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鳥取県営鳥取空港特定運営事業等 

公共施設等運営権実施契約の延長等に関する合意書 

 

１ 事 業 名  鳥取県営鳥取空港特定運営事業等 

２ 事業の場所  鳥取県鳥取市賀露町及び湖山町 

３ 事 業 期 間  原契約第４９条に定めるとおり 

 

上記の事業に関して県と運営権者の間で平成３０年４月２０日に締結された「鳥取県営鳥取空港特定運営事

業等公共施設等運営権実施契約書」（以下、平成３０年６月２７日に締結された「変更契約書」及び平成３１年

３月２２日に締結された「変更契約書」による変更を含み、「原契約」という。）について、県と運営権者は、

各々対等な立場における合意に基づいて、その事業期間を令和９年３月３１日まで延長することとし、次の条

項によって公正な原契約の延長等に関する合意書（以下「本契約」という。）を締結し、信義に従い誠実にこれ

を履行する。 

また、本契約の締結及びその履行に際し、県及び運営権者は、本事業が民間事業者である運営権者の創意工

夫に基づき実施されること、公共施設等運営権制度に基づく民間による空港経営に転換し、一体的かつ機動的

な経営によって、空港管理の効率化、空港の利用促進、空港を拠点とした賑わいの創出の実現に寄与する役割

を担うことを期待されていることを、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重する。 

 

 

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和５年３月１６日 

 

             県 

住所  鳥取県鳥取市東町一丁目２２０番地 

鳥取県 

鳥取県知事 平井 伸治 

 

 

運営権者 

住所  鳥取県鳥取市湖山町西４丁目１１０－５ 

                  鳥取空港ビル株式会社 

                  代表取締役 中島 文明 
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別紙３－４ 転貸義務を生じる相手方（関連備品）（第８条第１項関係） 

別紙４－１ 県が維持する協定等（第１１条第１項関係） 

別紙４－２ 運営権者が締結すべき協定等（第１１条第２項関係） 

別紙５ 鳥取県営鳥取空港特定運営事業等行政財産使用貸借契約書（案）（第１３条第１項関係） 

別紙６－１ 転使用貸借及び賃貸借対象用地（県使用部分）（第１３条第３項関係） 

別紙６－２ 鳥取県営鳥取空港特定運営事業等転使用貸借契約書（案）（第１３条第３項関係） 

別紙６－３ 公有財産賃貸借契約書（案）（第１３条第３項関係） 

別紙７ 転貸義務を生じる相手方（県以外）とその内容（第１８条第２号、第３号関係） 

別紙８ 全体計画の項目（第２２条第１項関係） 

別紙９ 運営交付金（第２９条関係） 

別紙９の２ 滑走路等電気料金高騰対策費（第３４条の２関係） 

別紙１０ 公共施設等運営権の設定に係る対象施設の配置図 

別紙１１ 空港用地 
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第１章 総 則 

 

（目的及び解釈） 

第１条 本契約は、県及び運営権者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一の事項を定める

ことを目的とする。 

２ 運営権者は、本事業が、空港の管理運営を公共施設等運営権制度に基づく民間による空港経営に転換し、

一体的かつ機動的な経営によって、空港管理の効率化、空港の利用促進、空港を拠点とした賑わいの創出の

実現を図るものであることを十分に理解し、本事業を遂行する。 

３ 本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙１において定め

られた意味を有する。 

４ 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるもの

ではない。 

 

（本事業の概要） 

第２条 本事業は、運営権者が実施する特定運営事業及び任意事業から構成される。 

２ 運営権者は、本契約、要求水準書、実施方針及び提案書類に従い、法令等を遵守し、本事業を遂行しなけ

ればならない。 

 

（契約の構成及び適用関係） 

第３条 本契約は、要求水準書、実施方針及び提案書類と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部

を構成する。また、本契約の定めに基づき、別途県と運営権者の間で締結される契約は、いずれも本契約の

一部を構成する。 

２ 前項の各書類間に齟齬又は矛盾がある場合には、本契約、要求水準書、実施方針及び提案書類の順で優先

的な効力を有する。ただし、提案書類の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおい

て提案書類が要求水準書に優先する。 

３ 第１項の各書類の内容に疑義が生じた場合は、県及び運営権者の間において協議の上、各書類の記載内容

に関する事項を決定する。 

 

（資金調達） 

第４条 本事業に要する資金調達は、別途定めのない限り、全て運営権者の責任において行う。 

 

（本事業の収入） 

第５条 本契約に基づく本事業による収入は、別途定めのない限り、全て運営権者の収入とする。 

 

（許認可等） 

第６条 本事業の実施に必要となる許認可等は、運営権者が、その責任及び費用負担によって取得する。また、

運営権者が本事業を実施するために必要となる届出及び報告は、運営権者がその責任において作成し、提出

する。ただし、県が許認可等の取得又は届出をする必要がある場合には、県が必要な措置を講ずるものとし、

当該措置について県が運営権者の協力を求めた場合には、運営権者はこれに応じる。 

２ 県は別紙２に定める許認可等について、延長事業期間中これを維持するものとし、当該許認可等が本事業

に必要とされなくなった場合及び変更が必要となった場合には、運営権者と協議の上対応する。 

３ 運営権者は、第１項ただし書き及び前項に定める場合を除き、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可

等の取得及び維持に関する責任、費用及び損害を負担する。 

４ 県は、運営権者が県に対して書面によって要請した場合、運営権者による許認可等の取得及び維持につい

て、法令等の範囲内において必要に応じて対応する。 

５ 運営権者は、本事業の実施に必要な許認可等の取得及び維持のために提出した書類について、その写しを

保存し、事業期間終了時に県に提出する。 
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６ 運営権者は、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を保管し、県の要請があった場合には、

原本を提示し、又は原本証明を付した写しを県に提出する。 

 

（責任の負担） 

第７条 運営権者は、本契約に別途定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負う。 

 

第２章 特定運営事業等の承継等及びその他準備 

 

（特定運営事業等の承継等） 

第８条 運営権者は、延長事業開始予定日までに、別紙３－１に記載のとおり、①延長事業開始日における運

営権設定対象施設の承継、②延長事業開始日における運営権者承継対象契約等の承継（契約相手方の承諾の

取得を含む。）、③空港運営事業の実施に必要な許認可等の承継及び④延長事業開始日における関連物品及び

関連備品の承継に必要な契約手続等を完了しなければならない。各承継等の方法については、別紙３－１に

記載のとおりとし、関連物品の譲与（該当ある場合に限る。）については、別紙３－２に従って関連物品譲与

契約を締結し、関連備品の貸付けについては、第３１条の２及び別紙３－３に従って関連備品使用貸借契約

を締結する。 

２ 運営権者は、承継した契約・協定等について、延長事業期間中、別紙３－１に記載の条件及び期間で継続

する。 

３ 運営権者は、第１項に定める特定運営事業等の承継等のほか延長事業開始日から確実に本空港の機能が十

分発揮されるよう、延長事業開始予定日までに、自己の責任において必要な準備を行わなければならない。

この場合、県は必要かつ可能な範囲で運営権者に対して協力する。 

４ 本条による特定運営事業等の承継等に要した人件費等その他の費用は各自の負担とし、互いに求償しない。 

５ 本契約で別途定める場合を除き、県は、特定運営事業等の承継等に必要な契約手続等が延長事業開始予定

日までに完了しなかった場合、これによって運営権者に発生した増加費用又は損害について一切責任を負

わない。 

 

（県の契約不適合責任等） 

第９条 前条第１項の定めによって延長事業開始日に新たに引き渡された運営権設定対象施設について、延長

事業開始日以後１年を経過するまでの期間（以下本条において「契約不適合期間」という。）に契約不適合が

発見された場合、運営権者は速やかに県に通知する。この場合、県は、契約不適合期間内に運営権者から当

該通知があった場合に限り、当該契約不適合から運営権者に発生した損害について補償する。 

２ 県は、前項において契約不適合期間経過後に運営権設定対象施設について契約不適合が発見又は通知され

た場合、これらの契約不適合について一切責任を負わない。 

３ 県は、契約不適合期間経過後に前条第１項の定めによって延長事業開始日に新たに譲与又は貸付けをした

関連物品及び関連備品、その他県が運営権者に承継した契約等、その他特定運営事業等の承継等に当たって

運営権者に提供された情報等に契約不適合が発見された場合、これらの契約不適合について一切責任を負わ

ない。 

 

（空港供用規程及び空港保安管理規程） 

第１０条 運営権者は、延長事業開始予定日までに、民活空港運営法、空港法、航空法及び空港条例等並びに

要求水準書に従って、空港供用規程及び空港保安管理規程（「空港機能管理規程」へ名称を改めた後において

は、空港機能管理規程を指す。以下同じ。）を作成し、国土交通大臣に届け出、当該届出後速やかに、県にそ

の写しを提出する。これらを変更した場合も同様とする。 

２ 運営権者は、延長事業期間中、前項の定めによって届出を行った空港供用規程及び空港保安管理規程に従

って本事業を実施する。 

 

 



7 

 

 

（協定の締結等） 

第１１条 県は、延長事業開始日において締結している別紙４－１記載の協定等について、延長事業期間中、

これを維持するものとし、当該協定等が本事業に必要とされなくなった場合及び変更が必要となった場合に

は、運営権者と協議の上、対応する。 

２ 運営権者は、令和５年４月３０日までに、別紙４－２に記載の内容の協定等を締結する。 

 

（県職員の派遣） 

第１２条 運営権者は、県との間で、延長事業開始予定日までに、本事業の実施に必要な県職員の派遣に関す

る取決めを締結する。また、運営権者が延長事業期間中に新たな県職員の派遣を要請するときも、派遣の受

入れを予定する日までに同様の取決めを締結する。 

２ 前項の取決めが締結されたときは、当該取決めは本契約の一部を構成するものとし、県は、任命権者とし

て、当該取決めに従い、運営権者に対して、本事業の実施に必要な県職員を派遣し、運営権者は当該県職員

を受け入れる。 

 

第３章 土地・建物に対する使用権の設定 

 

（県からの空港用地及び運営権設定対象施設の貸付け及び転貸） 

第１３条 県は、延長事業開始予定日までに、運営権者との間で空港用地及び運営権設定対象施設について、

別紙５の様式による行政財産使用貸借契約を締結し、延長事業開始日に運営権者に対して運営権設定対象施

設を引き渡す。行政財産使用貸借契約の貸付期間は延長事業期間と同じとし、本契約が何らかの理由によっ

て解除又は終了した場合、行政財産使用貸借契約も終了する。 

２ 運営権者は、空港用地及び運営権設定対象施設について、県から引渡しを受けた後、延長事業期間を通じ

て、善良なる管理者の注意義務をもって管理を行う。 

３ 県及び運営権者は、第１項に定める行政財産使用貸借契約の締結と同時に、空港用地のうち県が引き続き

使用する部分として別紙６－１に記載された用地について、別紙６－２の様式による転使用貸借契約又は別

紙６－３の様式による賃貸借契約を締結し、県は当該契約の対象部分を別紙６－１に示す条件で引き続き使

用する。本空港の機能を維持するために、県が空港用地内の他の土地を対象として転使用貸借契約を締結す

ることを望む場合には、運営権者はこれに応じる。 

 

第４章 公共施設等運営権 

 

（公共施設等運営権の延長の効力発生） 

第１４条 県及び運営権者は、運営権者に対して設定された運営権の延長が、第１５条第１項及び第２項に定

める特定運営事業の延長開始条件（同条第３項ただし書きによって県が充足しないことを認めた条件を除く。）

が全て満たされたことをもって、その効力が発生することを確認する。この効力発生によって、当該効力発

生時点における運営権設定対象施設の運営等に関する権利及び責任は、本契約で別途定める場合を除き、県

から運営権者に移転し、又は運営権者が引き続き保持する。 

２ 運営権の存続期間については第４９条第２項の定めに従う。 

 

第５章 特定運営事業等 

 

（特定運営事業等の延長開始条件） 

第１５条 運営権者は、延長事業開始予定日までに、次の各号に掲げる特定運営事業等の延長開始条件を充足

しなければならない。 

（１）運営権者の本契約の効力発生のため法令等で必要となる内部手続を適法に履行していることを示す書面

（株主総会議事録、取締役会議事録等）の原本証明付写しの県への提出 
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（２）運営権者による第６条に定める本事業の実施に必要となる一切の許認可等の取得 

（３）第８条に定める特定運営事業等の承継等に必要な契約手続等の完了 

（４）第１０条に定める空港供用規程及び空港保安管理規程の作成・届出の完了 

（５）第１１条第２項に定める協定等の締結 

（６）第１２条第１項に定める取決めの締結 

（７）第１３条第３項に定める転使用貸借契約及び賃貸借契約の締結 

（８）第１８条第２号及び第４号に定める賃貸借契約又は使用貸借契約の締結及び県による転貸承認の取得 

（９）事業開始予定日から委託する業務がある場合、第１９条第１項に定める通知 

（10）第２２条に定める全体計画の提出及び県の事前承認の取得 

（11）第２３条に定める延長事業開始日の属する事業年度の単年度計画の提出及び県の事前承認の取得 

（12）第３２条第２項に定める着陸料等又は空港航空保安施設使用料金を設定する場合には同条第３項若しく

は第４項に定める届出の完了その他特定運営事業の実施に必要な許認可等の充足 

（13）第４１条に定めるモニタリング計画の策定及び提出 

（14）前各号のほか、運営権者において、本事業の延長開始までに履行すべき本契約上の義務について不履行

がないこと 

２ 県は、延長事業開始予定日までに、以下の特定運営事業等の延長開始条件を充足しなければならない。 

（１）第１２条第１項に定める取決めの締結 

（２）第１３条第１項に定める空港用地及び運営権設定対象施設について行政財産使用貸借契約の締結及び引

渡し 

３ 運営権者は、前２項に定める延長開始条件のいずれか一つでも充足されない場合には、特定運営事業等の

延長（延長事業期間における実施）を開始することができない。ただし、当該延長開始条件のいずれかが充

足されない場合であっても、県が認めた場合には、運営権者は、特定運営事業等の延長を開始することがで

きる。 

４ 運営権者は、運営権者に本契約上の義務不履行がない場合であって、第１項及び第２項に定める延長開始

条件（第３項ただし書きによって県が充足しないことを認めた条件を除く。）が全て充足された時点を延長

事業開始日として、同日より特定運営事業等の延長を実施する。ただし、各条件が延長事業開始予定日以前

に充足された場合には、延長事業開始予定日をもって延長事業開始日とする。 

 

（特定運営事業等の延長の開始遅延） 

第１６条 運営権者は、前条第３項に定める特定運営事業等の延長を開始することができない場合を除き、県

がＰＦＩ法第２１条第１項に基づき指定する延長事業開始予定日までに、前条第１項に定める延長開始条件

（同条第３項ただし書きによって県が充足しないことを認めた条件を除く。）を全て充足させ、特定運営事業

等の延長を開始しなければならない。 

２ 運営権者は、延長事業開始日が延長事業開始予定日よりも遅延することが見込まれる場合には、速やかに

当該遅延の原因及びその対応方針を県に通知し、延長事業開始予定日の延長を申請しなければならない。こ

の場合、県は、正当な理由があると認めるときは、ＰＦＩ法第２１条第２項に基づき延長事業開始予定日を

延長することができる。 

３ 運営権者は、前項に定める対応方針において、特定運営事業等の可及的速やかな延長開始に向けての対策

及び延長事業開始日までの予定を明らかにしなければならない。 

４ 運営権者の責めに帰すべき事由によって延長事業開始日が当初の延長事業開始予定日よりも遅延し、県に

増加費用又は損害が発生した場合、県はその増加費用及び損害額の支払を運営権者に請求することができる。 

５ 県の責めに帰すべき事由によって延長事業開始日が当初の延長事業開始予定日よりも遅延し、運営権者に

増加費用又は損害が発生した場合、県は、当該増加費用又は損害について補償する。 

６ 法令等の変更又は不可抗力によって、延長事業開始日が当初の延長事業開始予定日よりも遅延した場合の

措置については、第３５条から第３８条までの定めに従う。 

 

（特定運営事業等の内容） 
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第１７条 運営権者は、延長事業期間中、本契約、要求水準書、実施方針及び提案書類に従い、次の各号に掲

げる特定運営事業を実施する。 

（１）空港運営等事業 

（２）環境対策事業 

（３）附帯事業 

２ 運営権者は、延長事業期間中、全体計画及び単年度計画に定められた範囲において、前項に掲げる事業の

ほか、任意事業を実施することができる。 

 

（空港用地及び運営権設定対象施設の転貸条件） 

第１８条 本事業を実施するに当たって、空港用地及び運営権設定対象施設を貸し付ける場合には、運営権者

は次の各号に掲げる条件に従う。 

（１）運営権者は、運営権設定対象施設のうち、本空港の着陸料等、空港航空保安施設使用料金及びその他の

施設の利用に係る料金等の収受の前提となる施設を第三者に転貸してはならない。 

（２）運営権者は、延長事業開始予定日までに、別紙７に記載の相手方との間で、同別紙に記載の内容で賃貸

借契約又は民法第５９３条に定める使用貸借契約を締結し、当該契約書の写しを県に提出しなければなら

ない。 

（３）運営権者は、別紙７に記載の各期間中、前号の各契約の変更又は解除を行わない。ただし、各賃貸借契

約又は使用貸借契約の契約相手方から同意を得た場合には、当該契約の変更又は解除をすることができる。 

（４）前２号のほか、運営権者が延長事業開始日以降、第三者との間で新たに空港用地及び運営権設定対象施

設の貸付契約を締結する場合（前号ただし書きの定めによって変更契約を締結する場合その他運営権者が

延長事業開始日時点で締結済の契約を再締結又は更新する場合を含む。）には、あらかじめ、県に対して転

貸承認申請書を提出し、承認を得なければならない。延長事業開始予定日から転貸を行う場合は、延長事

業開始予定日までに、上記の手続を完了する。 

（５）運営権者は、前号に基づき第三者に対して空港用地及び運営権設定対象施設を貸し付ける場合、次に掲

げる条件に従わなければならず、これに反する条件で貸付けを行うことはできない。運営権者は、当該第

三者につきイ（ア）又は（イ）の違反があったことを知ったときは、速やかに県に報告するとともに、当

該第三者との間で締結する土地貸付契約又は建物貸付契約（以下本号において「転貸契約」という。）を解

除しなければならない。 

ア 転貸契約は契約期間が延長事業期間を超えない（本契約が事業終了日前に解除又は終了した場合は

当該解除又は終了をもって当該契約の契約期間も終了する。）ものとしなければならない。 

イ 転貸契約には、次に掲げる事項を規定しなければならない。 

（ア）当該第三者は、貸付対象の用地又は施設において風俗営業その他公序良俗に反する事業を行わな

いこと。 

（イ）当該第三者は、その関係会社又はその取引先（転貸先等）が、暴力団員等及びその他の関係者の

いずれかに該当する者その他県が不適切と認める者でないことを表明し、かつ将来にわたっても該

当しないこと。 

（ウ）（ア）又は（イ）の違反があったときは、運営権者は催告を要することなく直ちに転貸契約を解除

できること。 

 

第６章 その他の事業実施条件 

 

（第三者への委託） 

第１９条 運営権者は、延長事業期間中、要求水準書に定めるところに従い、本事業に係る業務（委託禁止業

務を除く。以下本条において同じ。）について、県に事前に通知した上で、第三者に委託し、又は請け負わせ

ることができる。 

２ 運営権者は、県から要求された場合には、当該第三者と締結した契約書の写しを県に提出しなければなら

ない。また、運営権者は、第２４条第１項に定める事業報告書の提出と同時に、当該年間事業報告書の対象
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期間中に締結した各契約（上記で写しを提出した契約を含む。）の内容の概要（契約当事者、契約名、契約目

的、契約金額、契約期間及び契約日付）の一覧を県に提出する。 

３ 運営権者から本事業にかかる業務を受託した者（以下「受託者」という。）、又は請け負った者（以下「請

負者」という。）が再委託し、又は下請負を使用する場合、運営権者は、県に事前に通知しなければならない。   

４ 前３項の定めに基づく委託、再委託、請負及び下請負の使用は、全て運営権者の責任において行うものと

し、受託者、請負者その他本事業に係る業務に関して運営権者又は受託者、請負者若しくはこれらの者が使

用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て運営権者の責めに帰すべき事由とみなして、運営権者が

その責任を負う。運営権者は、受託者、再受託者、請負者及び下請負者を変更する場合、前３項の定めに従

う。 

５ 運営権者と受託者又は請負者との間で新たに締結される契約（以下「受託契約」という。）は、次の各号に

掲げる条件に従うものとし、これらのうちいずれかに反する契約は、効力を有しないものと定めなければな

らない。 

（１）受託契約の期間が延長事業期間を超えない（本契約が途中で解除又は終了した場合は当該解除又は終了

をもって受託契約の契約期間も終了する）こと。 

（２）前号の定めにかかわらず、延長事業期間満了前に本契約が終了した場合であって、県が請求した場合、

県又は県の指定する者が受託契約上の地位を承継し、受託契約を継続させることについてあらかじめ受託

者又は請負者が同意していること。 

（３）受託契約において、本契約と同等の守秘義務が定められていること。 

６ 運営権者は、本条に基づき本事業にかかる業務を委託し又は請け負わせる場合、暴力団員等及びその他の

関係者のいずれかに該当する者に対しては委託し又は請け負わせないものとし、受託者又は請負者をして、

暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者その他県が不適切と認める者に対しては再委託又は

下請負させない。 

 

