
広告を掲出する権利の売却に関する契約書（案） 

 

 

 山形県知事 吉村 美栄子（以下｢売主｣という。）と ○○○○○ （以下｢買受人｣という。）は、

広告を掲出する権利の売却について、次の条項により契約を締結する。 

 

（広告を掲出する権利の売却について） 

第１条 この契約書における「広告を掲出する権利の売却」とは、売主が設置する広告枠内（別表）に

広告を掲出する権利を買受人に売却することをいう。 

２ 売主は、第３条に定める期間中、買受人に対して広告を掲出する権利を売却し、買受人はこれを

取得する。 

 

（広告の掲出） 

第２条 買受人は、次に掲げるもののほか、別添「広告を掲出する権利の売却に係る仕様書」に記載す

る事務を行うものとする。 

  (1) 広告の掲出を希望する広告主（以下「広告主」という。）の募集 

  (2) 当該広告の掲出及び撤去 

 

（広告を掲出する権利の売却期間） 

第３条 広告を掲出する権利の売却期間は、令和５年４月１日から令和６年３月 31日までとする。 

 

（契約金額と支払い） 

第４条 買受人は、第１条に定める広告を掲出する権利の売却の対価として、売主に対して総額 

○○○○○ 円（うち消費税及び地方消費税の額 ○○○○○ 円）を支払う。 

２ 買受人は、前項に対する対価について、売主が発行する納入通知書により、次に定める期間、納入

金額及び納期限により売主に納入する。  

期  間 納入金額 納期限 

令和５年４月１日から令和６年３月 31日まで ○○○○○ 円 令和５年４月 28日（金） 

３ 買受人は、前項に定める納期限までに納入金額を売主に納入しない場合は、納期限の翌日から納

入した日までの期間の日数に応じ、年 14.5 パーセントの割合で計算した額の違約金を売主に支払わ

なければならない。 

４ 買受人は、この契約の締結と同時に契約保証金として、金 ○○○○○ 円を売主が発行する納入通

知書により納付しなければならない。ただし、山形県財務規則（昭和 39年３月県規則第９条）第 135

条各号のいずれかに該当する場合は免除する。 

５ 売主は、契約期間満了後前項に定める契約保証金を買受人に返還するものとし、利息は付さないも

のとする。 

 

（広告の審査） 

第５条 買受人は、掲出する広告の内容及び広告主について、その都度売主の審査を受けなければな

らない。 

２ 売主は、買受人から審査の申請を受けたときは、速やかに審査し、その結果を買受人に通知する

ものとする。 

 

（広告の修正等） 

第６条 売主は、掲出した広告又は広告主が次の各号のいずれかに該当する場合は、買受人に広告の

掲出中止又は内容の修正を求めることができる。 

  (1) この契約又は法令等に違反し、又はそのおそれがあるとき。 

  (2) 広告の内容が虚偽であることが判明したとき。 

 

（権利義務の譲渡の禁止） 

第７条 買受人は、売主の承諾がない限り、この契約書により生じる契約上の地位及びいかなる権利

又は義務を第三者に譲渡し、移転し、若しくは担保に供してはならない。 



 

（契約不適合等） 

第８条 買受人は、物件の種類、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っても、売

主に対し、履行の追完の請求、広告掲出料の減免若しくは損害賠償の請求をすることができない。 

 

（損害賠償） 

第９条 売主及び買受人は、この契約に定める義務を履行しないため相手方に損害を与えたとき、又

は第 10 条の定めによる契約の解除を原因として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。 

２ 前項の規定による賠償額は、売主、買受人協議により定めるものとする。 

 

（契約の解除等） 

第 10 条 売主、買受人のいずれかがこの契約に定める義務を履行しない場合、それぞれの相手方は、

この契約を解除できるものとする。この場合、売主及び買受人は、事前に協議を行わなければなら

ない。 

２ 買受人の社会的信用が失墜したと客観的事実に基づき売主が認めた場合は、売主は、この契約を

解除できるものとする。 

３ 売主は、買受人が次の各号のいずれかに該当するとき、この契約を解除できるものとする。 

  (1) 役員等（買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその役員又はそ

の支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）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（以下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過

しない者（以下この号において「暴力団員等」という。）であると認められるとき。 

  (2) 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。以下この号において同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められると

き。 

  (3) 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等を利用する等したと認められるとき。 

  (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

  (5) 役員等が暴力団又は暴力団員等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。 

４ 売主が第１項、第２項又は第３項の定めによりこの契約を解除する場合は、買受人は支払済の契

約金額の残余日割分を売主に支払わなければならない。 

５ 買受人が第１項の定めによりこの契約を解除する場合は、売主は受領済の契約金額の残余日割分

を買受人に返還しなければならない。なお、売主は、契約金額を未受領の場合は買受人に契約解除

までの日割分を請求できる。 

 

（原状回復） 

第 11 条 この契約が終了したときは、第１条に規定する広告枠を買受人の費用負担と責任により原状

回復しなければならない。 

２ 前項の規定は、前条の規定により、この契約が解除されたときも同様とする 

 

（談合等に係る契約解除及び賠償） 

第 12 条 売主は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで

きる。 

(1) 買受人が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７条第１項若しくは第２項（第８条の２第２項及び第 20 条第２項におい

