項の引渡しを遅延した場合、乙は甲に対し、引渡しまでの間、第３条に

定める貸付料の１０％に相当する額を損害金として支払うこととする。 

 

（強制執行認諾） 

第１４条 乙は、本契約による金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行

に服する。 

 

（その他の費用） 

第１５条 本契約締結にあたり、公証人に支払う費用については、甲乙は折半



によりこれを負担する。 

 

（裁判管轄） 

第１６条 本契約に関する紛争については、岡山地方裁判所を第一審の管轄裁

判所とする。 

 

（定めのない事項） 

第１７条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本

契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に

協議の上、これを定めるものとする。 

 

 

 

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。 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

甲 岡山市北区大供一丁目1番1号 

岡山市         

岡山市長 大森雅夫 

 

 

乙 （借受者） 住所 

氏名 

 

 