（保険） 

第２０条 運営権者は、延長事業期間中を通じて、自己の責任及び費用において、空港管理者損害賠償責任保

険を付保する。 

 

（要求水準の変更） 

第２１条 県は、法令等の変更によって要求水準の内容を変更する必要がある場合には、これを運営権者に対

して通知する。この通知をもって要求水準は変更されるものとし、運営権者はこれを遵守する。 

２ 県及び運営権者は、要求水準書の内容について相手方に協議を申し入れることができる。この場合、法令

等に反しない限り、両者で合意した範囲において要求水準書を変更することができる。 

 

第７章 計画及び報告 

 

（全体計画） 

第２２条 運営権者は、要求水準書、実施方針及び提案書類に基づき、別紙８に基づき、令和５年度から事業

終了日までの期間について、本事業全体についての全体計画を作成しなければならない。 

２ 運営権者は、当該全体計画を令和５年３月３１日までに、県に提出し、県は、その内容を適切と認めた場

合、延長事業開始予定日までにこれを承認する。運営権者は、全体計画を作成するに当たっては、基本的に

別紙８に定める項目の範囲で運営権者が提案書類において本事業の実施に関して提案した内容に準拠する。 

３ 運営権者が、延長事業期間中、全体計画の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ県の承認を得なけ

ればならない。 

４ 運営権者は、延長事業期間中、全体計画に記載された内容に従い本事業を実施するよう最大限努力する。 

５ 運営権者は、全体計画について県の承認を得た又は延長事業期間中に変更の承認を得た後、延長事業開始

日において若しくは同日後速やかに又は変更の承認を得た場合には、当該承認後速やかに運営権者のホーム

ページ上で公表し、延長事業期間中、公表を維持しなければならない。 
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（単年度計画） 

第２３条 運営権者は、延長事業期間中、延長事業開始予定日を含む事業年度についての単年度計画を延長事

業開始予定日の３０日前までに、それ以降の各事業年度についての単年度計画を当該事業年度開始日の３０

日前までに県に提出し、県は、その内容を適切と認めた場合、延長事業開始予定日又は各事業年度開始日ま

でにこれを承認する。 

２ 運営権者は、延長事業期間中、単年度計画に従い、適正に本事業を実施しなければならない。ただし、運

営権者は、緊急を要すると認める事項を実施する必要がある場合には、承認済みの単年度計画に記載がない

場合であっても、当該事項を実施することができる。この場合、運営権者は当該事項の実施後速やかに単年

度計画を変更し、遅滞なく県に変更後の単年度計画を提出しなければならない。 

３ 運営権者は、令和６年度以降の事業計画（運営権設定対象施設及び関連備品の更新、拡張、新規投資（任

意事業に係るものを除く。）、及び単年度計画の策定に当たり県と運営権者が協議し運営交付金の範囲で実施

する１点当たり２５０万円以上の運営権設定対象施設及び関連備品の大規模修繕に係る各事業年度の計画を

いう。）について、各事業年度開始日の前年度の９月末までに、事前協議書を県に提出し、協議及び調整を行

う。 

４ 県は、前項にかかる県の予算案が決定した場合には、速やかにその旨を運営権者に対して通知する。 

５ 運営権者は、第２項ただし書きに定める場合を除き、単年度計画の内容を変更しようとする場合には、県

に対して事前に変更計画を提出し、県の承認を得なければならない。 

６ 運営権者は、単年度計画について県の承認を得た（変更の承認を含む。）後、速やかに（ただし、延長事業

開始予定日を含む事業年度についての単年度計画については、延長事業開始日において又は同日後速やかに）

運営権者のホームページ上で公表し、延長事業期間中、公表を維持しなければならない。 

 

（事業報告書の提出） 

第２４条 運営権者は、単年度計画の実施状況について運営権者の株主総会後、速やかに当該事業に係る事業

報告書及び収支計算書を作成の上、県に提出しなければならない。ただし、運営交付金の精算を必要とする

ものについては、当該事業年度の終了後、当該事業年度の翌年度の４月２０日までに県に提出する。 

２ 運営権者は、事業報告書について県に提出後、速やかにその公表事項を運営権者のホームページ上で公表

し、延長事業期間中、公表を維持しなければならない。 

３ 事業報告書の様式、記載事項及び公表事項等については、県が別途指定する。 

 

（区分経理） 

第２５条 運営権者は、延長事業期間中、前条第１項の事業報告書の提出と同時に、各事業年度の本事業につ

いて区分経理を行った財務書類を作成し、県に提出しなければならない。 

２ 前項に定める区分経理を行った財務書類の様式、記載事項等については、県が別途指定する。 

 

（財務情報等の報告及び開示） 

第２６条 運営権者は、延長事業期間中、各事業年度の株主総会終了後、速やかに、次の各号に掲げる情報を

県に報告する。 

（１）会社法第４３５条第２項に定める計算書類（監査役による監査済のもの） 

（２）会社法第４３５条第２項に定める事業報告 

（３）計算書類に係る附属明細書（監査役による監査済のもの）及び事業報告に係る附属明細書 

（４）各事業年度末現在における株主名簿の写し（原本証明付） 

（５）その他運営権者が自ら報告又は公表すべきと判断した情報 

２ 運営権者は、前項に基づき報告した内容のうち、前項第１号から第２号までについて、運営権者のホーム

ページ上で公表し、延長事業期間中、公表を維持しなければならない。 

３ 運営権者は、第１項の報告事項のほか、県から統計情報の作成のための情報提供を求められた場合には、

本事業に関する必要な情報を県に対して提供する。 
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（その他の報告義務） 

第２７条 運営権者は、延長事業期間中、第２２条から第２６条までのほか、本事業に関し県が必要と認めて

報告を求めた事項について、遅滞なく県に報告しなければならない。 

 

第８章 費用負担 

 

（費用負担） 

第２８条 運営権者は、本事業に要する費用を負担する。 

なお、空港用地等のうち県以外の者の所有地については、県が所有者と賃貸借契約を締結し、賃借料を負

担する。 

 

（運営交付金） 

第２９条 県は、別紙９のとおり、別に定める鳥取県営鳥取空港運営交付金交付要綱に基づき、本事業に必要

な費用を運営交付金として交付する。 

２ 令和５年度以降、各事業年度末時点において当該事業年度に交付された運営交付金に残余が生じた場合、

運営権者は、当該残余分を積立金として処理することによってその金額を明らかにしたうえで、翌事業年度

以降において当該積立金を自らの判断で自由に使用することができる。 

 

第９章 更新投資等 

 

（更新投資） 

第３０条 運営権者は、運営権設定対象施設について、令和５年度以降（以下、本条各項について同じ。）、第

４項に規定する更新投資以外のすべての更新投資を自らの費用（第２９条第２項に基づき積立金として処理

したものを含む。）又は第２９条第１項に基づき県から交付を受けた運営交付金にて実施する。 

２ 運営権者は、任意事業として自らの判断で、自らの費用（第２９条第２項に基づき積立金として処理した

ものを含む。）において、更新投資を実施することができる。 

３ 前項によって運営権者が更新投資を実施した施設は、運営権者の所有となり、運営権者が希望して県がこ

れを承認しない限り、当該施設に運営権は及ばない。 

４ 県は、運営権設定対象施設に係る更新投資のうち、国庫補助若しくは国交付金（以下、「国庫補助等」とい

う。）対象事業又は予定価格が７，０００万円以上の不動産若しくは動産の買入れに該当するものを自らの費

用にて実施する。この場合、当該更新投資部分は、当然に運営権設定対象施設に追加されるものとし、これ

について運営権者は本契約（第１３条第２項を含み、これに限られない。）に定める義務を負う。また、運営

権者は、当該更新投資部分について、第８条に準じて、運営権設定対象施設として使用するために必要な承

継等に係る契約手続等を行う。 

５ 県は、前項に定める国庫補助等対象事業となる更新投資に関する設計・工事及び発注者支援業務を運営権

者に委託することができるものとし、運営権者は、当該業務の受託のために最大限協力しなければならない。 

６ 運営権者は、運営権者及び県が実施する更新投資に伴い航空法第４３条第１項に規定する重要変更に該当

する場合は、県が実施する航空法上の手続に協力する。 

７ 県が実施した更新投資（第５項に定める場合を除く。）は、必要に応じて運営権者と協議した上で、投資終

了後に当該対象部分を運営権対象施設に帰属させることがある。運営権設定対象施設に帰属させた場合には、

運営権者が運営等を行う。 

８ 第５項に基づき行われる更新投資の内容が、運営権者に著しい増加費用若しくは業務の増加又は損害を発

生させる場合には、事前に県と運営権者が協議し、合意した上で実施する。この際、県は、必要と認める場

合には、協議によって本契約の変更を行うことができる。 

９ 第１項に定める更新投資のうち、予定価格が３，５００万円以上の不動産若しくは動産の買入れに該当す

るものについては、その必要性・妥当性等を運営権者が県に対してあらかじめ疎明し県が承認した場合に限
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り、当該買入代金の２分の１を県が負担する。また、国際会館又は増築部分（国内線ターミナルビル及び国

際会館の連結部）の営繕工事であり、かつ、１取引単位当たりの予定価格が１，０００万円以上のもの（た

だし、雨漏り関連の補修工事については同予定価格が２５０万円以上のもの）については、その必要性・妥

当性等を運営権者が県に対してあらかじめ疎明し県が承認した場合に限り、当該工事代金の全額を県が負担

する。ただし、県が本項の各負担を行うために必要な予算措置等を運営権者が計画する実施時期に応じて講

じられず、かつ、運営権者がその実施時期を見直すこともできない場合はこの限りではない。 

 

（関連備品に係る更新投資） 

第３１条 運営権者は、県から借り受けた関連備品について、令和５年度以降（以下、本条各項について同じ。）、

第２項に規定する更新投資以外の更新投資をすべて自らの費用（第２９条第２項に基づき積立金として処理

したものを含む。）又は第２９条第１項に基づき県から交付を受けた運営交付金にて実施する。 

２ 県は、関連備品に係る更新投資のうち、国庫補助等対象事業又は予定価格が７，０００万円以上の動産の

買入れに該当する更新投資を自らの費用にて実施する。この場合、当該更新投資部分は、当然に関連備品に

追加されるものとし、これについて運営権者は本契約に定める義務を負う。また、運営権者は、当該更新投

資部分について、第８条に準じて、関連備品として使用するために必要な承継等に係る契約手続等を行う。 

３ 県は、前項に定める国庫補助等対象事業となる更新投資に関する設計・工事及び発注者支援業務を運営権

者に委託することができるものとし、運営権者は、当該業務の受託のために最大限協力しなければならない。 

４ 第１項に定める更新投資のうち、予定価格が３，５００万円以上の動産の買入れに該当するものについて

は、その必要性・妥当性等を運営権者が県に対してあらかじめ疎明し県が承認した場合に限り、当該買入代

金の２分の１を県が負担する。ただし、県が本項の各負担を行うために必要な予算措置等を運営権者が計画

する実施時期に応じて講じられず、かつ、運営権者がその実施時期を見直すこともできない場合はこの限り

ではない。 

５ 更新投資を実施した関連備品は、引き続き県の所有とし、県は、関連備品使用貸借契約を変更の上で同契

約に基づく運営権者への無償貸付けを継続する。 

６ 更新投資を実施した関連備品に対して再度更新投資を行う場合も、本条の定めに従う。 

７ 運営権者は、自らの判断で、必要な関連備品以外の備品を自らの費用（第２９条第２項に基づき積立金と

して処理したものを含む。以下本項において同じ。）において、購入することができる。運営権者が自らの費

用において購入した当該備品は、運営権者の所有とする。 

 

（関連備品の使用貸借） 

第３１条の２ 運営権者は、県からの関連備品の借受けについて、令和５年度以降、別紙３－３に従って関連

備品使用貸借契約を締結する。 

 

第１０章 利用に係る料金の設定及び収受等 

 

（利用に係る料金の設定及び収受等） 

第３２条 運営権者は、本契約、要求水準書、実施方針及び提案書類並びに関連する法令等に従い、本事業対

象施設の利用者から以下の各号に掲げる利用に係る料金を設定し収受することができる。ただし、本契約で

別途定める場合又は設定及び収受の根拠となる法令等が変更された場合にはこれらに従う。 

（１）着陸料等 

（２）空港航空保安施設使用料金 

（３）航空運送事業者やテナント等の施設の利用に係る料金 

（４）その他本事業に係る料金であって、法令等上、料金を設定し収受することが禁止されていないもの 

２ 運営権者は、着陸料等を設定する場合には、民活空港運営法第１３条及び空港法第１３条に従い、設定す

る着陸料等をあらかじめ国土交通大臣に届け出るとともに、県に対してもこれを事前に通知する。延長事業

期間中に設定した着陸料等を変更しようとするときも同様とする。 

３ 運営権者は、空港航空保安施設使用料金を設定する場合には、民活空港運営法第１２条第２項及び航空法
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第５４条に従い、設定する使用料金をあらかじめ国土交通大臣に届け出るとともに、県に対してもこれを事

前に通知する。延長事業期間中に設定した空港航空保安施設使用料金を変更しようとするときも同様とする。 

４ 運営権者は、前２項に定める料金のほか本事業対象施設の利用に係る料金及びその他の事業に係る料金等、

法令等上、料金を設定し収受することが禁止されていないものについては、適用ある法令等、本契約、要求

水準書及び提案書類に従い、県に事前に届け出た上で、自由に設定及び収受することができる。 

 

第１１章 リスク分担 

 

（リスク分担の原則） 

第３３条 県は、本契約で別途定める場合を除き、運営権者による本事業の実施に対して、何らの対価を支払

う義務を負わない。 

２ 次項の場合及び本契約で別途定める場合を除き、運営権者はその責任で本事業を実施するものとし、本事

業において運営権者に生じた収入の減少、費用の増加、その他損害又は損失の発生については、全て運営権

者が負担する。 

３ 本契約及び実施方針で県が実施義務を負う業務に関して県の故意又は重大な過失によって運営権者に増加

費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害について補償する。 

 

（航空需要の変動） 

第３４条 運営権者の責めに帰さない事由によって航空需要の著しい変動があった場合は、県は運営権者と協

議の上、運営交付金を見直す。 

 

（滑走路等電気料金高騰対策費） 

第３４条の２ 県は、令和５年度から令和８年度までの各事業年度において、運営権者に対し、滑走路等電気

料金高騰対策費を交付する。各事業年度における滑走路等電気料金高騰対策費の支払時期及び算定方法につ

いては別紙９の２に定めるとおりとする。 

 

（法令等の変更） 

第３５条 法令等の変更によって運営権者に増加費用又は損害が生じるときは、県が当該増加費用又は損害を

負担する。運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、両者合意の上で運営交付金の見直し又は県

による補償金の支払のいずれかによって、当該増加費用又は損害について補償する。 

２ 本契約締結日以降、法令等の変更によって本事業の遂行が困難となった場合又はそれが見込まれる場合、

運営権者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに県に対し通知し、法令等の変更に対する対応

方針を県と運営権者で協議を行う。 

 

（不可抗力の発生等） 

第３６条 本契約締結日以降、不可抗力によって本事業の全部又は一部の遂行が困難となった場合、運営権者

は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに県に対し通知しなければならない。 

２ 前項の通知があった場合又は県が自ら不可抗力が発生していると認識した場合、 県は、運営権者とその対

応方針について協議する。ただし、本空港が不可抗力滅失している場合はこの限りでない。 

３ 県は、不可抗力事象による運営権設定施設への物理的な損傷が発生した場合は、運営権対象施設の復旧等

を行う。 

 

（不可抗力による事業継続措置） 

第３７条 前条第２項の定めに基づき、県が不可抗力事象によって事業の全部又は一部の停止が発生した場合

は、運営権者の本契約上の義務の履行を一時的に免責する。ただし、当該不可抗力の発生が運営権者の維持

管理上の過失による場合は、運営権者は、県に発生した損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の場合、県は、遅滞なく、運営権者と協議の上、不可抗力からの本事業の復旧スケジュールを決定す
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る。 

 

（不可抗力に伴うその他の措置） 

第３８条 不可抗力によって県及び運営権者に生じた増加費用及び損害は、前条第１項ただし書きを除き、各

自が負担し、相互に損害賠償請求を行わない。この場合においても運営権者は、その費用及び責任において

本事業を継続しなければならない。なお、県及び運営権者は、当該不可抗力によって本契約の相手方当事者

に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。 

２ 前項の定めにかかわらず、不可抗力によって、本事業の全部又は一部の停止が発生した場合には、運営権

者は、不可抗力によって、履行困難となった本契約上の義務について、当該不可抗力が排除されるまで、又

は本契約解除までの期間について、運営権者の履行義務を必要な範囲で免責することについて県に協議を申

し入れることができ、県は必要な範囲でこれを認めることができる。 

３ 前項の場合において、不可抗力による本事業の全部又は一部の停止が３か月以上継続し、又は継続するこ

とが見込まれるときは、運営権者は、本契約の見直しの協議を県に申し入れることができる。この場合にお

いて、不可抗力による本事業の全部又は一部の停止によって本事業の前提となる環境に重大な変化が生じて

いると県が認めたときは、県と運営権者は協議の上、必要な範囲で本契約の見直しを行う。 

４ 県が、不可抗力に起因して緊急事態が発生したと判断した場合には、第４３条の定めに従う。 

 

（損害賠償責任） 

第３９条 本契約に別途定めがある場合を除き、県又は運営権者が本契約に定める義務に違反したことによっ

て相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができ

る。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第４０条 運営権者は、運営権者が本事業の実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちにその状況を

県に報告しなければならない。 

２ 前項の損害が運営権者の責めに帰すべき事由によって生じたものである場合は、運営権者は、当該第三者

に対し賠償すべき損害を賠償しなければならない。 

３ 第１項の損害が県の責めに帰すべき事由によって生じたものである場合は、県がその損害を賠償しなけれ

ばならない。 

４ 本事業の実施に関し第三者との間に紛争を生じた場合においては、県及び運営権者が協力してその処理解

決にあたる。 

 

第１２章 適正な業務実施の確保 

 

（運営権者によるセルフモニタリング） 

第４１条 運営権者は、令和５年度以降の事業期間中、法令等及び要求水準によって実施が義務付けられてい

る事項及び提案書類において提案した事項に基づき、本事業を適正かつ確実に履行し、要求水準書の内容を

達成しているか確認するため、令和５年４月１日までに県と協議してモニタリング計画を定める。 

２ 運営権者は、本事業の実施に当たり、モニタリング計画に基づき、点検等を行い、その結果を適切に保存

するとともに、県に提出する。 

３ 運営権者は、前項のセルフモニタリングの方法及び結果のうち、自らが提案書類において提案した公表事

項については、モニタリング計画に基づき運営権者のホームページ上で公表し、令和５年度以降の事業期間

中、公表を維持しなければならない。 

４ 本条に関するその他の事項については、運営権者が県と協議して定めるモニタリング計画による。 

 

（県によるモニタリング） 

第４２条 県は、延長事業期間中、運営権者がＰＦＩ法、民活空港運営法、航空法、空港法、空港条例等その
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他の適用法令等並びに要求水準を満たす方法によって本事業を実施しているか否かを確認するとともに、運

営権者の財務状況を把握するため、前条第１項によるモニタリング計画に基づきモニタリングを実施する。 

２ モニタリングの実施に当たり、県は、運営権者から提出されたセルフモニタリングの結果に関する報告書

を参考にするほか、必要と認める調査を行うことができる。 

３ 運営権者は、県が実施するモニタリング調査に協力すること。 

４ 前３項のモニタリングによって本事業が要求水準を満たしていないと判断された場合、県は、運営権者に

対して是正の勧告を行うことができる。 

５ 運営権者は、前項に基づく是正の勧告を受けたときは、是正の方法及び時期を文書にて県に報告するとと

もに、是正を行い、その結果を県へ報告する。 

６ 第４項に基づく是正の勧告に対し、運営権者が合理的な理由なく是正を行わないときは、県は、運営権者

に対して改善計画の提出を命じることができる。運営権者は、県から改善計画の提出の命令を受けた場合は、

速やかに、改善の方法及び時期を文書にて県に報告するとともに、改善を行い、その結果を県へ報告する。

運営権者は、改善計画の提出の命令を受けてから、６０日以内に改善計画を県に提出し、その承認を得る。

提出された改善計画では十分に改善がなされないと県が認定した場合、運営権者は認定日から３０日以内に

改善計画を県に再提出する。 

７ 前項の規定に従い改善計画の提出を命じられてから１２０日以内に改善が見られないと県が合理的に判断

する場合、県は、本契約を解除することができる。 

８ 本条に関するその他の事項については、運営権者が県と協議して定めるモニタリング計画による。 

 

