
造成土地売買契約書 
 

苅田町（以下「甲」という。）と●●●●●●●●（以下「乙」という。）とは、苅田

臨空産業団地造成土地の売買について、次のとおり契約を締結する。 

 

（売買する土地） 

第１条 甲は、乙に対し、末尾記載の土地（以下「土地」という。）を売り渡し、乙は

これを買受ける。 

 

（売買価格） 

第２条 土地の売買代金（以下「代金」という。）は、金          円とす

る。 

 

（代金の納付） 

第３条 乙は、代金を甲が発行する納入通知書により、納期限までに甲の指定する金融

機関に納付しなければならない。 

 

（遅延損害金） 

第４条 乙は、その責めに帰すべき理由により納期限までに代金の全額を納付しなかっ

たときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等

に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項の規定に基づく率（年当たり

の割合は、閏（うるう）年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。）を乗

じて計算した額（100円未満の端数があるとき又は 100円未満であるときは、その端

数額又は全額を切り捨てる。）を、遅延損害金として、甲の発行する納入通知書によ

り、甲の指定する期日までに納付しなければならない。 

 

（土地の引渡し及び所有権移転の期日） 

第５条 甲の乙に対する土地の引渡し及び所有権移転の期日は、乙が代金（前条に規定 

する遅延損害金が生じたときは、当該金額を含む。）を完納した時とする。 

 

（登記） 

第６条 土地の所有権移転登記の手続きは、前条に定める日以後において速やかにこれ 

を行うものとし、この登記に要する費用は、乙の負担とする。 

 

収入印紙 



（契約不適合責任） 

第７条 乙は、土地の引渡しを受けた後、当該土地の種類、品質又は数量に関して契約

の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、代金の減額の請求、損害賠償

の請求又は契約の解除の請求をすることはできない。ただし、乙が消費者契約法（平

成 12年法律第 61号）第２条第１項に定める消費者に該当する場合は、引渡しの日か

ら２年間はこの限りではない。 

 

（危険負担） 

第８条 本契約締結時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災等甲又

は乙双方の責めに帰することの出来ない事由により、滅失または損傷し、修補が不能

又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方の書

面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除され

るまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。 

２ 第一項により、本契約が解除された場合、甲は乙に対し、受領済みの金員を無利息

で速やかに返還するものとする。 

 

（土地利用計画遵守義務） 

第９条 乙は、土地を、苅田臨空産業団地Ｈ街区分譲に係る公募型プロポーザルにおい

て提案した事業内容及び、苅田臨空産業団地分譲申請書に添付した土地利用計画書に

従い、利用しなければならない。 

２ 乙は、この契約を締結した日から起算して３年以内に、前項の土地利用計画書に従 

い、工場その他の施設（以下「工場等」という。）の建設に着工しなければならない。 

 

（土地利用計画の変更） 

第 10 条 乙は、やむを得ない理由により土地利用計画書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及び変更後の計画を記載した書面をもって甲に申

請し、その承認を受けなければならない。 

 

（権利の設定等の禁止） 

第 11条 乙は、この契約を締結した日から起算して 10年間は、土地について、所有 

権を移転又は抵当権、地上権、質権、貸借権その他の権利の設定をしてはならない。 

ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 

２ 乙は、この契約を締結した日から起算して 10年間は、土地に建築した工場等につ 

いて、所有権を移転又は貸借権、使用貸借による権利その他の権利を設定してはなら 

ない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 



３ 乙は、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２項に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）、若しくは無差別大量殺人

行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）の適用を受ける団

体の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されるこ

とを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転又は売買物件を第三者に貸しては

ならない。 

 

（乙の通知義務） 

第 12条 乙は次の各号の一に該当するに至ったときは、直ちにその旨を書面により甲 

に通知しなければならない。 

(1) 乙が解散し、合併し、又は営業を停止し、若しくは譲渡したとき。 

(2) 乙が民事再生法若しくは破産の申立てをし、又は乙に関する破産の申立てがあ

ったとき。 

(3) 乙がその名称、代表者又は住所を変更したとき。 

(4) 乙が強制執行（滞納処分を含む。以下同じ。）仮差押え、仮処分又は競売の申立

てを受けたとき。 

 

（公害の防止） 

第 13条 乙は、工場等の操業に伴い、公害を発生しないように法令の定め及び甲の指 

示に従わなければならない。 

２ 乙は、工場等の建設に先立ち、当該工場等に設置する施設の公害防止措置に関し、 

甲の指示に従い、適切かつ十分な措置を講じなければならない。また、操業開始後に

おいても、公害防止の機能が低減しないよう十分な管理を行わなければならない。 

３ 乙は、公害が発生したときは、乙の責任と負担において速やかに必要な措置を講じ、 

かつ、誠意をもって解決しなければならない。この場合において、甲は必要と認める 

措置について指示することができるものとし、乙は速やかにこれに従わなければなら 

ない。 

４ 乙は、甲が実施する公害の防止に関する施策に積極的に協力するものとする。 

 

（災害の防止） 

第 14条 乙は、火災、爆発その他の災害の発生を予防し、法令の定め及び甲の指示に 

従わなければならない。 

２ 乙は、工場等の建設に先立ち、当該工場等に設置する施設の災害防止措置に関し、 

甲の指示に従い、適切かつ十分な措置を講じなければならない。また、操業開始後に

おいても、災害防止機能が低減しないよう十分な管理を行わなければならない。 



３ 乙は、甲が実施する災害の防止に関する施策に積極的に協力するものとする。 

 

