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土地売買契約書

売主　淡路市（以下「甲」という。）と買主　株式会社イレブンインターナショナル（以下

「乙」という。）との間において、土地の売買に関し、次の条項により契約を締結する。

　　（総則）

第1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。

　　（売買土地及び売買代金）

第2条　甲は、その所有に係る別表に掲げる±地（以下「この土地」という。）を現状有姿の

　まま乙に売り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。

2　この土地の売買代金（以下「売買代金」という。）は、金47，690，900円也とす

　る。

3　乙は、前項の売買代金を甲が発行する納入通知書により一括して甲が指定する目までに納

　入するものとする。

　　（契約保証金）

第3条　この土地の売買に関する契約保証金は、金4，800，000円也とする。

2　乙は、前項の契約保証金を、この契約の締結と同時に、甲が発行する納入通知書により、

　甲が指定する金融機関に納入しなければならない。

3　現金にて入札保証金を納付しているときは、これを契約保証金の一部又は全部として充当

　することができる。

4　第ユ項に定める契約保証金には、利息を付さない。

　（遅延利息）

第4条　乙は、売買代金を納入期日までに納入できないときは、あらかじめ甲に届け出て、そ

　の承諾を得なければならない。

2　乙は、売買代金を納入期目までに納入しなかったときは、納入期日の翌目から納入の目ま

　での日数に応じ、年10。75パーセントの利率で計算した遅延利息を、甲が発行する納入

　通知書により、甲が指定する金融機関に納入しなければならない。

　（所有権の移転及び移転登記）

第5条　この土地の所有権は、乙が売買代金及び前条第2項に定める遅延利息（以下これらを

　「売買代金等」という。）を完納したときに、甲から乙に移転するものとする。

2　甲は、乙が売買代金等を完納し、登記に必要な書類を甲に提出したときは、速やかに管轄

登記所に対し、この土地の所有権移転登記を行うものとする。この場合において、登記に要

する費用は、乙の負担とする。
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　　（土地の引渡し）

第6条　甲は、前条第1項の規定によりこの土地の所有権が乙に移転したときに、この土地を

　乙の立合いの下に、現状有姿のまま引き渡すものとする。

　　脆険負担等）

第7条　乙は、この契約の締結の日（以下「契約締結日」という。）以後、前条の土地を引き

　渡すまでにおいて、この土地が甲の責めに帰することのできない事由により、滅失し、又は

　殿損しても、甲に対して、損害賠償の請求又は契約解除の請求をすることができないものと

　する。

　　（蝦疵担保）

第8条　乙は、契約締結目以後、この土地に隠れた蝦疵があることを発見しても、甲に対して

　売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約解除の請求をすることができない。

　　（用途指定等）

第9条　乙は、契約締結目から3年を経過する日（第14条の規定により甲がその変更を承認

　したときは、変更後の期日をいう。以下「指定期目」という。）までに必要な工事を完了し、

　この土地を「淡路市夢舞台サスティナブル・パーク（ふれあい・暮らし・健やか・職の創造

　ゾーン）土地利用事業者募集要項」に基づき、申込時に提出した土地利用計画及び事業計画

　に基づく利用の用途（第14条の規定により甲がその変更を承認したときは、変更後の用途

　をいう。以下「指定用途」という。）に供さなければならない。

2　乙は、この土地を契約締結目から10年を経過するまでの間（以下「指定期間」という。）、

　指定用途に供さなければならない。

3　乙は、契約締結日から指定期日までの間、甲の承諾を得ないで、この土地を指定用途以外

　の用途（指定用途に供するための工事を行う揚合を除く。）に供してはならない。

4　乙は、指定期日又は指定用途を変更しようとするときは、あらかじめ変更を必要とする理

　由を付して書面により甲に申請し、その承諾を得なければならない。

5　4は、指定期間の経過後も指定用途の内容に則した利用に努めるものとする。

　（権利の設定等の制限）

第10条　乙は、契約締結日から指定期日までの間、甲の承諾を得ないでこの土地に地上権、

　賃借権、使用貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定（以下「権利の設定」と

　いう。）をし、又はこの土地にっいて売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転（以下

　「所有権の移転」という。）をしてはならない。ただし、乙が指定用途に係る投資のために

　抵当権を設定する場合、土地利用計画で予定されている場合その他甲の書面による承諾を得

　たときは、この限りでない。

　（公序良俗に反する使用の禁止）

第11条乙は、この土地を淡路市暴力団排除条例（平成25年淡路市条例第9号）第2条第

　1号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用す

　る等公序良俗に反する用に使用してはならない。

2　乙は、この土地の所有権を第三者に移転するときは、前項の使用の禁止を書面によって承

継させるものとし、当該第三者に対して前項に定める義務に反する使用をさせてはならない。
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　　（風俗営業等の禁止）