（緊急事態等対応） 

第４３条 県又は運営権者は、緊急事態が発生したと判断する事態が生じた場合には、直ちに相手方当事者に

対し通知する。県及び運営権者は、当該状況を可及的速やかに解消すべく可能な限り努力する。 

２ 県は、前項の通知を受け取り、又は自己で該当する事態の発生を認識した場合その他ＰＦＩ法第２９条第

１項に定める事由が生じたと判断したときは、同法第２９条第２項に基づく聴聞を行った上で、同条第１項

に基づき、県の判断で、必要な期間及び必要な範囲において運営権の行使の停止を命ずることができる。こ

の場合、県は、当該停止した本事業を自ら行うことができ、また、運営権者に対して県による当該本事業の

実施について協力を要請することができ、運営権者はこれに協力しなければならない。 

３ 前項に基づき運営権の行使が停止された場合、県は、ＰＦＩ法第２７条第１項に基づきこれを登録すると

ともに、当該停止が同法第２９条第１項第２号に定める事由によるときは、運営権者に対して、同法第３０

条第１項に基づいて通常生ずべき損失（運営権者の責めに帰すべき事由によって発生した損失等を除く。）を

補償する責任を負う。 

４ 第２項に定める場合において、県は、運営権の行使の停止を命じない場合であっても、運営権の行使の停

止に至らない範囲において、緊急事態等の解消に必要な期間及び必要な範囲において、自ら必要な措置を行

うことができる。この場合、県は、運営権者に対して県による当該措置の実施について協力を要請すること

ができ、運営権者はこれに協力しなければならない。 

 

（その他必要な措置） 

第４４条 県は、ＰＦＩ法第２８条に基づき、運営権者による本事業の適正を期するため、運営権者に対して、

本事業の業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることがで

きる。 

２ 前項の県の調査又は指示に従うことによって運営権者に費用が発生する場合、その費用は運営権者の負担

とする。 

３ 事業期間中、運営権者が３事業年度連続して赤字を計上した場合、運営権者は、本契約の見直しの協議を

県に申し入れることができる。この場合、県が認めた場合には、県と運営権者は協議の上、必要な範囲で本

契約の見直しを行うことができる。 
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第１３章 誓約事項 

 

（運営権者による誓約事項） 

第４５条 運営権者は、延長事業期間中、法令等及び本契約の各定めを遵守するほか、次の各号の事項を遵守

しなければならない。 

（１）運営権者は、会社法に基づき有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。 

（２）運営権者は、本事業の実施に当たり、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６

条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（昭和 35 年条約第 7 号）

の誠実な履行を妨げることがないよう留意し、同協定第５条に定める航空機による日本の飛行場への出入

りを確保するため誠実に対応すること。 

（３）運営権者は、延長事業期間を通じて、本事業の規模、内容等に照らして不適切な人員規模、雇用体制と

ならないような人事運用を行うべく、最大限努力すること。 

（４）前３号のほか、提案書類において運営権者の義務事項として提案した事項を充足していること。 

 

（運営権等の処分） 

第４６条 運営権者は、県の事前の許可又は承認を得ることなく、運営権、その他本契約上の地位及び本事業

について県との間で締結した契約に基づく契約上の地位、これらの契約に基づく運営権者の権利及び義務に

ついて、譲渡、担保提供その他の方法による処分（以下本条及び次条において「処分」という。）を行っては

ならない。 

２ 前項の定めにかかわらず、運営権者は、ＰＦＩ法第２６条第２項に基づく県の許可をあらかじめ得た場合

には、運営権を移転することができる。この場合、県は、次の各号に掲げる内容を含む許可の条件を付すこ

とができる。 

（１）譲受人が、本事業における運営権者の本契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて、県

に対して承諾書を提出すること。 

（２）譲受人が、運営権者が所有し、本事業の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位の譲渡を受けること。 

（３）譲受人が、ＰＦＩ法第９条による欠格事由に該当しないこと。 

 

（資産の処分） 

第４７条 運営権者は、本事業に関して運営権者が所有権を有する各資産については、自由に処分することが

できる。 

２ 運営権者は、関連備品については、県の承認のない限り、処分をすることができない。ただし、関連備品

が耐用年数を経過した場合又は使用できなくなった場合は、県の事前の承認を得て運営権者の費用及び負担

にて当該関連備品を処分することができる。また、関連備品の更新投資については第３１条の規定に従う。 

３ 運営権者は、関連物品譲与契約に基づき県から譲り受けた関連物品については、自己の判断で処分するこ

とができる。 

 

第１４章 契約の期間及び期間満了に伴う措置 

 

第１節 本契約の期間 

 

（契約の有効期間） 

第４８条 本契約は、本契約に別途定めがある場合を除き、本契約締結日を始期とし、事業終了日まで効力を

有する。 

 

（事業期間） 

第４９条 事業期間は、事業開始日から事業終了日までとする。 
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ただし、事業終了日より前に本契約が解除又は終了した場合には、第６０条から第６５条までの定めに従う。 

２ 事業終了日をもって運営権の存続期間の終期となり、運営権は消滅する。ただし、事業終了日より前に本

契約が解除又は終了した場合には、第６０条から第６５条までの定めに従う。 

 

第２節 期間満了による本事業終了手続 

 

（事業引継） 

第５０条 事業終了日の１２か月程度前から事業終了日までの間、運営権者は、県又は県の指定する者に本事

業が円滑に引き継がれるよう、以下の内容を含む事業引継をしなければならない。 

（１）運営権者は、運営権者の従業員について県又は県の指定する者が転籍での受入れを希望する場合には、

県の指定する日までに、従業員の意向確認等について必要かつ可能な協力をし、転籍を希望する全従業員

の記録を県又は県の指定する者に送付しなければならない。 

（２）運営権者は、運営権者が締結している契約及び維持している許認可等について県又は県の指定する者が

承継を希望する場合には、県の指定する日までに、契約相手方の意向確認又は許認可等の継続等について

必要かつ可能な協力をし、承継を希望する契約又は許認可等に関する資料を県又は県の指定する者に送付

しなければならない。 

（３）運営権者は、県又は県の指定する者に運営が引き継がれるまでに、県又は県の指定する者によって行わ

れる事業や施設が要求水準を満たしていることの確認等の評価（空港用地への立入調査や聞取調査も含む。）

に協力しなければならない。 

（４）運営権者は、県の指定する日までに、本空港に関して運営権者が有する財務及び運営、技術（知的財産

を含む第三者の使用許可が不要なライセンスや空港運営に必要なマニュアル等を含む。）に関する全ての

最新文書を県又は県の指定する者に電子媒体で送付しなければならない。 

（５）運営権者は、次条の定めに従い、資産の引渡し及び譲渡等を実施しなければならない。 

 

（事業終了日における資産の取扱い） 

第５１条 運営権者は、事業終了日又はそれ以降の県が指定する日に、運営権設定対象施設を県又は県の指定

する者に引き渡さなければならない。当該引渡しに当たり、運営権者は、事業終了日に運営権設定対象施設

が適切な状態にあること及び空港運営の円滑な実施を確保することを目的として、引渡時点において要求水

準を充足させるため、必要に応じて県と協議の上、運営権設定対象施設及び関連備品の更新投資を実施する。

また、県も必要に応じて第３０条及び第３１条において県が実施することができる旨を定める範囲で運営権

設定対象施設及び関連備品の更新投資を行うことができる。 

２ 県は、事業終了日又はそれ以降の県が指定する日において、運営権者が事業終了日時点で所有する各資産

のうち、事業終了日後の本空港の運営及び維持管理にとって必要と判断する資産について、自ら又は県の指

定する者をして、予算の範囲内で、時価で買い取る。 

３ 県は、前項で買取りを行わない資産についても、事業終了日以降の本空港の運営を阻害すると判断するも

の以外の資産については、第５３条第２項に定める撤去義務を免除した上で、自ら又は県の指定する者をし

て、無償で引き取ることができる。なお、県が上記によって買取り又は引取りの判断をした場合であって本

事業の実施者を新たに公募によって選定した場合、県は当該実施者をして、前項に基づき時価にて買い取る

資産及び本項に基づき無償で引き取る資産の全部又は一部を、それぞれ時価にて運営権者から買い取らせる

又は無償で引き取らせることを公募の条件とする。 

４ 前２項においては、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）県又は県の指定する者が資産を買い取り又は引き取る場合、運営権者は、当該資産を引き渡すまで、善

良な管理者の注意義務をもって保管する。 

（２）県又は県の指定する者が資産を買い取らず又は引き取らない場合には、運営権者は当該資産を自らの責

任及び費用にて処分する。前号によって当該買取又は引取者が必要と認めた場合には、運営権者は、当該

資産に関連して自らが締結している契約を当該買取又は引取者に承継するために必要な措置を取る。 

５ 第２項に基づき資産の買取りが行われる場合において、県又は県の指定する者による運営権者への各買取
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対価の支払は、県又は県の指定する者が運営権設定対象施設の引渡しを受けた日又は第３項に基づき買い取

った資産の引渡しを受けた日のいずれか遅い日から１年経過後速やかに（運営権者が自らの負担する契約不

適合責任の履行を担保するために合理的な保全措置が採られていることを示して県又は県が指定する者に対

して各買取対価の支払いを求めた場合において、当該支払いを行う者がこれを適切と認めた場合には、当該

支払を行う者が買い取った資産の引き渡しを受けた日から速やかに）行う。ただし、当該支払日の到来より

前に、県又は県の指定する者が次条に定める契約不適合責任に基づき損害賠償請求を行った場合、県又は県

の指定する者は、各買取対価の支払に係る債務と当該債権を法令等の範囲内において対当額で相殺すること

ができる。この場合、県又は県の指定する者は、当該相殺が実行され、又は当該損害賠償請求に係る債権が

弁済されるまでの間、各買取対価の支払を拒むことができる。 

 

（事業終了日の運営権者の契約不適合責任） 

第５２条 県又は県の指定する者は、前条第１項の定めによって引き渡された運営権設定対象施設に契約不適

合があるときは、県又は県の指定する者が当該施設の引渡しを受けた日から１年以内に限り、相当の期間を

定めて、当該契約不適合の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求するこ

とができる。 

２ 県又は県の指定する者は、前条第２項の定めによって運営権者から資産を買い取った場合、当該資産に契

約不適合があるときは、県又は県の指定する者が当該資産の所有権を取得した日から１年以内に限り、相当

の期間を定めて、当該契約不適合の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請

求することができる。ただし、契約不適合が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、県

又は県の指定する者は、修補を求めることができず、損害の賠償のみ請求することができる。 

３ 県又は県の指定する者は、前２項の資産が同項に定める契約不適合によって滅失又は毀損したときは、前

２項に定める期間内であっても県又は県の指定する者がその滅失又は毀損を知ったときから６０日以内に前

２項の権利を行使しなければならない。 

 

（本契約終了による運営権設定対象施設及び関連備品の取扱い） 

第５３条 運営権設定対象施設に係る行政財産使用貸借契約は、事業終了日に終了する。 

２ 前項に基づき運営権設定対象施設に係る行政財産使用貸借契約が終了した場合、運営権者は、事業終了日

から速やかに、第５１条に従い運営権設定対象施設を原状に復すため空港用地上に存在する不動産又は動産

等及び空港用地以外の運営権設定対象施設内に存する動産等を撤去して、県又は県の指定する者に引き渡さ

なければならない。ただし、次に掲げる不動産又は動産等が空港用地上又は空港用地以外の運営権設定対象

施設内に存在する場合には、運営権者は、当該不動産又は動産等は撤去せず、県又は県の指定する者に引き

渡さなければならない。 

（１）運営権設定対象施設（空港用地以外） 

（２）第５１条第２項の定めに従い県又は県の指定する者が買い取った資産 

（３）運営権者が所有する不動産又は動産等であって、県又は県の指定する第三者との間で撤去しないことに

ついて合意されている不動産又は動産等 

（４）前３号のほか、県が所有する不動産及び動産等並びに県が別途指示した不動産及び動産等 

３ 前２項の場合において、運営権者が正当な理由なく、事業終了日から相当の期間内に前項に定める撤去及

び引渡義務を履行しないときは、県は、運営権者に代わり当該措置を行うことができ、これに要した費用を

運営権者に求償することができる。この場合、運営権者は、県の処分について異議を申し出ることができな

い。 

４ 関連備品に係る関連備品使用貸借契約（更新後の契約を含む。）は、事業終了日に当然に終了し、運営権者

は関連備品を当該時点の現状有姿で県又は県の指定する者に引き渡す。ただし、引き渡された関連備品に契

約不適合があるときは、県又は県の指定する者が当該関連備品の引渡しを受けた日から１年以内に限り、相

当の期間を定めて、当該契約不適合の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を

請求することができる。 
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第１５章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置 

 

第１節 解除又は終了事由 

 

（運営権者の事由による本契約の解除） 

第５４条 県は、次の各号の事由が発生したときは、運営権者に対し解除事由を記載した書面を送付して通知

することによって、催告することなく本契約を解除することができる。 

（１）運営権者の責めに帰すべき事由によって実施契約上の義務の履行が不能になったとき。 

（２）運営権者が破産したとき。 

（３）県が指定した期間までに本事業の延長を開始しなかったとき。 

（４）運営権者が本事業を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになった

とき。 

（５）運営権者が本事業に関する法令の規定に違反し、その影響が重大なとき。 

（６）運営権者の役員のうちに次のいずれかに該当する者があることが判明したとき。 

ア 成年被後見人若しくは被保佐人 

  イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

  ウ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５

年を経過しない者 

  エ 運営権者は運営権を取り消された場合において、その取消しの日前３０日以内に当該運営権者の役員

であった者で、その取消しの日から５年を経過しない者 

  オ 事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当す

る者 

  カ 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号に規定する

暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団の構成員（以下「暴力団員」という。）である者 

（７）次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められる

とき。 

  ア 暴力団員を役員等とすること、その他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。 

  イ 暴力団を雇用すること。 

  ウ 暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のため使用すること。 

  エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利

益を与えること。 

  オ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 

  カ 役員等が暴力団若しくは暴力団員であること、又はアからオまでに掲げる行為を行うものであると知

りながら、その者に物品の製造、仕入、納入その他業務を下請け等させること。 

 

（県の任意による解除） 

第５５条 県は、本契約を継続する必要がなくなった場合又はその他県が必要と認める場合には、６か月以上

前に運営権者に対して通知することによって、本契約を解除することができる。 

 

（県の事由による本契約の解除又は終了） 

第５６条 運営権者は、県の責めに帰すべき事由によって、県が本契約上の重大な義務を履行しない場合、運

営権者から６０日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けた催告を受けたにもかかわらず、

県が本契約上の重大な義務を履行しない場合、又は県の責めに帰すべき事由によって本契約に基づく運営権

者の重要な義務の履行が不能になった場合、県に対し、解除事由を記載した書面で通知することによって、

本契約の全部又は一部を解除することができる。 
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２ 県が本空港の所有権を有しなくなったとき（不可抗力滅失の場合を除く。）は、本契約は終了する。 

 

（不可抗力による本契約の終了又は解除） 

第５７条 不可抗力事象が発生し、県による事業継続措置が行われる場合であって、本事業の復旧スケジュー

ルを決定することができない場合、又は復旧スケジュールに基づく本事業の再開が不可能、若しくは著しく

困難であることが判明した場合、県は本契約を解除できる。 

２ 不可抗力事象の発生によって空港が滅失したときは、本契約は当然に終了する。 

 

（法令等変更による本契約の解除） 

第５８条 法令等変更によって、本契約に基づく義務のうち全部又は重要な部分の履行が不可能となったとき

は、県又は運営権者は、相手方に対し解除事由を記載した書面を送付して通知することによって、本契約を

解除することができる。 

 

（合意解除） 

第５９条 県及び運営権者は、合意によって本契約を終了させることができる。この場合、本契約に別途定め

るほか、解除の効果については県及び運営権者の合意によって決定する。 

 

第２節 解除又は終了の効果（全事由共通） 

 

（事業開始日前の解除又は終了の効果（全事由共通部分）） 

第６０条 事業開始日前に、第５４条ないし第５９条までの規定に基づき本契約が解除又は終了した場合であ

って、当該解除又は終了時点までに第８条第１項に基づき特定運営事業等の承継等を実施していた場合には、

承継等に際して交付された資産又は資料の返還等の必要な措置を行う。この場合、当該承継等及び措置に要

した費用は各自これを負担する。 

 

（事業開始日後の解除又は終了の効果（全事由共通部分）） 

第６１条 事業開始日後に、第５４条から第５９条までの規定に基づき本契約が解除又は終了した場合、第５０

条から第５３条までの定めについては、「事業終了日」を「本契約の解除又は終了日」に適宜読み替えて適用

する。ただし、以下の各号に記載されている定めについては、各号の定めに従う。 

（１）第５０条については、以下のように読み替える。 

「本契約が第５４条から第５９条までの定めによって終了又は解除された場合、運営権者は、県又は県の

指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、以下の各号の引継ぎを含む事業引継をしなければならず、

事業期間終了後合理的に必要な期間、引継ぎに協力する義務を負う。」 

２ 前項の場合において、運営権者は、県又は県の指定する者による本事業の実施に協力するため、本契約が

解除又は終了した後合理的に必要な期間、県又は県の指定する者から本事業に係る業務の委託を受ける等の

協力義務を負うものとし、県は、運営権者に対して当該委託について相当な対価を、別途合意した日に支払

う。 

 

第３節 解除の効果（運営権者の事由による解除） 

 

（違約金等－運営権者事由解除） 

第６２条 第５４条各項又は第５６条第２項（運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。）の定めによ

って本契約が解除され、又は終了した場合、運営権者は、県に対して県の指定する期限までに次項に定める

違約金その他の金員を一括で支払わなければならない。ただし、両者の間で協議の上、分割払いとすること

を妨げない。 

２ 前項に定める違約金の額は、事業期間中の運営交付金の額の１０分の１に相当する金額とし、運営権者は、

解除に起因して県が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を、県の請求に基づき支払わなけ
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ればならない。 

３ 第１項の場合において、県は、第５１条第２項の定めに基づき各資産を買い取る場合、当該資産の売買代

金債務と違約金等請求権を相殺することができる。 

 

（運営権取消等－運営権者事由解除） 

第６３条 第５４条各項の定めによって本契約が解除された場合、ＰＦＩ法第２９条第１項第１号ホに定める

重大な違反があったものとして、行政手続法第１３条第１項第１号に基づく聴聞手続を執った上で（同条第

２項に該当するときは直ちに）、県はＰＦＩ法第２９条第１項第１号に基づいて運営権を取り消し、県及び運

営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。 

 

第４節 解除又は終了の効果（県の事由及び法令等変更による解除又は終了） 

 

（運営権取消等及び損失の補償－県事由及び法令等変更事由解除） 

第６４条 第５５条、第５６条又は第５８条によって本契約が解除された場合、県は、行政手続法第１３条第

１項第１号に基づく聴聞手続を執った上で（同条第２項に該当するときは直ちに）、ＰＦＩ法第２９条第１項

第２号に基づいて運営権を取り消し、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第５７

条第２項によって本契約が終了した場合には、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。 

２ 前項の場合（第５６条第１項による本契約の終了については、県の責めに帰すべき事由がある場合に限る。）、

県は、運営権者に対して、運営権者に生じた損失を補償する。なお、損失額は県と運営権者で協議して定め

る。 

 

第５節 解除又は終了の効果（不可抗力による解除又は終了） 

 

（運営権放棄・取消等及び損失の負担－不可抗力解除） 

第６５条 第５７条によって本契約が終了した場合には、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行

う。また、第５７条第１項によって本契約が解除された場合、県は自らの判断によって、運営権者に対して、

運営権を放棄させる又は県の指定する者に無償で移転させることができ、運営権者は県の指示に従う。 

２ 県、運営権者のいずれも、第５７条による本契約の解除又は終了によって発生した損害については、自ら

負担する。 

 

第１６章 知的財産権 

 

（著作権の帰属等） 

第６６条 県が、本事業の募集手続又は本契約に基づき、運営権者に対して提供した情報、書類及び図面等（県

が著作権を有しないものを除く。）の著作権は、県に帰属する。 

 

（著作権の利用等） 

第６７条 県は、成果物について、県の裁量によって無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利

用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。 

２ 県の指定する者に対して本空港について新たに運営権が設定される場合及び県の指定する者が運営権者の

所有する資産を買い取る場合、前項の利用の権利及び権限は、本契約終了後、県の指定する者も有する。 

３ 成果物及び本事業対象施設のうち著作権法第２条第１項第１号に定める著作物に該当するものに係る同法

第２章に定める著作者の権利（次条において「著作者の権利」という。）の帰属は、同法の定めるところによ

る。 

４ 運営権者は、県（第２項における県が指定する者を含む。）が成果物及び本事業対象施設を次の各号に掲げ

るところによって利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者（運営権者を除く。）をし

て、著作権法第１９条第１項又は第２０条第１項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。 
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（１）著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本事業対象施設の内容を自ら公表し、若し

くは広報に使用し、又は県が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利用させること。 

（２）成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

（３）必要な範囲で、県又は県が委託する第三者をして、成果物について、複製、頒布、展示、改変、翻案そ

の他の修正をすること。 

（４）本事業対象施設を写真、模型、絵画その他の方法によって表現すること。 

（５）本契約終了後、本事業対象施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えによって改変し、又は取り壊すこ

と。 

 

（著作権等の譲渡禁止） 

第６８条 運営権者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び本事業対象施設に係る著作者の権利を第三者に

譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、事前に県の承認を得た

場合は、この限りではない。 

 