（環境の整備） 

第 15条 乙は、工場等の建設に際して、積極的に緑化を図り、操業開始後においても 

緑地の維持管理その他環境の整備に努めなければならない。 

２ 乙は、甲が実施する環境整備に関する施策に積極的に協力するとともに甲の指示に 

従わなければならない。 

 

（買戻しの特約） 

第 16条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を締結した日から起算 

して 10年間に限り、代金の額で買い戻すことができる。 

(1) 第９条の規定に違反したとき。 

(2) 第 10条の規定に違反したとき。 

(3) 第 11条の規定に違反したとき。 

２ 甲が、前項の規定により買戻しをしたときは、乙は自己の費用負担において、甲が 

指定する期日までに土地を原状に復して甲に返還しなければならない。ただし、乙が 

その義務を履行しないときは、甲は乙に代わって実施するものとし、乙はその費用一 

切を負担しなければならない。 

３ 第１項の規定による買戻しの特約登記は、第６条に規定する所有権移転登記と同時 

に行うものとし、この登記に要する費用は、乙の負担とする。 

４ 第１項の規定による買戻し期間の満了以降、乙は甲に対し、書面をもって特約の抹 

消登記を申請することができる。この場合、登記は甲において実施するものとし、要 

する費用は乙の負担とする。 

 

（契約の解除） 

第 17条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができ 

る。 

(1) 乙もしくは乙の役員が、暴力団又は同条第２条第６項に規定する暴力団員（以

下「暴力団員」という。）である、若しくは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。 

 (2) 代金又は遅延損害金の支払いを３か月以上遅延したとき。 

(3) 第 12条第２号又は第４号に該当するとき。 

(4) 乙が提出した分譲申請書の内容が事実と相違することが判明した場合等、乙の

責めに帰すべき理由により甲がこの契約を継続しがたいと認めるとき。 

(5) その他この契約条項に違反したとき。 



２ 前項の規定に基づいて、甲がこの契約を解除したときは、乙は直ちに乙の負担にお 

いて土地を原状に復して甲に返還しなければならない。 

３ 甲は、第１項の規定に基づいて、この契約を解除したときは、乙が土地について支 

出した費用は返還しないものとする。 

 

（受領代金の返還） 

第 18条 甲は、乙が第 16条第２項又は前条第２項の規定に基づいて、土地を返還し 

その移転登記を完了したときは、速やかに乙が既に支払った代金を返還するものとす 

る。なお、この返還金には、利息を付さないものとする。 

 

（使用料相当額の支払の義務） 

第 19条 第 16条又は第 17条の規定に基づいて、甲が土地を買戻し又はこの契約を解 

除したときは、乙は土地の所有権移転の日の属する月から土地の買戻し又はこの契約 

の解除による移転登記を完了した日の属する月までの間における土地の使用料に相

当する額を、甲の指定するところにより、甲に支払わなければならない。 

２ 使用料に相当する額は、１月につき代金の 1,000分の３とする。 

 

（違約金） 

第 20条 乙が、第９条第２項、第 11条、又は第 17条第１項第１号の規定に違反した 

ときは、乙は甲に対し、代金の 100 分の 30 に相当する額を違約金として、甲の指定

するところにより支払わなければならない。 

 

（返還金等の相殺） 

第 21条 第 16条又は第 17条の規定に基づいて、甲が土地を買戻し又はこの契約を解 

除した場合において、甲は既に乙から受領した代金の額が、この契約に基づいて甲が

乙に請求すべき金額に満たないときは、乙にその差額を請求し、甲が乙に請求する金

額を超えるときは、その超過額を乙に返還する。この場合において、甲が乙から受領

した代金の額に対しては、利息を付さないものとする。 

 

（契約に要する費用の負担） 

第 22条 この契約に要する費用は、すべて乙の負担とする。 

 

（公租公課の負担） 

第 23条 この土地の所有権が甲から乙に移転した日の属する月以後、この土地に関す 

る公租公課は、すべて乙の負担とする。 



 

（強制執行受諾の特約） 

第 24条 乙が、この契約に基づく代金、遅延損害金、違約金及び使用料相当額の支払 

を怠ったときは、甲から直ちに強制執行を受けても異議がないものとする。 

 

（公正証書の作成） 

第 25条 乙は、甲から請求があったときは、いつでもこの契約書の各条項を公正証書 

とする手続に協力しなければならない。 

 

（管轄裁判所の合意） 

第 26条 この契約に関し、甲乙間に生じた紛争を裁判により解決しようとするときは、 

福岡地方裁判所を管轄裁判所とする。 

 

（協議） 

第 27条 この契約に定めていない事項について定める必要が生じたとき又はこの契約 

に定める事項について疑義が生じたときは、甲乙協議の上定める。 

 

この契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、甲乙記名押印の上、 

各自その１通を保有するものとする。 

 

 

令和 年 月 日 

 

 

甲  福岡県京都郡苅田町富久町１丁目 19番地１ 

   苅田町 

     代表者 苅田町長  遠 田  孝 一 

 

 

 

  乙  ●●県●●市●● 

●●●●●●●● 

     代表者 代表取締役  ● ●  ● ● 

 

 



 

（土地の表示） 

 所 在 地 番 公簿地目 公簿地積 実測地積 

１ 
福岡県京都郡苅田

町大字苅田字松浦 

3787番９ 雑種地 2,423㎡ 2,423.47㎡ 

２ 3787番 85 雑種地 174㎡ 174.58㎡ 

３ 
福岡県京都郡苅田

町若久町３丁目 
17番 13 宅地 708.26㎡ 708.26㎡ 

 