第12条　乙は、この土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年

　法律第122号）第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営

　業の用に使用してはならない。

2　乙は、この土地の所有権を第三者に移転するときは、前項の使用の禁止を書面によって承

　継させるものとし、当該第三者に対して前項に定める義務に反する使用をさせてはならない。

　　（廃棄物の処理及び清掃に関する法律に係る事業の禁止）

第13条　乙は、この土地を廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

　に係る産業廃棄物処理業及び一般廃棄物処理業の事業の用に使用してはならない。

2　乙は、この土地の所有権を第三者に移転するときは、前項の使用の禁止を書面によって承

　継させるものとし、当該第三者に対して前項に定める義務に反する使用をさせてはならない。

　　（指定用途の変更、解除等）

第14条乙は、この土地の全部又は一部について、やむを得ない事由により、第9条第1項

　の定めを変更し、又は解除をする必要があるときは、詳細な事由を付した書面により甲に申

　請し、その承諾を得なければならない。

　　（実地調査等）

第15条　乙は、開発許可、建築確認その他の諸手続をしようとするときは、あらかじめ建築

　計画の概要を示す書類を甲に提出しなければならない。

2　甲は、第9条から第13条までに定める義務に関し、必要があると認めるときは、乙に対

　し、質問し、立入検査を行い、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告

　若しくは資料の提出を求めることができる。

3　乙は、甲から要求があるときは、この土地にっいて第9条から第13条までに定める義務

　に関し、その事実を証する書類その他の資料を添えてこの土地の利用状況等を直ちに甲に報

　告しなければならない。

4　乙は、正当な理由なく前3項に定める調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若し

　くは資料の提出を怠ってはならない。

　（違約金）

第16条　乙は、第9条から第13条までに定める義務に違反したときは、次の各号に定める

　ところにより、甲に対して違約金を支払わなければならない。

　（1）第9条に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき、又は指

　　定期間中に指定用途に供さなくなったとき（指定用途以外の用途に供したときは、次号に

　　よる。）は、売買代金の100分の20に相当する額

　（2）第9条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途以外の用途に供したとき、又は

　　第10条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたとき、又は第11条

　　から第13条までに定める義務に違反したときは、売買代金の100分の20に相当する

　額
2　乙は、正当な理由なく第15条第4項に定める義務に違反して実地調査等を拒み、妨げ、

若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ったことにより甲に損害を与えたときは、
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　甲に対し、売買代金の100分の10に相当する違約金を支払わなければならない。

3　前2項の違約金は、第2工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。

　　（買戻し）

第17条　甲は、乙が第9条から第13条までに定める義務に違反したときは、この土地を無

　条件で買戻しをすることができるものとする。

2　前項に定める買戻しができる期間は、第5条第1項の規定によるこの土地の所有権の移転

　の臥（以下「所有権移転目」という。）から10年を経過するまでの間とする。

　　（契約の解除）

第18条　甲及び乙は、相手方がこの契約に定める義務を履行しないときは、相当の期間を定

　めて催告の上、この契約を解除することができる。

2　次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、催告を要しないで直ちにこの契約を解除す

　ることができる。

　（1）　乙が、土地引渡し前に解散したとき。

　（2）　乙が、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売を受け、又は破産、清算、会社整理、

　　会社更生若しくは民事再生を申し立て、若しくは受けたとき。　　　　　・

　（3）乙が第9条から第13条までに定める義務に違反したとき。

　（4）　乙に偽りその他不正な行為があったとき。

　（5）　乙がその他この契約に違反したとき。

　　（原状回復の義務等）

第19条　甲が第17条に定める買戻権又は前条に定める解除権を行使したときは、乙は、自

　己の費用と責任において、この土地を原状に回復し、この土地及び所有権を甲が指定する期

　目までに返還しなければならない。ただし、甲が原状に復することを必要としないと認める

　ときは、この限りでない。

2　甲は、乙が前項に定めるこの土地の返還に応じないときは、甲が乙に代わり必要な措置を

　講じ、その費用を乙に請求するものとし、乙は甲が指定する期日までに納入しなければなら

　ない。

3　乙は、第1項の規定によりこの土地を返還するときは、甲が指定する期目までに、この土

　地の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。

4　前条の規定によりこの契約を解除したときの手続は、全て甲の指示によって行うものとし、

　その手続に要する費用は、乙の負担とするp

　（特別違約金）

第20条甲は、乙が第9条から第13条までに定める義務に違反したときは、甲の選択によ

　り、解除権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、乙が特

別違約金を納付したときは、第9条から第13条までに定める義務を解除する。

2　前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

　（1）　この土地の第9条から第13条までに定める義務に違反したときの売買代金

　（2）　この土地の第9条から第13条までに定める義務に違反したときの売買代金の10

　　0分の30に相当する額
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　　（3）　この土地の売買代金のユ00分の30に相当する額から第16条第1項又は第2項