（第三者の有する著作権の侵害防止） 

第６９条 運営権者は、成果物及び本事業対象施設（運営権者が整備を行った部分に限る。以下本条において

同じ。）が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを県に対して保証する。 

２ 運営権者は、成果物又は本事業対象施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に

対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、運営権者がその賠償額を負担し、

又は必要な措置を講ずる。なお、本項は本契約の終了後も存続する。 

 

（第三者の知的財産権等の侵害） 

第７０条 運営権者は、本契約の履行に当たり、前条のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、

商標権及びその他の知的財産権（以下本条において「知的財産権等」という。）を侵害しないこと並びに運営

権者が県に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを県に対して

保証する。 

２ 運営権者が本契約の履行に当たり第三者の有する知的財産権等を侵害し、又は運営権者が県に対して提供

するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害する場合には、運営権者は、運営権者の

責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して県又は県の指定する者に直接又は間接

に生じた全ての損失、損害及び費用につき、県又は県の指定する者に対して補償及び賠償し、又はこれらの

者が指示する必要な措置を行う。ただし、運営権者の当該侵害が、県の特に指定する方法等を使用したこと

に起因する場合には、この限りではない。なお、本項は、本契約の終了後も存続する。 

 

（知的財産権等） 

第７１条 運営権者は、自らが知的財産権等の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する

一切の責任を負わなければならない。ただし、県が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者が当

該知的財産権等の存在を知らなかったときは、県は、運営権者がその使用に関して要した費用を負担しなけ

ればならない。 

 

第１７章 その他 

 

（協議会の設置） 

第７２条 県及び運営権者は、必要と認める場合は、本事業の実施に関する協議を目的として、各種協議会を

設置することができる。 

２ 県及び運営権者は、相手方当事者から協議会の設置を求められた場合、合理的な理由なくこれを拒んでは

ならない。 
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（公租公課） 

第７３条 本契約に関連して生じる公租公課は、全て運営権者の負担とする。 

 

（秘密保持義務） 

第７４条 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の承認がない限り、本契約に関する情報（本事業を実施す

る上で知り得た秘密を含む。）を他の者に開示してはならない。 

２ 前項の定めにかかわらず、県及び運営権者は、次の各号に掲げる場合に限り、本契約に関する情報を開示

することができる。ただし、開示の方法について県が指示した場合には、当該指示に従い開示する。 

（１）特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合 

（２）当該情報を知る必要のある県又は運営権者の従業員等（県の職員若しくは運営権者の役員を含む。）若し

くは県又は運営権者の弁護士、公認会計士、税理士等の専門家 

（３）本条の定めに違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合 

（４）既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合 

（５）法令等（鳥取県情報公開条例（平成１２年鳥取県条例第２号）を含む。）に基づき開示を求められた情報

を法令等で求められる範囲において開示する場合 

（６）裁判所の命令によって開示を求められた情報を開示する場合 

（７）県が本契約（各別紙を含む。）の締結版を開示する場合 

３ 前２項の定めは、県及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続

する。 

 

（金融機関等との協議） 

第７５条 県は、必要と認めた場合には、本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間で協定

書を締結する。県が当該協定書を締結する場合には、次の各号に掲げる事項を定める。 

（１）県が本契約に関して運営権者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の金融機関等への事前通

知及び金融機関等との協議に関する事項 

（２）金融機関等が運営権者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての県と

の間で行う事前協議及び県に対する通知に関する事項 

（３）県による本契約の解除に伴う措置に関する事項 

（４）運営権者が保有する権利及び資産に金融機関等が担保を設定し、又は行使する際の県との間で行う事前

協議に関する事項 

 

（遅延利息） 

第７６条 県、又は運営権者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払金額に対し、遅延日数１日に

つき契約締結日現在において鳥取県会計規則（昭和３９年鳥取県規則第１１号）第１２０条第１項に規定す

る率の遅延利息を相手方に支払わなければならない。 

２ 県は、本契約の基づいて生じた運営権者に対する債権及び債務を、法令等の範囲内において対等額で相殺

することができる。 

 

（契約保証金） 

第７７条 契約保証金は、これを免除する。 

 

（管轄裁判所） 

第７８条 本契約に関連して発生した全ての紛争は、鳥取地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（その他） 

第７９条 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承認及び契約終了告知並びに解除は、相手方に対する書

面をもって行われなければならない。 
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（疑義に関する協議） 

第８０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、県及び運営権者が誠実に協議して、これを定める。 
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別紙１ 定義集（第１条第３項関係） 

 

（１）「赤字」とは、第２４条第１項の定めにより、運営権者が作成する収支計算書において、本事

業の収支が負の値となることをいう。 

（２）「委託禁止業務」とは、法令上又は要求水準書上委託が禁止されている業務をいう。 

（３）「運営権」とは、運営権設定対象施設について、運営権設定日付で運営権者に設定されたＰＦ

Ｉ法第２条第７項に定義される公共施設等運営権をいう。 

（４）「運営権者」とは、鳥取空港ビル株式会社をいう。 

（５）「運営権者承継対象契約等」とは、別紙３－１の２に記載の運営権者への承継対象となる契約

等をいう。 

（６）「運営権設定対象施設」とは、①空港基本施設（滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン）、②空港

基本施設附帯施設等（場週道路、場周柵、ゲート等）、③空港基本施設管理施設（消防車庫、電

源局舎等）、④空港航空保安施設等（航空灯火、灯火整備棟等）、⑤国際会館（国内線ターミナル

ビルとの一体化による増築部を含む）、⑥除雪車庫、⑦駐車場等（駐車場、構内道路）、⑧空港用

地の総称をいい、延長事業開始日においては、要求水準書の本事業対象施設リスト（本契約締結

時点において更新されたもの）記載の上記施設及び延長事業開始日時点においてこれ以外の県

が所有する上記施設の総称をいう。 

（７）「運営権設定日」とは、平成３０年３月２３日をいう。 

（８）「延長事業開始日」とは、本契約第１５条に定める開始条件が充足され、運営権者により本事

業が開始された日をいう。 

（９）「延長事業開始予定日」とは、本事業の延長開始予定日である令和６年４月１日又は本契約第

１６条第２項の定めに従って延期された日をいう。 

（10）「延長事業期間」とは、延長事業開始日から事業終了日までの期間をいう。 

（11）「会社法」とは、会社法（平成１７年法律第８６号）をいう。 

（12）「会社法施行規則」とは、会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）をいう。 

（13）「環境対策事業」とは、要求水準書に定める環境対策事業をいう。 

（14）「関連備品」とは、本事業の実施に必要となる県所有の動産のうち、鳥取県物品事務取扱規則

（昭和３９年鳥取県規則第１２号）第３条において備品と分類されているものをいう。 

（15）「関連備品使用貸借契約」とは、第８条第１項の定めに基づき、県と運営権者の間で関連備品

の貸付けに関して締結される別紙３－３の様式による契約をいう。 

（16）「関連物品」とは、本事業の実施に必要となる県所有の動産のうち関連備品を除く物品であっ

て、別紙３－１の３記載の手続において運営権者への譲渡対象となる動産をいう。 

（17）「関連物品譲与契約」とは、第８条第１項の定めに基づき、県と運営権者の間で関連物品の譲

与（無償譲渡）に関して締結される別紙３－２の様式による契約をいう。 

（18）「行政財産使用貸借契約」とは、第１３条第１項の定めに基づき、県と運営権者の間で運営権

設定対象施設の使用貸借に関して締結される別紙５の様式による契約をいう。 

（19）「許認可等」とは、許可、認可、指定及びその他の形式の行政行為をいう。 

（20）「緊急事態」とは、①本空港の運営権者による安全な運営が著しく阻害されるおそれのある事
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態、②国の安全保障又は空港の安全が脅かされる事態、③本空港内での人の身体・生命又は財産

に損害が発生するおそれのある事態のいずれか、又はこれらに類する事態をいう（疑義を避ける

ために付言すると、不可抗力に該当した場合においても必ずしも緊急事態に該当するものでは

なく、県は第３８条第４項による判断を行うことができる。）。 

（21）「空港運営等計画」とは、空港条例第２１条第２項第１号に基づき、運営権者が令和５年１月

１８日付けで提出した空港の運営等に関する計画をいう。 

（22）「空港運営等事業」とは、要求水準書に定める①空港基本施設等運営等業務、②空港航空保安

施設運営等業務、③国際会館運営等業務（一体化による増築部を含む）、④駐車場施設等運営等

業務、⑤空港用地運営等業務を総称していう。 

（23）「空港管理規則」とは、鳥取県営鳥取空港管理規則（昭和４２年鳥取県規則第３７条）をいう。 

（24）「空港基本施設」とは、本空港の滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロンの総称をいう。 

（25）「空港基本施設管理施設」とは、本空港の消防車庫、電源局舎及びこれらに附帯する施設の総

称をいう。 

（26）「空港基本施設等」とは、本空港の空港基本施設、空港基本施設附帯施設等、空港基本施設管

理施設の総称をいう。 

（27）「空港基本施設附帯施設等」とは、本空港の飛行場標識施設、場周道路、場周柵、排水施設そ

の他空港基本施設に附帯する施設の総称をいう。 

（28）「空港航空保安施設使用料金」とは、航空法第５４条第１項に定義する空港航空保安施設の使

用料金をいう。 

（29）「空港航空保安施設等」とは、本空港の航空照明施設（飛行場灯火、航空障害灯、スポット番

号表示灯、エプロン照明灯）、進入灯橋梁及びこれらに付随する施設の総称をいう。 

（30）「空港条例」とは、鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例（昭和４２年鳥取県条例第

２４号）をいう。 

（31）「空港条例等」とは、空港条例、空港管理規則及びその他の本空港の運営に関係する条例・規

則として実施方針に記載された条例をいう。 

（32）「空港法」とは、空港法（昭和３１年法律第８０号）をいう。 

（33）「空港用地」とは、航空法第４６条に基づき告示（平成２年５月３１日運輸省告示第２７９号）

された本空港の区域の空港用地をいう。 

（34）「空港用地等」とは、空港用地並びにこれに附帯する建物及び工作物をいう。 

（35）「県」とは、鳥取県をいう。 

（36）「県職員」とは、県の職員をいう。 

（37）「航空運送事業者等」とは、航空法第２条第１８項に定める航空運送事業を経営する者、その

親会社及びそれらの子会社をいう。 

（38）「航空法」とは、航空法（昭和２７年法律第２３１号）をいう。 

（39）「航空法施行規則」とは、航空法施行規則（昭和２７年運輸省令第５６号）をいう。 

（40）「更新投資」とは、運営権設定対象施設の維持管理（ＰＦＩ法上の「維持管理」と同義であり、

本事業においては、実施方針において更新投資の「更新」、「拡張」及び「修繕」として示した全

ての投資をいう。）に係る投資（施設の一部廃止を含む。）をいう。 
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（41）「事業開始日」とは、原契約第１５条に定める開始条件が充足され、運営権者により本事業が

開始された日をいう。 

（42）「事業開始予定日」とは、県がＰＦＩ法第２１条第１項に基づき指定する本事業の開始予定日

である平成３０年７月１日又は原契約第１６条第２項の定めに従って延期された日をいう。 

（43）「事業期間」とは、事業開始日から事業終了日までの期間をいう。 

（44）「事業継続措置」とは、第３７条第２項により県が必要性を認定した場合に、運営権者による

事業継続のために、県が運営権設定対象施設を復旧するために実施する措置をいう。 

（45）「事業終了日」とは、令和９年３月３１日をいう。 

（46）「事業年度」とは、各暦年の４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終了する１年間（事業開

始日を含む事業年度にあっては、事業開始日から次に到来する３月３１日までの期間。）をいう。 

（47）「事前協議書」とは、運営権者が、第２３条第３項及び第３１条に定める事業計画について、

単年度計画の初回の提出以降、提出事前に協議、調整するために各事業年度開始日の前年度の９

月末までに、県に提出する書類をいう。 

（48）「実施方針」とは、県が平成２９年１２月２８日付けで公表した、鳥取県営鳥取空港特定運営

事業等実施方針（その後の変更を含む。）をいう。〇 

（49）「重要変更」とは、運営権設定対象施設についての以下の各号のいずれかの 1 つ以上に該当す

る変更をいう。 

ア 航空法施行規則第８５条第１号ハに定める「滑走路、着陸帯の長さ、幅又は強度の変更」に

該当する変更 

イ 航空法施行規則第８５条第１号ニに定める「誘導路の幅又は強度の変更」に該当する変更 

ウ 航空法施行規則第８５条第１号ホに定める「エプロンの拡張又は強度の変更」及びエプロン

の縮小に該当する変更（ここでいう「エプロンの拡張」にはエプロンの増設を含む。） 

エ 航空灯火についての、航空法施行規則第１２０条第１号に定める「灯質、光度又は光柱の範

囲の変更」に該当する変更 

オ 航空灯火についての、航空法施行規則第１２０条第２号に定める「灯火の配置及び組合せの

変更」に該当する変更 

カ 航空灯火についての、航空法施行規則第１２０条第３号に定める「制御装置の構造若しくは

回路又は定電流回路の変更（灯質、光度その他灯火の光学的特性に影響を与える場合に限る。）」

に該当する変更 

キ 航空灯火についての、航空法施行規則第１２０条第４号に定める「制御装置」の「増設又は

電源装置の増設」に該当する変更 

 (50)「条例等」とは、条例、規則、告示、公告、訓令、及び通達並びにこれらに基づく命令、行政処

分及び行政指導、並びにその他県の定める全ての政策、判断、措置等をいう。 

（51）「新規投資」とは、運営権設定対象施設の建設（ＰＦＩ法上の「建設」と同義である。）をいう。

本事業においては、運営権者が任意事業により施設等を新たに整備する行為をいう。 

（52）「成果物」とは、各種計画書、報告書、図面及びその他運営権者が本契約又は県の請求により

県に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。 

（53）「全体計画」とは、第２２条第１項の定めに従って運営権者が県に提出しその承認を得た、本
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事業全体に関する計画をいう。 

（54）「単年度計画」とは、第２３条の定めに従って運営権者が県に提出しその承認を得た延長事業

開始日以降、各事業年度の事業計画並びにこれらを反映した収支計画その他県が指定するもの

を総称していう。 

（55）「地方自治法」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）をいう。 

（56）「着陸料等」とは、空港法第１３条第１項に定義される着陸料等をいう。 

（57）「駐車場施設等」とは、本空港用地内の第１～第３駐車場、従業員用駐車場、タクシープール、

レンタカー用駐車場、構内道路及びこれらに附帯する施設の総称をいう。 

（58）「著作権法」とは、著作権法（昭和４５年法律第４８号）をいう。 

（59）「提案書類」とは、空港条例第２１条第２項及び空港管理規則第１１条により選定事業者の選

定に必要な書類として運営権者が平成３０年１月２２日又はその他の日付けで提出した申請書

類一式及び空港運営等計画の総称をいう。 

（60）「特定運営事業」とは、第１８条第１項各号で定める各事業を総称していう。 

（61）「特定運営事業等」とは、特定運営事業及び任意事業を総称していう。 

（62）「任意事業」とは、本契約及び関連法令等を遵守し、特定運営事業の円滑な実施及び本空港の

機能を阻害せず、風俗営業その他これに類するものや暴力団の事務所その他これに類するもの

に当てはまらず、公序良俗に反しない範囲の事業の総称をいう。 

（63）「ＰＦＩ法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１

１年法律第１１７号）をいう。 

（64）「風営法」とは、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１２

２号）をいう。 

（65）「風俗営業」とは、風営法第２条第１項各号及び同条第５項に定めるいずれかに該当する営業

をいう。 

（66）「不可抗力」とは、本契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって、以下の

1つ以上に該当する事象（あらかじめ県と運営権者の間で合意した基準の定めがあるものについ

ては、当該基準を超えたものに限る。）のうち、県及び運営権者のいずれの責めにも帰すことの

できないもので、県又は運営権者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害

又は障害発生の防止手段を合理的に期待できないものをいう。 

ア 異常気象（暴風、落雷、豪雨、強風、ハリケーン、台風、サイクロン、異常熱波又は異常寒波

であって、これらが本空港又は周辺において通常また定期的に発生するものよりも過酷である

ものをいう。） 

イ 自然災害（洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災、津波又はその他不可避かつ予見不能な自

然災害であって、本空港に重大かつ不可避の損害を生じさせるものをいう。） 

ウ 内戦又は敵対行為（暴動、騒擾、騒乱、テロ行為又は戦争行為をいう。これらの場合における

関係法令に基づく国及び県等による本空港使用を含む。） 

エ 疫病（法的に隔離が強制される場合を含む。） 

（67）「不可抗力滅失」とは、本空港について、不可抗力によって空港基本施設等及び空港航空保安

施設等に生じた物理的な損害により、空港の機能を回復させるために必要となる施設全てを復
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旧させるための費用がこれら施設を新たに建設するよりも高額となることが明らかである場合

等、空港の機能を一定期間内に回復させることが経済的に不合理かつ物理的に不可能又は著し

く困難な場合をいう。 

（68）「附帯事業」とは、要求水準書に定める附帯事業をいう。 

（69）「暴力団員等及びその他の関係者」とは、以下のいずれかの 1つ以上に該当する者をいう。 

ア 暴力団対策法第２条第２号に該当する団体（以下本号において「暴力団」という。） 

イ 法人の代表者が暴力団員等（暴力団対策法第２条第６号に定める暴力団員（以下本号において

「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下本号

において同じ。）である者 

ウ 法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。）

が暴力団員等である者 

エ 自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団

又は暴力団員等を利用している者 

オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的

に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者 

カ 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者 

キ 契約相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購 

入契約その他の契約を締結している者 

（70）「暴力団対策法」とは、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７

７号）をいう。 

（71）「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令行政指導

及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他の公的機関の定める

全ての規程、政策、判断、措置等（国際民間航空機関（ICAO）の規準を含むがこれに限られな

い。）をいう。 

（72）「法令等変更」とは、①運営権者にのみ適用され、他の者に適用されない法令等の変更、②民

活空港運営法に基づく公共施設等運営権の主体にのみ適用され、その他の者に適用されない法

令等の変更、③本空港にのみ適用され日本における他の空港には適用されない法令等の変更、又

は、④その他、事業実施にあたり、運営権者に影響の及ぼす国による法令、政策の変更等をいう。 

（73）「本空港」とは、空港法（昭和３１年法律第８０号）第５条第１項、空港法施行令（昭和３１

年政令第２３２号）第１条第３項において特定された鳥取空港をいう。 

（74）「本事業」とは、地方管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水

準書に従って実施される事業として第２条第１項に定める各事業の総称をいう。 

（75）「本事業対象施設」とは、運営権設定対象施設をいう。 

（76）「民活空港運営法」とは、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律（平成２

５年法律第６７号）をいう。 

（77）「民法」とは、民法（明治２９年法律第８９号）をいう。 

（78）「要求水準」とは、本契約、実施方針等、要求水準書及び提案書類に基づき定められている、

本事業実施において運営権者が充足すべき水準をいう。 
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（79）「要求水準書」とは、鳥取県営鳥取空港特定運営事業等要求水準書（要求水準書が追加又は変

更された場合は、当該追加又は変更を含む。）をいう。 

（80）「利用に係る料金」とは、第３２条に記載の本空港の各種利用に係る料金をいう。 

 

 

  



32 

 

別紙２ 県が維持する許認可等（第６条第２項関係） 

 

相手方 種類 場所 対象 目的 

総務省 

中国総合通信局 

無線局免許 

（陸上移動局） 

鳥取市湖山町西 業務用無線機 

一式 

管制機関等の交信

のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



33 

 

別紙３－１ 特定運営事業等の承継等の対象・方法（第８条第１項関係） 

 

１ 運営権設定対象施設の承継 

運営権設定対象施設に対して運営権が設定され、運営権設定対象施設は、延長事業開始日に県か

ら運営権者に引き渡される。 

 

２ 運営権者承継対象契約等の承継 

別紙４－２に従い運営権者が締結している契約等について、運営権者は、当該契約の相手方と延

長事業開始日以降の残りの期間について契約を締結する。 

また、県は、延長事業開始日までの間、県が本事業を実施することに伴う契約については、当該

契約等の新規締結、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通

知し説明を行い、当該契約等の新規締結、終了又は内容変更の結果を速やかに運営権者に通知する。 

 

３ 許認可等 

運営権者が要求水準書の別紙３に示す運営権者承継対象とする許認可等について、延長事業開

始日前より許認可を受けているものについては、延長事業開始日後についても引き続き許認可を

受ける。 

 

４ 関連備品の承継 

運営権者は、関連備品について、実施契約及び関連備品使用貸借契約の定めるところにより、県

から無償貸付けを受ける。 

また、別紙３－４に記載の関連備品について、運営権者は、延長事業開始日後においても引き続

き同別紙に記載の相手方に対して転貸する義務を負う。 
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別紙３－２ 鳥取県営鳥取空港特定運営事業等関連物品譲与契約書（案）（第８条第１項関係） 

 