て準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第 17 条の２又は第 20 条第１項

の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟（行政事件訴訟法（昭和 37 年法律第 139号）

第３条第１項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。）を提起しなかったとき。 

(2) 買受人が独占禁止法第７条の２第１項（同条第２項及び第８条の３において読み替えて準用する

場合を含む。）若しくは第４項又は第 20 条の２から第 20 条の６までの規定による命令を受け、



当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。 

(3) 買受人が前２号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確

定したとき。 

(4) 買受人（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治 40年法律第 45号）第

96 条の６若しくは第 198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

（平成 12年法律第 130号）第４条の規定による刑に処せられたとき。 

２ 買受人は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、売主が契約を解除するか否

かを問わず、賠償金として、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を売主の指定する期間内に支払わ

なければならない。ただし、売主が特に認める場合は、この限りでない。 

３ この契約の履行の完了後に、買受人が第１項各号のいずれかに該当することが明らかになった場

合についても、前項と同様とする。 

４ 第２項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により売主に生じた実際の損害額

が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、売主がその超える部分に相当する額につき

賠償を請求することを妨げるものではない。 

 

（履行不能の場合の措置） 

第 13 条 売主又は買受人は、天災その他その責めに帰することができない理由により、この契約の全

部又は一部を履行することができないときは、この契約を解除するものとする。なお、契約金額に

ついては、前条の定めに準じる。 

 

（疑義等の決定） 

第 14 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じた事項については、売主と買受人

協議のうえ決定めるものとする。 

 

（裁判管轄） 

第 15条 この契約に関する訴訟の提起等は、売主の所在地を管轄する裁判所で行う。 

 

 

 この契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、売主、買受人が記名押印のうえ、各自そ

の１通を保有するものとする。 

 

令和  年  月  日 

 

 

                 売 主  山形県山形市松波二丁目８番１号 

山形県知事  吉 村 美 栄 子   印  

 

 

 

                 買受人  住  所 
（所在地） 

氏  名                  印 
（名称及び代表者） 

  



別表（第１条関係） 

 

 

 

山形県置賜総合支庁本庁舎内の下記の場所に設置した広告枠内に掲出するものとする。 

 

 

記 

 

 

 

場    所 掲出可能数 

１階正面玄関ホール 西側壁面 １ 面 

１階売店前廊下 柱東面 １ 面 

 

 

 

 



 

広告を掲出する権利の売却に係る仕様書 
 

 

この仕様書は、広告を掲出する権利の売却に係る必要事項を定めるものである。 

 

１ 広告を掲出する媒体等 

(1) 広告媒体 

山形県置賜総合支庁本庁舎 （米沢市金池７丁目１番 50号）内 

【参考】 

    ・土、日及び祝日並びに 12月 29日から１月３日は閉庁日 

    ・勤務する職員数   約３６０人 

    ・平均来庁者数   調査していない 

(2) 広告掲出期間 

広告を掲出できる期間は、令和５年４月１日から令和６年３月 31日までとす

る。 

(3) 広告を掲出できる場所及び掲出可能数等 

場   所 掲出可能面数 

イ 米沢市金池７丁目１番 50号 

山形県置賜総合支庁 本庁舎１階 

正面玄関ホール 西側壁面 0.5 平方メートル 

（縦 0.841メートル、横 0.594メートル） 

１面 

ロ 米沢市金池７丁目１番 50号 

山形県置賜総合支庁 本庁舎１階 

売店前廊下 柱東面 0.5平方メートル 

（縦 0.841メートル、横 0.594メートル） 

１面 

合 計 ２面 

※ 掲出する広告物が掲出可能数に満たない場合、掲出を行わないパネルには、

県がその事業に関するポスターを無償で掲出できるものとする。 

  ※ 契約期間の更新はしない。 

(4) 掲出広告の規格 

① 広告の種類  広告ポスター 

② ポスターのサイズ Ａ１判 縦  以内 

 

２ 広告の範囲 

山形県置賜総合支庁本庁舎に掲出できる広告の範囲は、「山形県広告掲載要綱

（以下「要綱」という。）」及び「山形県置賜総合支庁本庁舎広告掲出基準（以下

「掲出基準」という。）」に定めるところによる。 

 

３ 掲出する広告物等の審査 

(1) 広告を掲出する権利の売却を受けた者（以下「広告取扱業者」という。）は、

掲出する広告物の内容及び広告主について、その都度広告掲出前に、要綱及び

掲出基準に定めるところにより「山形県置賜総合支庁本庁舎広告審査委員会（以

下「審査委員会」という。）」の審査を受けるものとする。 



(2) 広告取扱業者は、前項に規定する審査を受け、承認を受けなければ広告を掲

出することができない。 

(3) 審査に際しては、別添「山形県置賜総合支庁本庁舎広告掲出審査票」に掲出す

る広告を添付し、掲出予定日の７日前までに山形県置賜総合支庁総務企画部総

務課総務係に提出しなければならない。 

(4) 審査委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め意見又は説明を

求めるときがある。 

 

４ 広告の掲出方法 

  ポスターの掲出は、県が設置する広告枠に掲出すること。広告枠にポスターを

掲出する際は、広告取扱業者自らが契約に関する事務を担当する職員の立会のも

と掲出すること。 

 

５ 費用の負担 

広告の作成及び掲出並びに撤去に係る経費は、広告主又は広告取扱業者の負担

とする。 

 

６ 広告取扱業者の責務 

(1) 広告取扱業者は、広告の内容その他広告に関する事項について一切の責任を

負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益

を与える行為その他不正な行為を行ってはならない。 

(2) 広告取扱業者は、広告の掲出により県及び第三者に損害を与えた場合は、自

らの責任及び負担において解決しなければならない。 

(3) 広告取扱業者の責めに帰すべき事由により広告掲出場所又はパネル等の全部

又は一部をき損した場合は、広告取扱業者の負担で原状に回復しなければなら

ない。 

 