　　　に定める違約金を控除した額

　　（損害賠償）

第21条甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないために損害を受けたときは、その損

　　害の賠償を請求することができる。

　　（公租公課）

第22条　この土地に対して賦課される公租公課で、乙を義務者として課されるものについて

　は、乙の負担とする。

　　（有益費等の請求権の放棄）

第23条　乙は、第18条の規定によりこの契約を解除されたときは、この土地に投じた改良

　費等の有益費、修繕費等の必要費その他の費用があっても、これを甲に請求しないものとす

　る。

　　（契約費用等）

第24条　この契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。

　　（相隣関係等への配慮）

第25条　乙は、契約締結日から、十分な注意をもってこの土地を管理し、近隣住民その他第

　三者との紛争が生じないよう留意するとともに、万一紛争を生じたときは、全て乙の負担と

　責任において解決しなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

2　乙は、契約締結目から、近隣住民や地元関係団体等からの要望等に対し、誠意をもって協

　議に応じなければならない。

　　（届出の義務）

第26条　乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を甲に届け出なければ

　ならない。

　（1）解散したとき。

　（2）仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売を受け、又は破産、清算、会社整理、会社

　　更生若しくは民事再生を申し立て、若しくは受けたとき。

　（3）施設等の建設に着手したとき、及び完成したとき、並びに供用を開始したとき。

　（4）名称、代表者又は住所若しくは主たる事務所の所在地を変更したとき。

　　（管轄裁判所）

第27条この契約から生じる一切の訴えについては、この土地の所在地を管轄する地方裁判

　所又は簡易裁判所をもって管轄裁判所とする。

　（疑義の決定）

第28条この契約において疑義が生じたときは、甲乙協議の上、必要な事項を定めるものと

　する。

　（特約事項）

第29条　甲は、この土地の敷地造成工事を平成30年3月31目までに実施するものとする。

　この場合において、乙は、所有権移転日以後も甲がこの土地を無償で使用することを許可す

　るものとする。
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　（本契約の確定）

第30条この契約について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第8号及び

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年淡路市条例第55

号）第3条の規定により、淡路市議会の議決を経た後本契約を締結する。この揚合において、こ

の契約書は、地方自治法第234条第5項の規定に基づく契約書となるものとする。

　この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1

通を保有する。

平成ザ年／胡／目

別表

ー

コ

甲

乙

所在地　兵庫県淡路市生穂新島8番地

氏　　名　　淡路市長　　門 康　　彦

　　　　署5魯像口⑪o｝6

所在地大恢府松原市王宙8了顔5蘇鯵馨

　　　　灘iイ1ノプン縛臨魏鶉

氏名糠辮役板倉　翻

漿
嵐
窪

嘩

瀦
幽

界
鞍
霧

』

ー
ー

議会の議決があったことを了知レ、本契約の締結を確認した。

平成　　年　月　　日

甲 所在地　　兵庫県淡路市生穂新島8番地

氏　　名　　淡路市長　　門 康　　彦 口巨

乙 所在地

氏　　名 実印
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及び
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別　表（第2条関係）

　　土地の表示

所在・地番 地目 面積（㎡）

淡路市夢舞台1番64 雑種地 6， 533
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様式第2号（第2条関係）

答申第　　34　　号

平成29年11月14目

淡　路　市　長　門　康彦　様
兵庫県公営企業管理者　　石　井　孝　一　　様i

淡路市プロポーザル候補者選定審議会長　　中　瀬　　勲』、　’

プロポーザル方式入札による候補者の選定について（答申）

　平成29年8．月18日付け諮問第34号につきまして、審議の結果を下記のとおり

答申いたします。

記

1　事案名 淡路市夢舞台サスティナブル・パーク（ふれあい・健やか・暮らし

職の創造ゾーン）土地利用事業者選定

2　最優秀候補者

　（1）淡路市夢舞台サスティナブル・パーク

①　候補者
②　答申理由

③　付帯理由

　　　　　　　　　　　（職の創造ゾーン①）

　プライミクス株式会社

　出席委員の評価点合計が評価基準を十分に充たしていることから、

「プライミクス株式会社」を最も優i秀な候補者とする。

　事業者選定にあたり、企画・技術能力等に優れ地域の活性花に大

きく貢献することが期待できる。

（2）淡路市夢舞台サスティナブル・パーク（職の創造ゾーン②）

①候補者　　株式会社イレブンインターナショナル

②　答申理由　　出席委員の評価点合計が評価基準を十分に充たしていることから、

　　　　　　　「株式会社イレブンインターナショナル」を最も優秀な候補者とする。

③　付帯理由　　事業者選定にあたり、企画・技術能力等に優れ地域の活性化に大

　　　　　　　きく貢献することが期待できる。
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（3）淡路市夢舞台サスティナブル・パーク（ふれあい・健やか・暮らしのゾーン）

①　候補者
②　答申理由

③　付帯理由

　株式会社パソナグループ

　出席委員の評価点合計が評価基準を十分に充たしていることから、

「株式会社パソナグループ」を、提案された計画のうち、ゾーンを

限定して最も優秀な候補者とする。

　事業者選定にあたり、企画・技術能力等に優れ地域の活性化に大

きく貢献することが期待できる。
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