譲渡人鳥取県（以下「県」という。）と譲受人鳥取空港ビル株式会社（以下「運営権者」という。）

とは、鳥取県営鳥取空港特定運営事業等（以下「本事業」という。）の実施に当たり、第２条に定め

る鳥取県営鳥取空港特定運営事業等に係る関連物品を「財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条

例（昭和３９年３月３０日鳥取県条例第８号）」第６条第１号に基づいて譲与（無償譲渡）するため、

平成●年●月●日付け鳥取県営鳥取空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約（その後の変更

を含み、以下「実施契約」という。）第８条第１項に基づき、ここに鳥取県営鳥取空港特定運営事業

等関連物品譲与契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（定義等） 

第１条 実施契約において定義されている用語は、本契約に別途定める場合を除き、本契約において

も同じ意味を有する。 

２ 実施契約と本契約との間に齟齬がある場合は、実施契約が本契約に優先して適用される。 

３ 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響

を与えない。 

 

（譲与物件） 

第２条 県は、運営権者に対し、別紙に定める関連物品（以下「関連物品」という。）を譲与（無償

譲与）する。 

２ 関連物品について、本契約締結日後にその数量が変更されたときは、引渡し時点に存在し、県が

譲与対象として指定した数量の物品が関連物品となる。 

 

（所有権の移転） 

第３条 関連物品の所有権は、実施契約に定める延長事業開始日をもって、県から運営権者に移転す

る。 

 

（関連物品の引渡し及び引取り等） 

第４条 県は、前条に定める所有権移転の日に関連物品を県から運営権者に引き渡すものとし、運営

権者はこれを速やかに引き取る義務を負う。 

２ 関連物品の引渡し場所は、空港用地内とする。ただし、引渡し時において、空港用地内に存しな

い関連物品については、引渡し時に当該物品の存する場所とする。 

３ 県は、関連物品の引渡しに当たり、適正な履行を確認するため自らの職員を立ち会わせる。 

４ 運営権者は前項の引渡しを受けたときは、受領書を県に提出する。 

 

（契約不適合） 

第５条 関連物品の引渡しは現状有姿で行うものとし、県は、関連物品について契約不適合責任を一

切負担しない。 
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（権利譲渡等の禁止） 

第６条 運営権者は、本契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は

抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。ただし、実施契約において認められる場合

及びあらかじめ県の書面による承認を受けた場合は、この限りではない。 

 

（契約の解除） 

第７条 県は、実施契約が解除その他の理由で延長事業開始日前に終了した場合、本契約を解除する

ことができる。延長事業開始日以降は、実施契約が解除された場合を除き、いかなる理由によって

も本契約を解除することはできないものとし、その場合の関連物品の取扱いは実施契約の定めに

従う。 

 

（解除時の費用等） 

第８条 県は、解除権を行使したときは、運営権者の負担した本契約の費用は返還しない。 

２ 県は、解除権を行使したときは、運営権者が関連物品に支出した必要費、有益費その他一切の費

用を償還しない。 

 

（損害賠償） 

第９条 運営権者は、本契約に定める義務を履行しないことにより県に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 運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由により第７条の定めに基づき本契約が解除された

ときは、県の受けた損害を賠償しなければならない。 

 

（契約等の費用） 

第１０条 本契約の締結に要する費用は、運営権者の負担とする。 

 

（秘密保持義務） 

第１１条 本契約に関する情報の守秘及び第三者への開示については、実施契約に定めるところに

従う。 

 

（合意管轄） 

第１２条 本契約に関する紛争又は訴訟については、鳥取地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とする。 

 

（信義誠実等の義務） 

第１３条 県及び運営権者は、信義に従い誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

（疑義についての協議） 
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第１４条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのな

い事項については、実施契約の定めに従うほか、県及び運営権者が協議の上これを定める。 

 

上記の契約の成立を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を所持

する。 

 

令和 年 月 日 

 

（譲渡人）鳥取市東町一丁目２２０番地 

鳥取県 

鳥取県知事  平井 伸治 

 

 

（譲受人）鳥取市湖山町西４丁目１１０－５ 

                        鳥取空港ビル株式会社 

                       代表取締役  中島 文明 
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別紙 

 

 譲渡の対象となる関連物品は、次のとおりとする。ただし、本契約締結後、引渡しまでの間に数量 

の変更があった場合は、引渡し時点に存在し、県が譲与対象として指定した物品が譲与対象となる。 

対象物品 数量 

●● ●● 
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別紙３－３ 鳥取県営鳥取空港特定運営事業等関連備品使用貸借契約書（案）（第８条第１項関係） 

 

貸付人鳥取県（以下「県」という。）と借受人鳥取空港ビル株式会社（以下「運営権者」という。）

とは、鳥取県営鳥取空港特定運営事業等（以下「本事業」という。）の実施に当たり、第２条に定め

る貸付備品を無償で使用することを許諾するため、平成●年●月●日付けで締結した鳥取県営鳥取

空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約（その後の変更を含み、以下「実施契約」という。）

第８条第１項に基づき、民法（明治２９年法律第８９号）第５９３条に基づく使用貸借契約として、

ここに鳥取県営鳥取空港特定運営事業等関連備品使用貸借契約（以下「本契約」という。）を締結す

る。 

 

（定義等） 

第１条 実施契約において定義されている用語は、本契約に別途定める場合を除き、本契約において

も同じ意味を有する。 

２ 実施契約と本契約との間に齟齬がある場合は、実施契約が本契約に優先して適用される。 

３ 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響

を与えない。 

 

（貸付備品） 

第２条 県は、本契約に従い、運営権者に対し、別紙の貸付備品（以下「本件備品」という。）を無

償で使用することを許諾する。 

 

（使用目的） 

第３条 運営権者は、本件備品を本事業の実施以外の用途に使用してはならない。 

 

（貸付期間） 

第４条 貸付期間は、事業開始日から令和９年３月３１日までとする。ただし、この期間満了の日の

３か月前までに県及び運営権者のいずれからも相手方に対して文書により異議の申出がないとき

には、実施契約が終了又は解除していない限りにおいて、この契約は同条件で更に１年間延長する

ものとし、その後においても同様とする。 

２ 運営権者が、第９条に基づき本件備品を処分したときは、当該本件備品については処分時をもっ

て本契約の対象から除外される。 

 

（貸付備品の引渡し） 

第５条 県は、運営権者に対し、前条に定める貸付期間の初日に、同日時点において県が所有してい

る本件備品を現状有姿で引き渡す。 

 

（契約不適合） 

第６条 県は、実施契約に定める場合を除き、本件備品について契約不適合責任を一切負担しない。 
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（権利譲渡等の禁止） 

第７条 運営権者は、本件備品の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は

抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。ただし、実施契約において認められる場合

及びあらかじめ県の書面による承認を受けた場合は、この限りではない。 

２ 前項ただし書き前段については、実施契約第１９条第１項及び第３項の規定に基づき第三者へ

の委託について県に通知をした場合、又は実施契約第２３条に基づき県の承認を受けた単年度計画

により第三者への委託をする場合（当該計画に第三者への委託に係る記載がある場合に限る。）のい

ずれかのうち、当該委託の使用目的の範囲内とする。 

 

（本件備品の維持、点検、更新、修繕の負担） 

第８条 実施方針において、運営権者の役割分担とされている事項について運営権者が支出した必

要費及び有益費等を含む本件備品の維持、点検、修繕に要する費用（車両の車検費用を含む。）は、

全て運営権者の負担とする。 

 

（本件備品の更新投資等） 

第９条 運営権者は、本件備品について更新投資又は処分を行おうとするときは、実施契約に定める

ところに従う。 

２ （意図的に削除） 

３ 実施契約第３１条に基づき、本件備品について更新投資を行った場合（県が本事業の実施に当た

り、新たに備品を調達する場合を含む。）又は本契約第４条第２項の処分を行った場合は、県及び

運営権者は、当該備品について本契約別紙に係る変更契約を行った上で、県は、運営権者に対し、

引き続き無償で使用することを許諾する。 

４ 前項の変更手続きについては、県及び運営権者で、鳥取県物品事務取扱規則（昭和 39年鳥取県

規則第 12号）による書類の収受をもって当該変更契約を行ったものとみなす。 

 

（善管注意義務及び調査協力義務） 

第１０条 運営権者は、本件備品を善良な管理者の注意をもって維持管理（本件備品の使用に伴う第

三者との紛争等への対応を含む。）しなければならない。 

２ 運営権者は、年１回以上本件備品の状況について実地検査を行い、県に対して報告を行わなけれ

ばならない。実地検査の回数及び実施時期については、県及び運営権者が協議の上、県が決定する。 

３ 前項のほか、県は、本件備品について随時実地に調査し、又は運営権者に所要の報告（実施契約

に基づき県と運営権者が協議して作成するモニタリング計画４－２に定める報告を原則とするが

これに限られない。）を求めることができる。この場合において、運営権者はその調査を拒み、若

しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。 

４ 運営権者は、第１項の注意義務を果たさないことに起因して本件備品が毀損したときは、運営権

者の責任においてこれを賠償しなければならない。 

５ 運営権者は、本件備品の使用により、他の県有財産又は第三者に損害を及ぼすおそれがあるとき
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は、運営権者の責任において損害の発生を防止し、損害が発生したときは、運営権者の責任におい

てこれを賠償しなければならない。 

６ 前２項の場合において、県が運営権者に代わって当該賠償の責任を果たしたときは、県は運営権

者に求償することができる。 

 

（契約の解除） 

第１１条 県は、実施契約が解除その他の理由で事業終了日前に終了した場合、本契約を解除するこ

とができる。 

 

（本契約終了時の処理） 

第１２条 貸付期間の終了又は前条に基づき本契約が終了した場合の処理は、実施契約の定めると

ころによる。 

 

（損害賠償） 

第１３条 運営権者は、本契約に定める義務を履行しないため県に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 運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由により第１１条の定めに基づき本契約が解除され

たときは、県の受けた損害を賠償しなければならない。 

 

（契約等の費用） 

第１４条 本契約の締結に要する費用は、運営権者の負担とする。 

 

（関連備品の譲渡の禁止） 

第１５条 県は、運営権者の事前の書面による承諾なくして、本件備品を第三者に対して譲渡し、又

はその他の処分を行ってはならない。 

 

（秘密保持義務） 

第１６条 本契約に関する情報の守秘及び第三者への開示については、実施契約に定めるところに

従う。 

 

（合意管轄） 

第１７条 本契約に関する紛争又は訴訟については、鳥取地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とする。 

 

（信義誠実等の義務） 

第１８条 県及び運営権者は、信義に従い誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

（疑義についての協議） 
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第１９条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのな

い事項については、実施契約の定めに従うほか、県及び運営権者が協議の上これを定める。 

 

 

 

 

 

上記の契約の成立を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を所持

する。 

 

令和 年 月 日 

 

（貸付人）鳥取市東町一丁目２２０番地 

鳥取県 

鳥取県知事  平井 伸治 

 

 

（借受人）鳥取市湖山町西４丁目１１０－５ 

                        鳥取空港ビル株式会社 

                       代表取締役  中島 文明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



備品番号 品名 銘柄・規格等

36000415 額（絵画） 公納久光作「夏泊」油彩３０号

36000417 製図机
コクヨ製図機ＴＲ－３２Ｄ製図台ＴＲ－Ｄ３２マ

グネット製製図板

40100560 軽搬型コンプレッサー

日立軽搬型ベビコンＰＡ６００　エアホース２０

エアーガン２エアースプレー２スプレーカップ２

補助タンク１

40200582 小型除雪機 ハンドガイド

40200691 Ｐ型進入角指示灯ＰＡＰＩ用工学カセット
ＮＳＰ－３１　光学カセット枠　４個　フィル

ター　１２枚　レンズ　１２個　電球　１２個

40200692
Ｐ型進入角指示灯ＰＡＰＩ用工学カセッ

ト

ＮＳＰ－３１　光学カセット枠　４個　フィル

ター　１２枚　レンズ　１２個　電球　１２個

40200693
Ｐ型進入角指示灯ＰＡＰＩ用工学カセッ

ト

ＮＳＰ－３１　光学カセット枠　４個　フィル

ター　１２枚　レンズ　１２個　電球　１２個

40200694
Ｐ型進入角指示灯ＰＡＰＩ用工学カセッ

ト

ＮＳＰ－３１　光学カセット枠　４個　フィル

ター　１２枚　レンズ　１２個　電球　１２個

40200695 ＰＡＰＩ用光学カセット点検調整装置
ＬＴ－３０ＳＴ配光測定点検装置本体１台電源装

置１個共通スペン

40200697 ロータリー除雪車
新潟鉄工ＮＲ８２１型鳥９９め１２４１車台番号

取「７２」０１９

40200698 ロータリー除雪車
新潟鉄工ＮＲ８２１型鳥９９め１２４３車台番号

取「７２」０２０

40200701 据置型コンプレッサー

日立圧力開閉器式ベビコン０．７５Ｐ－９．５Ｖ

Ｓ６　トランスホーマー１エアーガン１エアー

ホース２０配管材料１

40202949 除雪ドーザー
登録番号：鳥取００も７２３車台番号：Ｆ１２－

１１３１機関番号

40400081 小型除雪車（Ｓ０４－０８６０） フジイＦＳＲ１２００Ｄ３０ＰＳ、ハンドガイド

40401008 除雪ドーザ
車台番号７０Ｈ１－０９８１登録番号鳥取００も

８２１１３ｔ級、

40401162 ベルトコンベアー

傾斜式ベルトフィーダー付ベルトＷ５００×Ｌ

プベルト脚付

40401165 スクープストレッチャー ファーノワシントン社製モデル６５

40501991 減圧式固定担架 栄和産業バキュームリッター

40501992 減圧式固定担架 栄和産業バキュームリッター

別紙　本体備品一覧
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備品番号 品名 銘柄・規格等

40501993 心拍心電計 日本光電ハートメイトＩＥＣ－１１０２

40501994 自動心電計 日本光電ＥＣＧ－６２０１

40501995 集団災害酸素吸入セット 日本メディコマルチレーター　ボンベ運搬車

40501999 人工蘇生器 日本メディコＥＭ－Ｒ－００１－１Ｂ

40502000 人工蘇生器 日本メディコＥＭ－Ｒ－００１－１Ｂ

40502002 発電機 ヤンマーＹＳＧ３０００－６

40602003 減圧式固定担架 栄和産業バキュームリッター

40602004 減圧式固定担架 栄和産業バキュームリッター

40602005 減圧式固定担架 栄和産業バキュームリッター

40602006 スクープストレッチャー ファーノイーストモデル６５

40701829 高所作業台 アップライトルフトＵＬ－２４Ｓ

40701832 エアーテント

日本メディコＳＮＴ－２０　エアーブロー　足踏

みふいご　アンカーロープ　重し袋　補修キット

収納袋

40701838 移動用ＰＡアンプセット ＴＯＡＫＺ－４５０

40701866 カートストッパー ステンレス製

40701921 スクリーン半透明ＦＲＰパネル イトーキＦＡＴ－０４１７ＲＰ

40701961 応接テーブル オカムラＶＩＰルーム８３５８ＤＴ－Ｗ３９４

40701962 応接テーブル オカムラＶＩＰルーム８３５８ＤＴ－Ｗ３９４

40701963 応接テーブル オカムラＶＩＰルーム８３５８ＤＴ－Ｗ３９４

40701964 応接テーブル オカムラＶＩＰルーム８３５８ＤＴ－Ｗ３９４

40702036 応接椅子 カッシーナＶＩＰルーム４０３０１－Ａ

40702037 応接椅子 カッシーナＶＩＰルーム４０３０１－Ａ

40702038 応接椅子 カッシーナＶＩＰルーム４０３０１－Ａ

40702039 応接椅子 カッシーナＶＩＰルーム４０３０１－Ａ

40702040 応接椅子 カッシーナＶＩＰルーム４０３０１－Ａ

40702041 応接椅子 カッシーナＶＩＰルーム４０３０１－Ａ

40702042 応接椅子 カッシーナＶＩＰルーム４０３０１－Ａ

40702043 応接椅子 カッシーナＶＩＰルーム４０３０１－Ａ

40702044 応接椅子 カッシーナＶＩＰルーム４０３０１－Ａ

40702045 応接椅子 カッシーナＶＩＰルーム４０３０１－Ａ

40702046 応接椅子 カッシーナＶＩＰルーム４０３０１－Ａ

40702047 応接椅子 カッシーナＶＩＰルーム４０３０１－Ａ

40702048 応接椅子 カッシーナＶＩＰルーム４０３０１－Ａ

40702049 応接椅子 カッシーナＶＩＰルーム４０３０１－Ａ

40702050 応接椅子 カッシーナＶＩＰルーム４０３０１－Ａ

40702051 応接椅子 カッシーナＶＩＰルーム４０３０１－Ａ

40702052 応接椅子 カッシーナＶＩＰルーム４０３０１－Ａ
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40702053 応接椅子 カッシーナＶＩＰルーム４０３０１－Ａ

40702065 ロビーチェアー オカムラＬ３０５ＢＣ（３人掛）

40702066 ロビーチェアー オカムラＬ３０５ＢＣ（３人掛）

40702068 ロビーチェアー オカムラＬ３０５ＢＣ（３人掛）

40702069 ロビーチェアー オカムラＬ３０５ＢＣ（３人掛）

40702070 ロビーチェアー オカムラＬ３０５ＢＣ（３人掛）

40702071 ロビーチェアー オカムラＬ３０５ＢＣ（３人掛）

40702072 ロビーチェアー オカムラ２３５４ＺＺ（４人掛）

40702073 ロビーチェアー オカムラ２３５４ＺＺ（４人掛）

40702088 ロビーチェアー コクヨ１１８０－３（３人掛）

40702090 ロビーチェアー コクヨ１１８０－３（３人掛）

40702091 ロビーチェアー コクヨ１１８０－３（３人掛）

40702093 ロビーチェアー コクヨ１１８０－３（３人掛）

40702096 ロビーチェアー コクヨ１１８０－３（３人掛）

40702097 ロビーチェアー コクヨ１１８０－３（３人掛）

40702098 ロビーチェアー コクヨ１１８０－３（３人掛）

40702101 ロビーチェアー コクヨ１１８０－３（３人掛）

40702105 ロビーチェアー コクヨ１１８０－３（３人掛）

40702108 ロビーチェアー コクヨ１１８０－３（３人掛）

40702110 ロビーチェアー コクヨ１１８０－３（３人掛）

40702112 ロビーチェアー コクヨ１１８０－３（３人掛）

40702114 ロビーチェアー コクヨ１１８０－３（３人掛）

40702119 ロビーチェアー コクヨ１１８０－３（３人掛）

40702123 ロビーチェアー コクヨ１１８０－３（３人掛）

40702124 ロビーチェアー コクヨＸＫＮ－５５－１４３

40702128 ロビーチェアー コクヨＸＫＮ－５５－１４３

40702129 ベンチ コクヨＰＦ－ＳＵＳＩ

40902000 除雪トラック 鳥取８８ゆ７－５０

40902302 トーバー Ａ３００用ヘッド

40902310 ロビー用イス オカムラ１階ロビーＬ３０５ＢＣ（３人掛）

40902312 ロビー用イス オカムラ１階ロビーＬ３０５ＢＣ（３人掛）

40902313 ロビー用イス オカムラ１階ロビーＬ３０５ＢＣ（３人掛）

40902315 ロビー用イス オカムラ１階ロビーＬ３０５ＢＣ（３人掛）

40902316 ロビー用イス オカムラ１階ロビーＬ３０５ＢＣ（３人掛）

40902319 ロビー用イス オカムラ１階ロビーＬ３０５ＢＣ（３人掛）

40902320 ロビー用イス コクヨ２階ロビーＸＫＮ－５５－１４３

40902321 ロビー用イス コクヨ２階ロビーＸＫＮ－５５－１４３

40902325 ガラス展示台 コクヨＹＧ－ＧＨＡ４２０２ＳＬ
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40902326 ガラス展示台 コクヨＹＧ－ＧＨＡ４２０２ＳＬ

40902327 ガラス展示台 コクヨＹＧ－ＧＨＡ４２０２ＳＬ

40902334 動力噴霧器

マルナカセット動噴ＣＫＡ２５Ｍ１３１　ＳＬＨ

巻取機　８．５φホース　５０ｍ＋３ｍ噴口　Ｆ

Ｌ－１

40902335 動力噴霧器

マルナカセット動噴ＣＫＡ２５Ｍ１３１　ＳＬＨ

巻取機　８．５φホース　５０ｍ＋３ｍ噴口　Ｆ

Ｌ－１

40902338 動力散布機 ゼノアＭＤ４３１Ｇ－２３

40902339 自走式芝刈機 バロネスＧＭ６５ＡＲ

40902340 自走式芝刈機 バロネスＧＭ６５ＡＲ

40902341 空気呼吸器 興研消防車バイダス８４３ＨＶＰ－Ⅱオート

40902342 空気呼吸器 興研消防車バイダス８４３ＨＶＰ－Ⅱオート

40902343 空気呼吸器 興研消防車バイダス８４３ＨＶＰ－Ⅱオート

40902349 伸縮型梯子 関東梯子避難はしごＫＨＦＬ－８７

40902350 動力付救助用鋸 スチールＴＳ３５０Ｓ

40902351 強行実施用具 新宮商工タイガーエアソー

41000240 除雪トラック（鳥取８８ゆ８０３） 車台番号ＣＶＳ８１Ｊ２３００００３８

41000246 小型除雪機（日野町い９４３） ニイガタＮＲ４０

41002118 凍結防止剤散布車鳥取８８ゆ８００ 車台番号ＧＸ１ＪＧＣ１００４８

41002233 トーバー ＭＤ８２用ヘッド

41002234 トーバー頭部金具 Ｆ１００用頭部金具

41102740 スノーローダ鳥取０００る２４ コベルコ　ＲＭ３

41102850 自走式ロータリーモア バロネスＧＭ６５Ａ－Ｒ

41102859 除雪機 ホンダＨＳ－７６０

41200431 除雪トラック（鳥取８００は１０２） ７ｔ級４×４専用車車台番号ＦＺ４

41201899 デジタルビデオカメラレコーダー ソニーＤＣＲ－ＰＣ５

41202132 芝刈機 バロネスＬＭ－８０－ＣＲ

41301546 パンフレットスタンド コクヨ、ＺＲ－ＰＳ５００

41301551 スイーパー 960

41400738 ロ－タリ－除雪車（鳥取９００る２７）
車体番号Ｍ０６００１３６　油圧式チップバッ

ク，高雪提処理装置，エアコン

41403832 デジタルビデオカメラ
パナソニックＮＶ－ＭＸ５０００　アクセサリ－

キット，ソフトバック，三脚

41403953 道路パトロ－ルカ－ 鳥取８００さ２４３３

41403956 暗視スコ－プ ニコンナイトサ－チ

41407478 ベンチ コクヨ　ＰＦ－ＳＵＳ１

41407479 ボ－ドスクリ－ン コクヨ　ＳＮ－ＧＴ１８３Ｗ
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41501664 温水部品洗浄装置 東芝ライテック（株）製　ＡＬＢＭ－ＪＣ２Ａ

41501665 簡易式漏洩検査装置 東芝ライテック（株）製　ＡＬＢＭ－ＷＬ１Ａ

41501666 エア－コンプレッサ－
東芝産業機器システム（株）製　ＡＬＢＭ－ＡＣ

ＫＡ３．７

41501667 エア－ツ－ル （株）ベッセル製　他

41603110
空港用１２５００Ｌ級化学消防車（２号

車）
ＭＡＦ－１２５Ａ

41603344
無線電話装置（くうこうとっとりけん１

２）
ＪＨＭ－２２８Ｓ０５Ｔ

41603714 航空灯火維持管理用車両 ベース車両　マツダＬＥ－ＤＧ６３Ｔ

41603976 防火服一式 Ｊ６０５０Ｍ

41603977 防火服一式 Ｊ６０５０Ｍ

41604972 医療資器材搬送車 屋根付きアルミカーゴカート

41701739
高圧洗浄機（ナイスホットウォッ

シャー）

バンザイ　KHW-1100 ２．２ｋｗ　３ＰＳ　吐

出空気量２１０Ｌ／ｍｉｎ以上　ホース２０ｍ

41701740 エアーコンプレッサー ２．２ｋｗ　３ＰＳ　吐出量７５０Ｌ／ｈ以上

41701741 高圧洗浄機
２．２ｋｗ　３ＰＳ　吐出空気量２１０Ｌ／ｍｉ

ｎ以上

41702327
除雪トラック（１０ｔ級，ワンエイプラ

フ付）
１０ｔ級　６＊６

41702330 空港用高速スイ－パ－除雪車 スイ－パ－除雪車

41800970 集団災害酸素吸入セット
マルチフローレーター　酸素ボンベ　減圧弁　運

搬車

41802059 路面清掃車 鳥取８００は３２３

41802137 除雪トラック １０ｔ　６×６　４．５ｍワンウェイプラウ付

41802202 エアーコンプレッサー ２００ｖ　１．５ｋｗ　９５Ｌ以上

41803462
軽四輪貨物自動車（鳥取４８０い７３９

９）

４ＷＤ、ＭＴ、ガソリン車、箱バンタイプ　Ｕ６

２ＶＬＮＤＥ　ＡＢＳ　運転席・助手席エアバッ

ク

41803878 防火服上下 新Ｊ６０５０Ｍ　新Ｐ６０５０Ｍ

41803879 防火服上下 新Ｊ６０５０Ｍ　新Ｐ６０５０Ｍ

41803880 防火服上下 新Ｊ６０５０Ｍ　新Ｐ６０５０Ｍ

41901386
道路パトロールカー（鳥取８００さ４５

９３）

４×４Ｇ、ＡＴ、乗車定員５人以　黄色灯火、赤

色警光灯、電動サーチライト、前部霧灯、車装式

スポットライト、電子サイレン、スタッドレスタ

イヤ等

41903090 小型除雪機Ｓ１９－１９０８ コマツ　ＫＳＳ３０ＳＤ
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42001259
凍結防止剤散布車（鳥取８００は４４

４）

乾式、３ｔ級、２．５ｍ３、４×４　スタッドレ

スタイヤ、チェーン、冬用ワイパーブレード、床

マット、熱線サイドミラー、エアコン、電子防錆

装置他

42002432 門型金属探知機 ギャレット社　　　ＰＤ６５００　ｉ

42101417 発電機付投光器
三笠建機　ＭＬＴー７００ＲＤ　ライト台車型

発電機　ホンダＥＵ－１６

42101418 発電機付投光器
三笠建機　ＭＬＴー７００ＲＤ　ライト台車型

発電機　ホンダＥＵ－１６

42101596 除雪トラック　１０ｔ級、６×６
４．５ｍワンウエイプラウ付、ＡＤＧ－ＣＺ４Ｙ

Ｌ形

42101661 空港用高速スイーパー除雪車 ＡＤＧ－ＣＦ４ＸＬ　Ｎ７Ｅ－０８２５３

42103258
空港用６１００Ｌ級化学消防車（１号

車）
コマツ　ＨＶ６０００

42301265 自動レベル Ｂ２０　金属三脚

42301976
一般業務用無線電話装置（くうこうとっ

とりけん２）

アイコムＩＣーＶＭ２０１０ＭＦＴ　送信出力５

Ｗ　マイク　アイコム　ＨＭー１４３　取説　試

験成績書

42301977
一般業務用無線電話装置（くうこうとっ

とりけん３）

アイコムＩＣーＶＭ２０１０ＭＦＴ　送信出力５

Ｗ　マイク　アイコム　ＨＭー１４３　取説　試

験成績書

42301978
一般業務用無線電話装置（くうこうとっ

とりけん４）

アイコムＩＣーＶＭ２０１０ＭＦＴ　送信出力５

Ｗ　マイク　アイコム　ＨＭー１４３　取説　試

験成績書

42301979 バッテリー内蔵型可搬型ケース
アイコムＳＬＤー５１６６　専用充電器　ショル

ダーベルト　予備ヒューズ　取説　試験成績書

42301980 バッテリー内蔵型可搬型ケース
アイコムＳＬＤー５１６６　専用充電器　ショル

ダーベルト　予備ヒューズ　取説　試験成績書

42302003
消防用ホース（第１・第２・第３ホース

用）

帝国繊維　スーパーランナー７×６本７・ｗｉｎ

×４本

42302004 放水ノズル（ガンタイプフォグノズル）
ＹＯＮＥ　クアドラフォグノズル　ＮＨー４０Ｑ

Ｆ

42302005 放水ノズル（ガンタイプフォグノズル）
ＹＯＮＥ　クアドラフォグノズル　ＮＨー４０Ｑ

Ｆ

42302006
業務用車載式無線機（くうこうとっとり

けん１３）
パナソニック　ＥＦ－２２２１ＡＭ　５Ｗ
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42302614
クリノトロニックプラス（高精度傾斜測

定器）
５１２Ｐ－１ＲＧ

42400952 災害時用救護エアーテント アキレス株式会社　Ｖ６６

42401167 可搬型無線機ケース
（有）エーステクノ（ＡＲＣー７０ＳＴ）　ＧＸ

５５６０使用

42404510 人工蘇生器 ポータブル蘇生器Ｐ－１０２

42404511 手動式人工蘇生器 レスキューセットＯＳＡ（６個）

42501647 滑走路点検車両
三菱自動車工業（株）ＲＶＲ（ＧＡ４ＷＸＴＳＸ

Ｚ）

42502047 大型高速スイーパー除雪車 （株）加藤製作所Ｓ－３８０　Ｃ２型

42502922
摩擦係数測定装置（Ｂｏｗｍｏｎｋ社

ＡＦＭ２）
Ｂｏｗｍｏｎｋ社　ＡＦＭ２

42503081 送排風機 サンキＰＦＥ２８２Ｙ　ダクト付

42503591 救急医療作業車
救急医療作業車（６０人対応型）　仕様書のとお

り

42600218
空港用１０５００Ｌ級化学消防車（３号

車）
空港用１０５００立級化学消防車

42601648 除雪トラック（４ｔ級） 除雪トラック

42602293 連続式摩擦係数測定車
ＳＡＲＳＩＳ　Ｖｏｌｖｏ　Ｆｒｉｃｔｉｏｎ

Ｔｅｓｔｅｒ　仕様書のとおり

42700704 災害時用救護エアーテント
芦森工業（株）　ジェットエアーテント　ＳＡ

Ｔー６６３Ｇ

42700705 災害時用救護エアーテント
芦森工業（株）　ジェットエアーテント　ＳＡ

Ｔー６６３Ｇ

42702273 鳥取空港２トントラック ２トン　トラック

42702274 鳥取空港鳥獣点検車両 三菱自動車工業（株）ＲＶＲ

42801119 携帯型レーザー距離測定器 トウルーパルス２００

42801815 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

日陶株式会社　ＣＵ－ＳＰ１　バッテリーパック

１個、電極パット（成人・小児両用）３個

キャリングケース

50002176 いす類

ロビーチェア（ｵﾘﾊﾞｰ,SSB-798B）,360度円形組

合せベンチ（ｵﾘﾊﾞｰ,SSM-179TR60）,木製アーム

チェア（ｵﾘﾊﾞｰ,SCG-5610）

50002265 視聴覚・光学機器類 音響設備　仕様書のとおり

50002853 試験・検査機器・計器類 Rapiscan社製X線装置（620DV）

50004021
鳥取空港国際線ターミナル２階ロビー遮

光ロールスクリーン

タチカワ　ラルク遮光フォンセRS-7501、

W=1.9m、H=4.5m、アイボリー、チェーン式
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50004022
鳥取空港国際線ターミナル２階ロビー遮

光ロールスクリーン

タチカワ　ラルク遮光フォンセRS-7501、

W=1.9m、H=4.5m、アイボリー、チェーン式

50004023
鳥取空港国際線ターミナル２階ロビー遮

光ロールスクリーン

タチカワ　ラルク遮光フォンセRS-7501、

W=1.9m、H=4.5m、アイボリー、チェーン式

50004024
鳥取空港国際線ターミナル２階ロビー遮

光ロールスクリーン

タチカワ　ラルク遮光フォンセRS-7501、

W=1.9m、H=4.5m、アイボリー、チェーン式

50005437 監視カメラ ＰＩＺカメラ（レコーダー拡張キット）

50005444
鳥取砂丘コナン空港デジタルサイネージ

調達
55型Ｖ型４台（マルチディスプレイ）

50005453 標識灯保守工具類
東芝ライテック製（旧備品番号：41501668、

H15.10.9取得）

50005454 カートストッパー ステンレス製

50005595 鳥取空港航空灯火保守点検装置 配光測定装置

50005916 キッズコーナー用注意看板
フレーム＋サイン出力＋自立スタント（英語、繁

体字、簡体字、韓国語）

50005917 キッズコーナー用注意看板
フレーム＋サイン出力＋自立スタント（英語、繁

体字、簡体字、韓国語）

50005982 監視カメラ ＰＩＺカメラ

50005983 レコーダー ８TB　カメラ１２台対応

50006019 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）
バッテリー（本体分のみ）、電極パット（成人用

２個及び小児用１個）を含む

50006058 鳥取空港国際線ターミナル旅客搭乗橋
ANAMS/BTU社製　2段トンネルガラス型電気駆

動バリアフリータイプ　EW2-20/28R(G)

50006092
赤外線サーモグラフィー機器（ＦＬＩＲ

Ｅ６－ＸＴ）

本体１台につき標準装備（キャリングケース・Ｕ

ＳＢケーブル・バッテリー１個充電用ＡＣアダプ

タ・取扱説明ＤＶＤ）を含む

50006093
赤外線サーモグラフィー機器（ＦＬＩＲ

Ｅ６－ＸＴ）

本体１台につき標準装備（キャリングケース・Ｕ

ＳＢケーブル・バッテリー１個充電用ＡＣアダプ

タ・取扱説明ＤＶＤ）を含む

50006164 サーマルカメラセット

本体（HikVision DS-2TD1217B-3/PA(B)）、三

脚、取付台金具、ノートPC、ケーブル、50イン

チモニター、スタンドイーゼル

50006306 監視カメラ ＰＴＺカメラ（ＷＶ－Ｓ６１１０）

50007203
鳥取砂丘コナン空港国際線ターミナル受

託手荷物Ｘ線検査装置

Rapiscan社製X線装置（628DV）及び標準付属品

（液晶モニター２、操作卓１、椅子１、前後荷物

置き台、衝立型パーティション）
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備品番号 品名 銘柄・規格等

50007415 多人数用酸素吸入装置

Ⅾ８型フローメーター本体1、ケース1・ダイヤ

ル式流量計8・加湿瓶（小)8・医療用圧力調整器

（SA 型）1・酸素吸入マスク8個・5mホース1

50007417 救急医療セット
空港等における消火救難体制の整備基準別添６所

定の機器一式

50007418 救急医療セット
空港等における消火救難体制の整備基準別添６所

定の機器一式

50007419 救急医療セット
空港等における消火救難体制の整備基準別添６所

定の機器一式

50007566 サーマルカメラ（鳥取空港搭乗者用）
体表温度測定機能付マルチターミナルUFT-2060

及びフロアスタンド

50007567
サーマルカメラ（鳥取空港キッズコー

ナー用）
体表温度測定機能付マルチターミナルUFT-2060
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42700704 災害時用救護エアーテント
芦森工業（株）　ジェットエアーテント　Ｓ
ＡＴー６６３Ｇ

株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

42700705 災害時用救護エアーテント
芦森工業（株）　ジェットエアーテント　Ｓ
ＡＴー６６３Ｇ

株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

416049727 医療資器材搬送車 屋根付きアルミカーゴカート 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

417017396 高圧洗浄機
２．２ｋｗ　３ＰＳ　吐出空気量２１０Ｌ／
ｍｉｎ以上

株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

425030813 送排風機 サンキＰＦＥ２８２Ｙ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

421037389
車載型無線機（くうこうとっとりけん１
１）

ケンウッド製ＴＣＭ１２４ＦＴ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

421037427 携帯型無線機ぼうさいとっとりくうこう１ ケンウッド製ＴＣＰ－１３３ＷＦＴ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

423019771
一般業務用無線電話装置（くうこうとっと
りけん３）

アイコムＩＣーＶＭ２０１０ＭＦＴ　送信出
力５Ｗ

株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

423019798 バッテリー内蔵型可搬型ケース アイコムＳＬＤー５１６６ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

423020036
消防用ホース（第１・第２・第３ホース
用）

帝国繊維　スーパーランナー７×６本７・ｗ
ｉｎ×４本

株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

423020060
業務用車載式無線機（くうこうとっとりけ
ん１３）

パナソニック　ＥＦ－２２２１ＡＭ　５Ｗ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

421014176 発電機付投光器
三笠建機　ＭＬＴー７００ＲＤ　ライト台車
型

株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

421014184 発電機付投光器
三笠建機　ＭＬＴー７００ＲＤ　ライト台車
型

株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

423020044 放水ノズル（ガンタイプフォグノズル）
ＹＯＮＥ　クアドラフォグノズル　ＮＨー４
０ＱＦ

株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

423020052 放水ノズル（ガンタイプフォグノズル）
ＹＯＮＥ　クアドラフォグノズル　ＮＨー４
０ＱＦ

株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

418007013 ＡＥＤトレーナー ハートスタートＦＲ２＋ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

409023493 伸縮型梯子 関東梯子避難はしごＫＨＦＬ－８７ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011657 スクープストレッチャー ファーノワシントン社製モデル６５ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

406020060 スクープストレッチャー ファーノイーストモデル６５ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

409023418 空気呼吸器 興研消防車バイダス８４３ＨＶＰ－Ⅱオート 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

409023426 空気呼吸器 興研消防車バイダス８４３ＨＶＰ－Ⅱオート 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

409023434 空気呼吸器 興研消防車バイダス８４３ＨＶＰ－Ⅱオート 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

409023507 動力付救助用鋸 スチールＴＳ３５０Ｓ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

409023515 強行実施用具 新宮商工タイガーエアソー 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

416039780 吸水管ＷＳソフト吸管Ｍ ６５ｍｍ　黄線２５ｍｍ２本　４ｍ加工 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

416039799 吸水管ＷＳソフト吸管Ｍ ６５ｍｍ　黄線２５ｍｍ２本　４ｍ加工 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

416039802 Ｄ型双口接手 ＡＫＫ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011932 担架 ファーノワシントン社製モデル１１ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011940 担架 ファーノワシントン社製モデル１１ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011959 担架 ファーノワシントン社製モデル１１ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011967 担架 ファーノワシントン社製モデル１１ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011975 担架 ファーノワシントン社製モデル１１ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

別紙３－４　転貸義務を生じる相手方（関連備品）（第８条第１項関係）

備品番号 品名 銘柄、規格等 相手方 貸付期間 貸付目的
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405019917 減圧式固定担架 栄和産業バキュームリッター 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

405019925 減圧式固定担架 栄和産業バキュームリッター 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

406020036 減圧式固定担架 栄和産業バキュームリッター 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

406020044 減圧式固定担架 栄和産業バキュームリッター 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

406020052 減圧式固定担架 栄和産業バキュームリッター 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

424009520 災害時用救護エアーテント アキレス株式会社　Ｖ６６ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

405019933 心拍心電計 日本光電ハートメイトＩＥＣ－１１０２ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

405019941 自動心電計 日本光電ＥＣＧ－６２０１ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011983 背骨矯正板 ファーノワシントン社製モデル７４０ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011991 背骨矯正板 ファーノワシントン社製モデル７４０ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404012009 背骨矯正板 ファーノワシントン社製モデル７４０ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404012017 背骨矯正板 ファーノワシントン社製モデル７４０ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

405019950 集団災害酸素吸入セット 日本メディコマルチレーター 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

405019992 人工蘇生器 日本メディコＥＭ－Ｒ－００１－１Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

405020001 人工蘇生器 日本メディコＥＭ－Ｒ－００１－１Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

405020010 電動式吸引器 レールダル社ＥＭ－Ｒ－０１６ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

406020079 救急医療セット ＪＭ－１型 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

406020095 救急医療セット ＪＭ－１型 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

406020109 救急医療セット ＪＭ－１型 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

428018155 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） 日陶株式会社　ＣＵ－ＳＰ１ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

418009709 集団災害酸素吸入セット マルチフローレーター 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

418009717 エマジン小型吸引器 ３ＷＡＹ－１５００ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

418009725 エマジン小型吸引器 ３ＷＡＹ－１５００ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

418009733 エマジン小型吸引器 ３ＷＡＹ－１５００ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

418009741 パルスオキシメーター 9500 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

418009750 パルスオキシメーター 9500 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

418009768 パルスオキシメーター 9500 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

411028592 除雪機 ホンダＨＳ－７６０ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

416033448
無線電話装置（くうこうとっとりけん１
２）

ＪＨＭ－２２８Ｓ０５Ｔ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

416039764 防火服一式 Ｊ６０５０Ｍ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

416039772 防火服一式 Ｊ６０５０Ｍ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

418038784 防火服上下 新Ｊ６０５０Ｍ　新Ｐ６０５０Ｍ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

418038792 防火服上下 新Ｊ６０５０Ｍ　新Ｐ６０５０Ｍ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務
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418038806 防火服上下 新Ｊ６０５０Ｍ　新Ｐ６０５０Ｍ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

416031100
空港用１２５００Ｌ級化学消防車（２号
車）

ＭＡＦ－１２５Ａ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

425035912 救急医療作業車 救急医療作業車（６０人対応型） 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

426002186
空港用１０５００Ｌ級化学消防車（３号
車）

空港用１０５００立級化学消防車 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

421032581 空港用６１００Ｌ級化学消防車（１号車） コマツ　ＨＶ６０００ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

420022535 耐火服 赤尾　エミュファイター 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

420022543 耐火服 赤尾　エミュファイター 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

420022551 耐火服 赤尾　エミュファイター 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011665 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011673 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011681 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011690 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011703 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011711 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011720 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011738 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011746 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011754 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011762 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011770 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011789 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011797 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011800 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011819 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011827 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011835 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011843 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011851 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011860 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011878 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011886 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011894 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011908 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務
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備品番号 品名 銘柄、規格等 相手方 貸付期間 貸付目的

404011916 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

404011924 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

416036501 アルミホーロー黒板 ＲＭ－１２Ｎ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

425035947 刈払機 スチールＦＳ２６Ｃ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

424044903 携帯無線機（くうこうとっとりけん３５） ケンウッド　５Ｗ　ＴＣＰ－１２３ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

427022748 鳥取空港鳥獣点検車両 仕様書のとおり 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

427022730 鳥取空港２トントラック 仕様書のとおり 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

409023396 自走式芝刈機 バロネスＧＭ６５ＡＲ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

409023400 自走式芝刈機 バロネスＧＭ６５ＡＲ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

409023345 動力噴霧器 マルナカセット動噴ＣＫＡ２５Ｍ１３１ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

409023353 動力噴霧器 マルナカセット動噴ＣＫＡ２５Ｍ１３１ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

409023388 動力散布機 ゼノアＭＤ４３１Ｇ－２３ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

413015512 スイーパー 960 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

411028533 ヘッジトリマー 新ダイワＨＴ－２０ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

413015520 チェンソー ＣＳ４０ＥＦ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

412021326 芝刈機 バロネスＬＭ－８０－ＣＲ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

406015881 路面清掃車
登録番号鳥取８８ゆ５４４車台番号ＰＫ２１
０ＨＮ－０００１３機

株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

414037320 高枝剪定機 セツア　ＨＨＴ２３００ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

414037338 刈払機 スチ－ル　ＦＳ２６００－Ｕ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

414037346 刈払機 スチ－ル　ＦＳ２６００－Ｕ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

418020591 路面清掃車 鳥取８００は３２３ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

40400081 小型除雪機（Ｓ０４－０８６０）
フジイＦＳＲ１２００Ｄ３０ＰＳ、ハンドガ
イド

株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

413015490 ブロアー スチール、ＢＧ８５ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

410022365 刈払機 ＦＳ－２６ＰＡ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

413015482 エンジンヘッジトリマー 新ダイワ、ＨＴ２３０ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

410022357 刈払機 ＦＳ－２６ＰＡ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

411028584 エアバンドレシーバー アイコムＩＣ－Ｒ１０ 株式会社鳥取空港ビルサービス
事業開始日から
令和9年3月31日まで

維持管理作業

42103743 携帯型無線機ぼうさいしょうぼう２ ケンウッド製ＴＣＰ－１３３ＷＦＴ 鳥取県東部広域行政管理組合
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

42203567 無線電話装置
５Ｗ　ＪＩＳ防浸（くうこうとっとりけん
６）

鳥取県消防防災航空センター
事業開始日から
令和9年3月31日まで

消防業務

42701307
一般業務用無線電話装置（くうこうとっと
りけん３４）

株式会社　ＪＶＣケンウッド　ＴＣＰー１３
３ＷＦＴ　リチウムイオンバッテリー　１８
８０ｍＡｈ

鳥取県警察航空隊
事業開始日から
令和9年3月31日まで

警察業務

40902302 トーバー Ａ３００用ヘッド 全日本空輸株式会社 鳥取空港所
事業開始日から
令和9年3月31日まで

航空機の牽引プッ
シュバック作業に使
用

41002233 トーバー ＭＤ８２用ヘッド 全日本空輸株式会社 鳥取空港所
事業開始日から
令和9年3月31日まで

航空機の牽引プッ
シュバック作業に使
用

41002234 トーバー頭部金具 Ｆ１００用頭部金具 全日本空輸株式会社 鳥取空港所
事業開始日から
令和9年3月31日まで

航空機の牽引プッ
シュバック作業に使
用
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42203566 無線機
５Ｗ　ＪＩＳ防浸（くうこうとっとりけん１
０）　アンテナ、バッテリー、充電器

日ノ丸自動車株式会社
鳥取航空営業所

事業開始日から
令和9年3月31日まで

緊急時の情報伝達
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別紙４－１ 県が維持する協定等（第１１条第 1項関係） 

 

相手方 協定等の名称 締結日 

国土交通省 

大阪航空局 

国有財産有償貸付契約書（鳥取空港ボルデメ用地（駐車場））   

（土地：雑種地 1,394.83㎡ 鳥取市湖山町西四丁目 110番 8） 

令和 3年 8月 19日 

国土交通省 

大阪航空局 

国有財産有償貸付契約書（鳥取空港敷地） 

（土地：雑種地 685.30㎡ 鳥取市湖山町西四丁目 150） 

令和 3年 3月 15日 

中国財務局 

鳥取財務事務所 

国有財産無償貸付契約書（鳥取空港敷地） 

（土地：旧鳥取大学農学部湖山実習地 26,736.54㎡） 

令和 3年 3月 11日 

中国財務局 

鳥取財務事務所 

国有財産有償貸付契約書（給油施設部分） 

（土地：旧鳥取大学農学部湖山実習地 490.91㎡） 

令和 3年 3月 11日 

三津地区財産管理組合 土地有償貸付契約書（障害灯敷地） 

（土地：鳥取市三津字石原平 987番地のうち障害等敷地 24.62㎡） 

昭和 60年 4月 1日 

宗教上小路神社 土地有償貸付契約書（障害灯敷地） 

（土地：鳥取市賀露字中小路 1714番地の１のうち、障害灯敷地 

21.16 ㎡並びに電柱１本、埋設ケーブル 62.5 ㎡及び標柱 4 本に係

る土地） 

平成元年 11月１日 

賀露町自治会 土地使用貸借契約書（象形物の設置） 

（土地：鳥取市賀露町字西浜 1757番地 734の一部 約 46,000㎡） 

平成 2年 2月 1日 

賀露町自治会、鳥取市 協定書（鳥取市賀露町における鳥取空港周辺対策） 令和 3年 4月 1日 

湖山町自治会、鳥取市 協定書（鳥取市湖山町における鳥取空港周辺対策） 昭和 59年 6月 4日 

末恒地区区長会、鳥取市 協定書（鳥取市末恒地区における鳥取空港周辺対策） 昭和 59年 3月 17日 

千代水地区自治会、 

鳥取市 

協定書（鳥取市千代水地区における鳥取空港周辺対策） 昭和 59年 3月 17日 

浜坂地区自治会連合会、 

鳥取市 

協定書（鳥取市浜坂地区における鳥取空港周辺対策） 昭和 59年 3月 17日 

株式会社ソニック 鳥取空港における低層風情報提供システムの今後の取扱いに関す

る覚書 

令和元年 7月 25日 
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別紙４－２ 運営権者が締結すべき協定等（第１１条第２項関係） 

 

相手方 協定等の名称 締結日 

鳥取県危機管理局危機管理

政策課、鳥取県警察本部 

旧鳥取空港建築事務所建物の一部を備蓄倉庫として使用する

ことについての覚書 

平成 18年 9月 13日 

鳥取県福祉保健部 

健康医療局医療政策課 

災害時の医療作業者等の管理及び運用に関する覚書 平成 26年 3月 4日 

鳥取県危機管理局 

消防防災課 

鳥取空港運用時間外における消防防災ヘリコプターの緊急運

航に伴う空港施設の利用取り扱いに関する覚書 

平成 10年 7月 6日 

（社）鳥取県東部医師会 鳥取空港医療救護活動に関する協定書 令和 4年 5月 19日 

大阪管区気象台 電気使用料金の負担に関する協定書 平成 26年 2月 26日 

鳥取県危機管理局消防防災

航空室、鳥取県警察本部警

察航空隊 

鳥取空港イーストエプロン等の除雪に関する申し合わせ 平成 20年 3月 3日 

国土交通省大阪航空局、 

関西航空地方気象台 

鳥取空港における基地局及び陸上移動局の取扱いに関する申

し合わせ 

平成 27年 3月 31日 

関西航空地方気象台 鳥取空港における気象の提供に関する申し合わせ 平成 25年 9月 27日 

大阪管区気象台、大阪航空

局 

鳥取空港庁舎立入りに係る連絡等に関する申し合わせ 平成 27年 10月 26日 

国土交通省大阪航空局 

大阪空港事務所 

中部空港事務所 

鳥取空港における航空保安業務等に関する協定 平成 29年 3月 28日 

国土交通省大阪航空局 

大阪空港事務所 

鳥取空港制限区域立入りに係る確認書 平成 23年 3月 28日 

国土交通省大阪航空局 

大阪空港事務所 

鳥取空港の ILS制限区域の設定及び管理に関する協定書 平成 27年 5月 19日 

国土交通省大阪航空局 

大阪空港事務所 

鳥取空港無線関係施設の保守等に関する申し合わせ 平成 26年 8月 1日 

国土交通省大阪航空局 

大阪空港事務所 

鳥取 GS空中線装置への放水等に係る申し合わせ 平成 30年 1月 19日 

国土交通省大阪航空局 

管財調達課 

国有財産使用許可（制限区域内監視カメラの設置） 平成 30年 4月 1日 

福島空港事務所、能登空港

管理事務所、静岡空港管理

事務所、但馬空港ターミナ

ル（株）、神戸空港管理事務

所、岡南飛行場管理事務所、

岡山空港管理事務所、山口

宇部空港事務所、佐賀空港

事務所、天草空港管理事務

所 

地方管理空港等における補用品協定書 平成 28年 3月 31日 

株式会社中電工鳥取統括支

社 

航空照明及び電気施設維持管理業務委託契約書 契約書 

H28.4.1～H31.3.31 

（一社）鳥取県東部建設業

協会 

災害時における応急対策業務等に関する協定書 令和 2年 7月 1日 

鳥取県東部広域行政管理組

合 

鳥取空港及びその周辺における消化救護活動に関する協定書 昭和 60年 7月 2日 
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別紙５ 鳥取県営鳥取空港特定運営事業等行政財産使用貸借契約書（案）（第１３条第１項関係） 

 

貸付人鳥取県（以下「県」という。）と借受人鳥取空港ビル株式会社（以下「運営権者」という。）と

は、鳥取県営鳥取空港特定運営事業等（以下「本事業」という。）の実施に当たり、平成●年●月●

日付けで締結した鳥取県営鳥取空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約（その後の変更を含

み、以下「実施契約」という。）で定める運営権設定対象施設（以下「貸付物件」という。）を無償で

使用することを許諾するため、実施契約第１３条第１項に基づき、民法（明治２９年法律第８９号）

第５９３条に基づく使用貸借契約として、ここに鳥取県営鳥取空港特定運営事業等行政財産使用貸

借契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（定義） 

第１条 実施契約において定義されている用語は、本契約に別途定める場合を除き、本契約において

も同じ意味を有する。 

２ 実施契約と本契約との間に齟齬がある場合は、実施契約が本契約に優先して適用される。 

３ 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響

を与えない。 

 

（貸付物件） 

第２条 県は、ＰＦＩ法第７１条第２項に基づき、運営権者に対し、実施契約に定める空港用地及び

貸付物件を無償で使用することを許諾する。 

２ 貸付物件のうち土地について、本契約締結後、空港条例に基づく公示を変更し、本空港の区域を

変更したときは、当該変更後の区域をもって、貸付物件が変更されたものとみなす。 

 

（使用目的） 

第３条 運営権者は、実施契約に基づき、貸付物件を本事業の実施以外の用途に使用してはならない。 

 

（貸付期間） 

第４条 貸付期間は、実施契約に定める延長事業開始日から事業終了日までとする。 

 

（貸付物件の引渡し） 

第５条 県は、運営権者に対し、前条に定める貸付期間の初日に、同日時点における貸付物件を引き

渡すものとし、その日より後に実施契約の定めに従い貸付物件が変更された場合には、当該変更が

あったことをもって運営権者への引渡しがあったものとみなす。 

 

（契約不適合） 

第６条 県は、実施契約に定める場合を除き、貸付物件について契約不適合責任を一切負担しない。 

 

（権利譲渡等の禁止） 
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第７条 運営権者は、貸付物件の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は

抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。ただし、実施契約において認められる場合

及びあらかじめ県の書面による承認を受けた場合は、この限りではない。 

 

（貸付物件の変更） 

第８条 運営権者は、貸付物件について現状を変更（軽微な変更を除く。）しようとするときは、実

施契約に定めるところに従い、県の承認を得なければならない。 

 

（善管注意義務及び調査協力義務） 

第９条 運営権者は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持管理（貸付物件の使用に伴う第三

者との紛争等への対応を含む）に努めなければならない。 

２ 県は、貸付物件について随時実地に調査し、又は運営権者に所要の報告を求めることができ、こ

の場合において、運営権者はその調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。 

３ 運営権者は、第１項の注意義務を果たさないことに起因して貸付物件が毀損したときは、運営権

者の責任においてこれを賠償しなければならない。 

４ 運営権者は、貸付物件の使用により、他の県有財産又は第三者に損害を及ぼすおそれがあるとき

は、運営権者の責任において損害の発生を防止し、損害が発生したときは、運営権者の責任におい

てこれを賠償しなければならない。 

５ 前２項の場合において、県が運営権者に代わって当該賠償の責任を果たしたときは、県は運営権

者に求償することができる。 

 

（契約の解除） 

第１０条 県は、実施契約が解除その他の理由で事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除

することができる。 

２ 前項の定めにかかわらず、県は、第４条に定める貸付期間中に、県において、公用又は公共用に

供するため貸付物件を必要とするときは、本契約を解除又は変更することができる。 

 

（暴力団の排除） 

第１１条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

（１）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号に規

定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団の構成員（以下「暴力団員」という。）であ

ると認められるとき。 

（２）次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと

認められるとき。 

ア 暴力団員を役員等（乙が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者

を、乙が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を

含む。以下同じ。）とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。 

イ 暴力団員を雇用すること。 
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ウ 暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。 

エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財

産上の利益を与えること。 

オ  暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 

カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。 

キ 暴力団若しくは暴力団員であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであると知

りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。 

 

（本契約終了時の処理） 

第１２条 貸付期間の終了又は前条に基づき本契約が終了した場合の貸付物件上の施設の取扱いそ

の他の処理については、実施契約の定めるところによる。 

 

（有益費等の放棄） 

第１３条 運営権者は、本契約が終了した場合において貸付物件を返還するときは、運営権者が支出

した必要費及び有益費等については、実施契約に定めるものを除き、県に対しその償還等の請求を

することができない。 

 

（損害賠償） 

第１４条 運営権者は、本契約に定める義務を履行しないため県に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 運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由により第１０条第１項の定めに基づき本契約が解

除されたときは、県の受けた損害を賠償しなければならない。 

３ 運営権者は、第１０条第２項の定めに基づき本契約が解除又は変更された場合において損失が

生じたときは、県に対し、その補償を請求することができる。 

 

（契約等の費用） 

第１５条 本契約の締結に要する費用は、運営権者の負担とする。 

 

（貸付物件の譲渡の禁止） 

第１６条 県は、運営権者の事前の書面による承諾なくして、貸付物件を第三者に対して譲渡し、又

はその他の処分を行ってはならない。 

 

（秘密保持義務） 

第１７条 本契約に関する情報の守秘及び第三者への開示については、実施契約に定めるところに

従う。 

 

（合意管轄） 

第１８条 本契約に関する紛争又は訴訟については、鳥取地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判
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所とする。 

 

（信義誠実等の義務） 

第１９条 県及び運営権者は、信義に従い誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

（疑義についての協議） 

第２０条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのな

い事項については、実施契約の定めに従うほか、県及び運営権者が協議の上これを定める。 

 

上記の契約の成立を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を所持

する。 

 

令和 年 月 日 

 

（貸付人）鳥取市東町一丁目２２０番地 

鳥取県 

鳥取県知事  平井 伸治 

 

 

（借受人）鳥取市湖山町西４丁目１１０－５ 

                        鳥取空港ビル株式会社 

                       代表取締役  中島 文明 
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別紙６－１ 転使用貸借及び賃貸借対象用地（県使用部分）（第１３条第３項関係） 

 

１ 無償での転貸を義務づけるもの 

相手方 用途 対象範囲 
義務の内容 

契約方法 貸付金額 

鳥取県消防防災

航空センター 

消防防災ヘリ格納

庫・防災航空室事

務所等用地 

鳥取市湖山町北 4丁目 344-2 

（土地：1,728.92㎡） 

・使用貸借契約 

・事業終了日まで 

無償 

消防防災ヘリ格納

庫・防災航空室事

務所等用地 

（ゴミ箱設置場所

の追加） 

鳥取市湖山町北 4丁目 344-2 

（土地：1.17㎡） 

鳥取県警察本部

会計課 

鳥取県警察航空隊

庁舎及び格納庫 

鳥取市湖山町北 4丁目 344-2 

（土地：4,946.54㎡） 

鳥取県空港港湾

課 

低層風情報提供シ

ステムに係る電源

ケーブル（電源管）

及び観測装置 

鳥取市湖山町西 4丁目 110-5 

（土地：61.4㎡） 

ツインポート化を

促す看板 

鳥取市湖山町西 4 丁目（鳥取空港敷

地内） 

（土地：3.31㎡） 

 

２ 有償での転貸を義務づけるもの 

相手方 用途 対象範囲 
義務の内容 

契約方法 貸付金額 

鳥取空港太陽光

発電設備設置事

業実施者（鳥取県

営電気事業の管

理者の権限を行

う鳥取県知事） 

太陽光発電設備 鳥取市湖山町西 3丁目 431、432、434、 

436、437、434-2、467-2、西 4 丁目

110-3、110-5、351-1、352-1、356、

357、363 

（土地：30,468㎡） 

・賃貸借契約 

・事業終了日まで 

※現行水準 

※１ いずれも事業期間中にわたり、現在の使用許可の内容を維持することを運営権者の義務とす

るが、相手方と合意した場合はこの限りではない。 

※２ 契約方法については、賃貸借契約又は使用貸借契約のほか、空港条例に基づく使用許可若しく

は、県が本事業開始前に締結した契約又は使用許可等の地位承継によることもできる。なお、使

用許可による場合は、使用許可書の写し、地位承継による場合は、承継同意書の写しを県に提出

する。 
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別紙６－２ 鳥取県営鳥取空港特定運営事業等転使用貸借契約書（案）（第１３条第３項関係） 

 

貸付人鳥取空港ビル株式会社（以下「運営権者」という。）と借受人鳥取県（以下「県」という。） 

とは、別紙記載の土地（以下「貸付物件」という。）を無償で使用することを許諾するため、平成●

年●月●日付けで締結した鳥取県営鳥取空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約（その後の

変更を含み、以下「実施契約」という。）第１３条第３項に基づき、民法（明治２９年法律第８９号）

第５９３条に基づく使用貸借契約として、ここに鳥取県営鳥取空港特定運営事業等転使用貸借契約

（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（定義） 

第１条 実施契約において定義されている用語は、本契約に別途定める場合を除き、本契約において

も同じ意味を有する。 

２ 実施契約と本契約との間に齟齬がある場合は、実施契約が本契約に優先して適用される。 

３ 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響

を与えない。 

 

（貸付物件） 

第２条 運営権者は、県に対し、貸付物件を無償で使用することを許諾する。 

 

（用途） 

第３条 県は、貸付物件を、それぞれについて別紙に記載の用途以外に使用してはならない。 

 

（貸付期間） 

第４条 貸付期間は、実施契約に定める延長事業開始日から事業終了日までとする。 

 

（貸付物件の引渡し） 

第５条 運営権者は、県に対し、前条に定める貸付期間の初日に、同日時点における貸付物件を引き

渡す。 

 

（契約不適合） 

第６条 運営権者は、実施契約に定める場合を除き、貸付物件について契約不適合責任を一切負担し

ない。 

 

（権利譲渡等の禁止） 

第７条 県は、貸付物件の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は抵当権、

質権その他の担保物権を設定してはならない。ただし、あらかじめ運営権者の書面による承諾を受

けた場合は、この限りではない。 
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（貸付物件の変更） 

第８条 県は、貸付物件について現状を変更（軽微な変更を除く。）しようとするときは、運営権者

の承認等を得なければならない。 

 

（物件保全義務） 

第９条 県は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。 

 

（契約の解除） 

第１０条 運営権者は、実施契約が解除その他の理由で終了した場合に限り、本契約を解除すること

ができる。 

 

（本契約終了時の処理） 

第１１条 貸付期間の終了又は前条に基づき本契約が終了した場合の貸付物件上の施設の取扱いそ

の他の処理については、実施契約の規定に従う。 

 

（有益費等の放棄） 

第１２条 県は、本契約が終了した場合において貸付物件を返還するときは、県が支出した必要費及

び有益費等については、実施契約に規定するものを除き、運営権者に対しその償還等の請求をする

ことができない。 

 

（損害賠償） 

第１３条 県は、本契約に定める義務を履行しないため運営権者に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。 

 

（契約等の費用） 

第１４条 本契約の締結に要する費用は、運営権者の負担とする。 

 

（貸付物件の譲渡の禁止） 

第１５条 運営権者は、貸付物件に係る使用権を第三者に対して譲渡し、又はその他の処分を行って

はならない。 

 

（秘密保持義務） 

第１６条 本契約に関する情報の守秘及び第三者への開示については、実施契約に定めるところに

従う。 

 

（合意管轄） 

第１７条 本契約に関する紛争又は訴訟については、鳥取地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とする。 
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（信義誠実等の義務） 

第１８条 運営権者及び県は、信義に従い誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

（疑義についての協議） 

第１９条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのな

い事項については、県及び運営権者が協議の上これを定める。 

 

上記の契約の成立を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を所持 

する。 

 

令和 年 月 日 

 

（貸付人）鳥取市湖山町西４丁目１１０－５ 

鳥取空港ビル株式会社 

代表取締役  中島 文明 

 

 

（借受人）鳥取市東町一丁目２２０番地 

                        鳥取県 

鳥取県知事  平井 伸治 
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（転使用貸借契約書）別紙 貸付物件 

 

[別紙６－１の各物件（無償での転貸を義務づけるもの）をここに記載する。] 
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別紙６－３ 公有財産賃貸借契約書（案）（第１３条第３項関係） 

 

次に示す契約書（案）は、運営権者が有償での転貸義務を生じる相手方との賃貸借契約の雛形とし 

て提示するもの。 

 

公有財産賃貸借契約書（案） 

 

 貸付人鳥取空港ビル株式会社（以下「甲」という。）と借受人○○○○（以下「乙」という。）とは、

次の条項により公有財産について、賃貸借を内容とする契約を締結する。 

 

（信義誠実等の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。 

２ 乙は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければなら

ない。 

 

（貸付物件） 

第２条 甲は次に掲げる物件を、乙に貸し付ける。 

名称、所在地 区 分 数   量 備   考 

(元)○○事務所 

鳥取市東町二丁目○○○番地 

土 地 

 

 ○，○○○㎡  

 

（使用目的） 

第３条 乙は、貸付物件を○○○○として使用しなければならない。 

 

（貸付期間） 

第４条 貸付期間は、令和○○年○月○日から令和○○年○月○日までとする。 

 

（貸付料） 

第５条 貸付料は、金○，○○○円（うち消費税及び地方消費税の額○○○円）とする。 

【複数年貸し付ける場合で、年度中途から貸し付けを開始するとき】 

 貸付料は、年額金○，○○○円（うち消費税及び地方消費税の額○○○円）とする。ただし、令和

○年度分の貸付料は、金○○○円（うち消費税及び地方消費税の額○○円）とする。 

【次の場合は、それぞれ第２項として追加すること。】 

〔電気事業又は電気通信事業のため貸し付ける場合〕 

２ 前項に規定する貸付料は、電気通信事業法施行令（昭和 60年政令第 75号）別表第１に定める額

に改定があった場合には、当該改訂後の額に改める。 

〔電気事業等以外の場合で、３年を超えて貸し付ける場合〕 

２ 前項に規定する貸付料は、令和○年○月○日以降の期間に係る貸付料については、甲の定める要
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領に基づき算定した貸付料金額によるものとし、甲から通知する。 

【貸付料のほか、諸経費を負担させる場合は次の条文を追加】 

（諸経費） 

第５条の２ 乙は、前条の貸付料のほか、次の各号に定める費用を負担しなければならない。 

(１) （例：電気、ガス、水道及び電話その他乙の専用設備に係る使用料金） 

(２) （例：甲の冷暖房設備により冷暖房を行う場合 冷暖房加算額） 

(３) ・・・・・ 

 

（貸付料（貸付料等）の納付）  

第６条 乙は、前条に定める貸付料（前２条に定める貸付料及び諸経費（以下「貸付料等」という。））

を甲の発行する請求書により、その指定する期日までに納付しなければならない。 

 

（遅延利息） 

第７条 乙は、前条の請求書により指定された納期限までに貸付料を納付しない場合には、納期限の

翌日から納付した日までの期間について、年○○パーセントの割合により算定した金額を遅延利

息として甲に支払わなければならない。 

 

（充当の順序） 

第８条 乙が貸付料（貸付料等）及び遅延利息を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料

（貸付料等）及び遅延利息の合計額に満たないときは、当該納付された金額は、遅延利息から先に

充当する。 

 

（物件の引渡し） 

第９条 甲は、第４条に定める貸付期間の初日に本物件を乙に引き渡す。 

 

（かし担保） 

第 10 条 乙は、本契約締結後、貸付物件に数量の不足その他の隠れたかしを発見しても、既納の貸

付料（貸付料等）の減免又は損害賠償等の請求はできない。 

 

（貸付物件の滅失等） 

第 11 条 甲は、貸付物件が乙の責めに帰することのできない事由により滅失し、又は毀損した場合

には、滅失し、又は毀損した部分に係る貸付料として甲が認める金額を減免することができる。 

 

（修繕義務の負担） 

第 12 条 貸付物件の修繕は、乙の責めに帰することのできない事由による場合を除き、その規模の

大小にかかわらず全て乙が行うものとし、甲は一切の修繕義務を負わない。 

 

（借受内容の変更） 
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第 13 条 乙は、借受けの内容を変更しようとするとき（貸付物件及び当該物件上に所在する自己所

有の建物その他の工作物等について増改築等により現状を変更しようとするときを含む。）には、

事前に変更する理由等を記載した計画を書面によって申請し、甲の承認を受け、又は甲と借受内容

変更に係る変更契約を締結しなければならない。 

２ 前項の規定に基づく甲の承認は、書面による。 

 

（権利譲渡等の禁止） 

第 14条  乙は、甲の書面による承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し、又はこの契約によって

取得した権利を第三者に譲渡してはならない。 

 

（貸付物件の維持保全義務） 

第 15条  乙は、善良なる管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めるとともに、貸付

物件に事故等が発生した場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、貸付物件が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合には、その賠償

の責めを負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責めを果たした場合には、乙に求償することがで

きる。 

３ 第１項の規定により支出する費用は、全て乙の負担とし、甲に対してその償還等の請求をするこ

とができない。 

 

（実地調査等） 

第 16条  甲は、次のいずれかに該当する事由が生じたときは、乙に対しその業務又は資産の状況に

関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき資料その他の報告を求めることができる。この

場合において、乙は調査等を拒み、妨げ、又は怠ってはならない。 

（１）第６条に定める貸付料（貸付料等）の納付がないとき。 

 （２）前３条に定める義務に違反したとき。 

 （３）その他甲が必要と認めるとき。 

 

（契約の解除） 

第 17条 甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合には、本契約を解除することができる。 

２ 甲において、公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするときは、地方自治法（昭和 22

年法律第 67号）第 238条の５第４項の規定に基づき本契約を解除することができる。 

３  甲において、第三者に貸付物件を売却するときには、本契約を解除することができる。 

４ 乙は、第４条に定める貸付期間にかかわらずいつでも本契約を解除することができる。 

５ 第１項から前項までの規定により契約を解除しようとするときは、相手方に対して書面により

通知しなければならない。 

 

（暴力団の排除） 

第 18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 



70 

 

（１）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号に規

定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団の構成員（以下「暴力団員」という。）である

と認められるとき。 

（２）次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと

認められるとき。 

ア 暴力団員を役員等（乙が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、乙

が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下

同じ。）とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。 

イ 暴力団員を雇用すること。 

ウ 暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。 

エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上

の利益を与えること。 

オ  暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 

カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。 

キ 暴力団若しくは暴力団員であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであると知りな

がら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、違約金として契約金額の 10分の１ に

相当する金額を甲に支払う。 

 

（原状回復義務） 

第 19 条 乙は、第４条に定める貸付期間が満了したとき、又は前２条の規定により契約が解除され

たときは、貸付物件を原状に回復して甲の指定する期日までに返還しなければならない。 

 

（損害賠償等） 

第 20 条 乙は、本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、その損害を賠償

しなければならない。 

２ 乙は、地方自治法第 238条の５第４項の規定に基づき、本契約が解除された場合において損失が

生じたときは、同条第５項の規定に基づき、その補償を請求することができる。 

 

（有益費等の放棄） 

第 21 条 乙は、第４条に規定する貸付期間の満了又は第 17 条若しくは第 18 条の規定により契約が

解除された場合において、貸付物件を返還する場合には、乙が支出した必要費、有益費等が現存し

ている場合であっても、甲に対しその償還等の請求をすることはできない。 

 

（賃貸借契約の更新） 

第 22 条 乙は、引き続き第２条の貸付物件を借り受けようとするときは、貸付期間満了の日の１か

月前までに書面によりその旨申請しなければならない。 

【１年未満の短期間において貸付けをするとき】 
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（貸付期間の延長） 

第 22 条 乙は、引き続き第２条の貸付物件を借り受けようとするときは、貸付期間満了の日までに

書面によりその旨申請しなければならない。 

 

（契約の費用） 

第 23条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、全て乙の負担とする。 

 

（合意管轄裁判所） 

第 24条 この契約に係る訴えについては、（県外の場合：鳥取県）鳥取市を管轄する裁判所を合意管

轄裁判所とする。 

 

（疑義の決定） 

第 25条 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。 

 

 上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を保有

する。 

 

  令和 年 月 日 

 

            甲  鳥取市湖山町西４丁目１１０－５ 

               鳥取空港ビル株式会社 

               代表取締役  中島 文明 

 

            乙  鳥取市○○○丁目○○○番地 

               ○○○○株式会社 

               代表取締役  ○ ○ ○ ○ 
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別紙７ 転貸義務を生じる相手方（県以外）とその内容（第１８条第２号、第３号関係） 

 

１ 無償での転貸を義務づけるもの 

相手方 用途 対象範囲 
義務の内容 

契約方法 貸付金額 

鳥取市水道事業

管理者 

国際会館上水道給

水管敷設用地 

鳥取市湖山町西 4丁目 150 

（面積 0.072㎡） 

・使用貸借契約 

・事業終了日まで 

無償 

上水道供給のため

の配水管敷設用地 

鳥取市湖山町西 4 丁目（鳥取空港敷

地内）（面積 2.64㎡） 

県警航空隊事務所

上水道給水管敷設

用地 

鳥取市湖山町西 4丁目 150 

（面積 0.0567㎡） 

鳥取県消防防災ヘ

リコプター事務所

上水道給水管敷設

用地 

鳥取市湖山町西 4丁目 150 

（面積 0.0748㎡） 

上水道給水管布設 鳥取市湖山町西 4丁目 152-2 

(外径 39mm、内径 48mm、L＝1.4m  1本) 

鳥取市下水道等

事業管理者 

公共下水道取付管

布設 

鳥取市湖山町北 4丁目 152-2 

(外径 114mm、内径 107mm、L＝7.0m  1本) 

 

２ 有償での転貸を義務づけるもの 

相手方 用途 対象範囲 
義務の内容 

契約方法 貸付金額※ 

ANAホールディン

グス株式会社 

給油施設及び水道

管埋設用地（永瀬

石油） 

鳥取市湖山町西 4丁目 110及び 150 

（2,112.19㎡） 

・賃貸借契約 

・事業終了日まで 

 

※１ 

現行水準 

 

大阪管区気象台 航空気象業務用地

他 

鳥取市賀露町字西濱 

（390.08㎡） 

国土交通省 

大阪航空局 

庁舎用地及び ILS

施設用地 

鳥取市湖山町西 4丁目 

（鳥取空港敷地内）（2,580.04㎡） 

西日本電信電話

株式会社鳥取支

店 

電気通信施設用地 

 

鳥取市湖山町西 4丁目（廃道敷地内） 

（電柱 2本、支柱 1本、支線 4本） 

鳥取市湖山町西 4 丁目（鳥取空港敷

地内）（電柱 1本） 

中国電力株式会

社鳥取営業所 

配電線施設用（キ

ュービクル及びマ

ンホール） 

鳥取市湖山町西 4丁目 

（鳥取空港敷地内） 

（2.14㎡） 

配電線施設用地 鳥取市湖山町西 4 丁目（鳥取空港敷

地内）（電柱 2本、支線 1本） 

電力供給のための

配電線施設（管路） 

鳥取市湖山町西 4 丁目（鳥取空港敷

地内）（13.81㎡） 

郵便事業株式会

社鳥取支店 

郵便ポスト 鳥取市湖山町西 4丁目 110-5 

（1.00㎡） 

・賃貸借契約等 

・事業終了日まで 

株式会社エネル

ギア・コミュニケ

ーションズ 

管路（大阪航空局

への回線提供） 

鳥取市湖山町西 4 丁目（鳥取空港敷

地内）（3.75m） 

・賃貸借契約等 

・事業終了日まで 
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相手方 用途 対象範囲 
義務の内容 

契約方法 貸付金額※ 

すなば珈琲鳥取

砂丘コナン空港

店 

飲食店 鳥取市湖山町４丁目 110-5 

（中央棟１Ｆ 143.94㎡） 

・賃貸借契約等 

・運営権者が定め

る期間（ただし、

最長で事業終了

日まで） 

運営権者が

定める金額 

レストランアゼ

リア 

 

飲食店 鳥取市湖山町４丁目 110-5 

（中央棟２Ｆ 72.63㎡） 

大江ノ郷自然牧

場空港店 

 

飲食店 鳥取市湖山町４丁目 110-5 

（中央棟２Ｆ 109.94㎡） 

丸由百貨店エア

ポートショップ 

 

物販店 鳥取市湖山町４丁目 110-5 

（中央棟２Ｆ 63.45㎡） 

コナン探偵社鳥

取空港店 

 

物販店 鳥取市湖山町４丁目 110-5 

（国際会館１Ｆ 105.70㎡） 

アジアンリゾー

トラウンジ陶庵 

 

飲食店 鳥取市湖山町４丁目 110-5 

（国際会館２Ｆ 65.29㎡） 

ニッポンレンタ

カー中国株式会

社、株式会社トヨ

タレンタリース

鳥取、タイムズモ

ビリティネット

ワーク株式会社 

レンタカー駐車場 鳥取市湖山町４丁目 110-5 

（貨物ターミナル地区 隣接部） 

  

日本通運株式会

社広島航空支店 

駐車場 鳥取市湖山町４丁目 110-5 

（貨物ターミナルビルサービスヤー

ド内 181.5㎡） 

  

ヤマトグローバ

ルエキスプレス

株式会社 

駐車場 鳥取市湖山町４丁目 110-5 

（貨物ターミナルビルサービスヤー

ド内 163㎡） 

  

※１ いずれも事業期間中にわたり、現在の使用許可の内容を維持することを運営権者の義務とす

るが、相手方と合意した場合はこの限りではない。 

※２ 契約方法については、賃貸借契約又は使用貸借契約のほか、空港条例に基づく使用許可若しく

は、県が本事業開始前に締結した契約又は使用許可等の地位承継によることもできる。なお、使

用許可による場合は、使用許可書の写し、地位承継による場合は、承継同意書の写しを県に提出

する。 

※３ 県が鳥取空港ビル（株）に公共施設等運営権を設定する以前から空港ターミナルビル用敷地と

して貸付を行っている用地で鳥取空港ビル（株）が所有する施設に関しては公共施設等運営権の

設定対象施設外のため、本事業の対象外とする。また、当該用地に関して、転貸を行っているも

のについて、本紙に記載するが、本事業の収支に含めない。 
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別紙８ 全体計画の項目（第２２条第１項関係） 

 

全体計画は、運営権者が選定事業者の選定に必要な書類として県に提出した事業計画の中の、以下

の項目で構成される。 

提案項目 内容 

１ 将来イメージ・基本コンセプト ・鳥取空港の将来イメージ・基本コンセプト 

・空港運営に関する方針 

２ 空港活性化に関する提案 ・空港利用者数の増加に関する目標 

・空港活性化に関する基本方針 

・空港活性化に関する施策 

３ 地域連携事業に関する提案 ・地域連携事業の基本方針 

４ 施設の利用に係る料金に関す

る提案 

・施設の利用に係る料金に関する基本方針、施策 

５ 安全・安心の確保に関する提案 ・セルフモニタリングの基本的な方針 

・要求水準の充足に対するセルフモニタリングの方法 

・経営に対するセルフモニタリングの方法 

・セルフモニタリング結果の情報公開方法 

・県によるモニタリングへの対応 

・法令等に基づく検査等 

６ 滑走路等の更新投資に関する

費用負担の提案 

・滑走路等の更新投資費用の負担 

７ 事業実施体制 ・組織体制 

・空港経営のための人材確保、人材育成、職員の技能継

承 

８ 収支計画 ・本事業の全事業期間中の収支計画 
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別紙９ 運営交付金（第２９条関係） 

 

１ 運営交付金の考え方 

  県は、本事業のうち、下表の事業を県自ら実施した場合に係る県直営費用から本事業によるコス

ト削減額の一部を減算した額を基準費用、収入を基準収入として算出し、基準費用から基準収入を

減算した額を運営交付金として予算の範囲内で支援する。 

基準費用の対象となる事業 基準収入の対象となる収入 

・空港基本施設等運営等業務 

・空港航空保安施設等運営等業務 

・国際会館運営等業務 

・駐車場施設等運営等業務 

・空港用地運営等業務 

・環境対策事業 

・附帯事業 

左に附帯する収入 

・着陸料 

・停留料 

・土地使用料 等 

 

※県の政策により、減免がある場合は 

 減免後の収入を基準収入とする。 

また、運営権者は、大雪や不可抗力により、当初事業計画を大幅に変更する必要が生じた場合は、

県に協議し、必要な支援を求めることができる。 

 

２ 運営交付金の積算方法 

  運営交付金＝基準費用（県直営費用－コスト削減額）－基準収入 

※県直営費用と基準収入は、平成２６年度から平成２８年度の３ヵ年の空港収支等を勘案し算

出 

 

３ 運営交付金の額 

（１）運営交付金の各年度の予定額 

（単位：千円） 

年度 
県直営費用 

（Ａ） 

コスト削減 

（Ｂ） 

基準費用(a) 

（Ａ－Ｂ） 

基準収入(b) 

 

運営交付金 

(a-b) 

【参考】 

平成３０年度※1 

（２０１８年度） 

４０２，０８０ ▲１，４７９ ４００，６０１ ６５，７３３ ３３４，８６８ 

【参考】 

令和元年度 

（２０１９年度） 

５１９，４９６ ▲２，３８８ ５１７，１０８ ８８，８００ ４２８，３０８ 

【参考】 

令和２年度 

（２０２０年度） 

５２４，２６２ ▲２，８１３ ５２１，４４９ ８９，６１５ ４３１，８３４ 

【参考】 

令和３年度 

（２０２１年度） 

５２４，２６２ ▲３，２１５ ５２１，０４７ ８９，６１５ ４３１，４３２ 

【参考】 

令和４年度 

（２０２２年度） 

５２４，２６２ ▲３，６１７ ５２０，６４５ ８９，６１５ ４３１，０３０ 

令和５年度 

（２０２３年度） 

５２４，２６２ ▲４，０１８ ５２０，２４４ ８９，６１５ ４３０，６２９ 

令和６年度 

（２０２４年度） 

５２４，２６２ ▲４，４２０ ５１９，８４２ ８９，６１５ ４３０，２２７ 
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年度 
県直営費用 

（Ａ） 

コスト削減 

（Ｂ） 

基準費用(a) 

（Ａ－Ｂ） 

基準収入(b) 

 

運営交付金 

(a-b) 

令和７年度 

（２０２５年度） 

５２４，２６２ ▲４，８２２ ５１９，４４０ ８９，６１５ ４２９，８２５ 

令和８年度 

（２０２６年度） 

５２４，２６２ ▲５，２２４ ５１９，０３８ ８９，６１５ ４２９，４２３ 

計 ４，５９１，４１０ ▲３１，９９６ ４，５５９，４１４ ７８１，８３８ ３，７７７，５７６ 

※平成３０年度は、平成３０年７月から平成３１年３月の９ヶ月。  

 

（２）実績に応じて精算するもの（令和５年度以降の取扱い） 

除雪費用については、３（１）に示す各年度の運営交付金に１４，１３３千円を含めており、

あらかじめ運営交付金とした上で、実績に応じて精算を行う。 

また、本契約における他の規定にかかわらず、以下に要する費用については、その実績額を運

営交付金の臨時追加分として３（１）に示す各年度の運営交付金とは別に県から運営権者に対し

て交付する。 

ア 国庫補助等事業である航空灯火のＬＥＤ化を行うことに伴い必要となる以下の購入

及び整備 

・ 航空灯火ＬＥＤ化補用品 

・ ＣＣＲ用電源装置 

・ 漏洩検査装置 

イ 低層風情報提供システム（ＳＯＬＷＩＮ）の維持管理・点検 
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別紙９の２ 滑走路等電気料金高騰対策費（第３４条の２関係） 

 

令和５年度から令和８年度までの各事業年度において、県が運営権者に対して支払う滑走路

等電気料金高騰対策費の計算方法は、以下のとおりとする。 

各事業年度の滑走路等電気料金高騰対策費は、令和５年度を除き当該事業年度の前年度（以下

「計算実施年度」という。）の９月に計算を実施し、当該事業年度の６月末までに交付する。 

 

各事業年度の滑走路等電気料金高騰対策費 ＝ 基礎支援額（Ａ）×調整係数（Ｂ） 

 

Ａ 基礎支援額 

計算実施年度における滑走路等電気料金高騰対策費とする。令和５年度においては、令和元年

度における電気料金実績と、同年度における電力使用料金及び令和５年度に適用される電気料

金単価を用いて計算した電気料金試算値との差額である１９，５４２千円（テナント関連を除

く。）とする。 

 

Ｂ 調整係数 

 

０．９７ ≦ 
計算実施年度における電気料金見込額※２ 

≦ １．０３の場合…１．００ 
基準金額※１ 

 

その他 … 
計算実施年度における電気料金見込額※２ 

（小数点第２位未満四捨五入） 
基準金額※１ 

 

上記にかかわらず、令和５年度及び令和６年度の電気料金高騰対策費の計算に用いる調

整係数は１．００とする。また、調整係数は３．００を上限とする。 

 

※１ 基準金額 

令和元年度における電力使用量と計算実施年度の前事業年度における中国電力株式会社

（電力供給元が変更となった場合には当該変更先）との契約単価を乗じて計算される１

年間の電気料金相当額 

 

※２ 計算実施年度における電気料金見込額 

令和元年度における電力使用量と計算実施年度における中国電力株式会社（電力供給元

が変更となった場合には当該変更先）との契約単価を乗じて計算される１年間の電気料

金相当額 
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