
第1回 仙台市ガス事業民営化検討委員会 議事要旨 

 

■日 時   平成19年7月13日（金）15：00～17：00 

■会 場   ホテルメトロポリタン仙台４階「芙蓉」 

■出席委員   大住委員、岡委員、片桐委員、金崎委員、河上委員、佐藤委員、関谷委員 

間庭委員、渡部委員（９名） 

■仙 台 市   市長、ガス事業管理者、佐藤ガス局理事兼次長、宍戸ガス局次長、 

ガス局総務部長、同営業部長、同供給部長、同熱量変更支援センター所長 

同港工場長 

■事 務 局   ガス局民営化推進室 

 



 １. 開    会 

 

 ２．委嘱状交付 

 

 ３．市長挨拶 

○梅原市長  

 ・この委員会は、各分野における幅広いご見識、ご経験をお持ちの皆様方にお集まりいただき、

次の３点について皆様の忌憚のないご意見をちょうだいしながら、仙台市のガス事業民営化

についての道筋を見出していこうという趣旨の会合でございます。 

  その３点とは、仙台市のガス事業民営化の望ましいあり方、二つ目が民営化の手法、３番目

が民営化の時期、でございます。 

 ・世界のエネルギー情勢、あるいは東アジアの天然ガスを含むエネルギー情勢を見てみるなら

ば、安定供給という観点から今後厳しい将来が予想されるところでございます。それは供給

量的な側面、価格面、双方においてでございます。この点について私も非常に強い危機感を

持ちまして、本来ガスを含めてエネルギーの安定供給というのは中央政府の重要なミッショ

ンとして位置づけられておりますけれども、今後は自治体がみずからときにエネルギー外交

に直接乗り出して、仙台市の場合ガス事業者としてエネルギー源の安定供給、この場合原料

としての天然ガスの長期的な量的かつ価格面での安定的な供給を目指して、自治体の首長み

ずから資源国に直接出向いて、現在供給を受けている国ないし会社のみならず、将来供給源

となり得るような国を含めて、早め早めに布石を打っていくということで資源外交を繰り広

げております。 

  この点については引き続き私なりに戦略的に動いてまいりたいと思っております。 

 ・ガス事業のどういう経営のあり方が望ましいかということを、藤井前市長の時代からいろい

ろな議論をしてまいりましたが、私ども仙台市としてこのガス事業を民営化するということ

で腹構えをしたわけでございます。 

 ・極力コストを料金に転嫁することなく、私たちの仙台市の場合もＬＮＧの導入がほぼ達成

できたわけでございます。その後、営業活動を積極的に行ってまいりました。エネルギー業

界の中の競争、規制緩和の反映としての競争が、非常に厳しくなっておるわけでございます

けれども、こういったガス事業を取り巻く経営環境の急激な変化を考えたときに、また、行

財政改革の基本である民間でできることは民間にお願いする、という視点で今回の民営化を
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早期に実現いたしまして、より厳しさを増す経営環境に的確に対応できるような形態に変え

てまいりたいと思っております。このことが結果として仙台市全体にとって非常に大きな行

財政改革の成果物としてつながっていくと判断をしております。 

 ・ガス事業は言うまでもなく極めて公益性の高い事業でございます。この公益性を継承しつつ、

民営化後においても安定的な供給、安全な供給、お客様にとって安心して使っていただける

ようガス事業をしっかりと継承していくというのが私どもに課せられた課題であると思って

おります。 

 

 ４．委員紹介 

 

５．委員長・副委員長選出 

 ・委員の互選により大住莊四郎委員を委員長に決定。 

 ・委員長の指名により関谷登委員を副委員長に決定。 

 

 ６．委員長・副委員長挨拶 

○ 大住委員長  

 ・平成15年「企業局事業の民営化検討委員会」、平成16年「ガス事業継承会社設立に関する評

価会」の二つの委員会を長野県で立ち上げました。最初は長野県の公営３事業の民営化の基

本的な方向性を検討する委員会です。その委員会ではガス・水道・電気の３事業の民営化に

ついて当時の田中康夫知事より３事業の民営化そのもののビジョンを描くというミッション

をいただいたのです。長野県の民営化は今考えると一つの大きなプロジェクトだったと思い

ます。まず民営化ありきではなくて、民営化は手段である。民営化することによって地域経

済を発展させること、長野県民の利益になること、さらには顧客のために十分役に立つこと、

この三つの視点でどのような民営化のビジョンを描くのかについて時間をかけて議論をして

まいりました。それを受けて３事業の方針を出し、ガス事業については、具体的なガス事業

継承会社設立についての委員会に引き継いだわけです。 

  私はすべてのプロセスで参加をいたしまして、一定の成果を上げたということは感じており

ます。類似の民営化のプロセスと比べて、非常にいいものをつくり上げたということですの

で、今回の議論についても一定の参考にはなると考えております。 

 ・長野に匹敵する、あるいは長野を上回る仙台市の民営化の事例をつくるお手伝いができれば
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と思っておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

○関谷副委員長 

 ・私はこの委員会の設置の要綱ということで言いますと、学識経験者の枠で委嘱をされたと思

うんですけれども、私のこれまでの研究から言いますと、少し次元の違う部分を含んでおり

ますので、今大住先生がおっしゃったことについて改めて少し勉強させていただかないとい

けないのではないかと若干心配をしているところですけれども、委員会の足を引っ張らない

ように努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

７．議事 

（１）会議の公開について 

○稲葉管理者 

 ・仙台市では、市政運営の透明性の向上を図るという趣旨から、附属機関等の設置及び運営の

基準に関する要綱を定め、有識者の皆様のご意見をお伺いをする協議会等については、特に

非公開とする相当の理由がある場合を除き、原則として会議は公開をすることといたしてお

ります。本委員会につきましては、非公開とする特段の理由がないと考えられますので、公

開といたしたいと考えております。 

 ・会議資料、議事録は市の市政情報センター等で市民の閲覧に供するほか、本市ガス局のホー

ムページにおいて公開することとしたいと考えております。議事録は発言者が特定される形

で作成したいと考えております。 

 ・各回の傍聴者の定員ですが、会場の制約等もございますので、その都度委員長にご一任をい

ただきたいと考えております。 

○ 大住委員長  

 ・本委員会を公開としたいというただいまのご当局のご提案ですが、いかがでしょうか。

（「はい」の声あり） 

  それでは、本委員会はただいまご説明いただいた内容に従って公開するということにいたし

ます。 

 ・ここで内容の審議に入ります前に、本委員会の所管事項について確認をしておきたいと思い

ます。ご当局よりご説明をお願いします。 

○ 稲葉管理者  

 ・本委員会の所管事項についてでございますが、本委員会におきましては民営化の是非を議論
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をするのではなく、要綱の第２条に規定してありますように、ガス事業の民営化の望ましい

あり方について、ガス事業民営化の適切な手法及び時期、この３点についてご協議、ご議論

をいただきたいと考えております。要綱の（３）のその他につきましては、現時点では協議

事項想定をいたしておりません。 

 

 （２）仙台市ガス事業の概要について 

 （３）仙台市ガス事業民営化の経過等について 

 ・資料３から６までについて、管理者より説明。 

 

   

○関谷副委員長  

 ・資料５の１ページに「地域の住民を対象とした公共の福祉増進を本来の目的とする地方公営

企業の経営の基本原則との乖離が顕在化している」とありますが、乖離ということでどのよ

うなことをここでは念頭に置いているのでしょうか。 

○稲葉管理者 

 ・私どもは仙台市の公営企業として周辺の市町村を含む３市３町にガスを供給しておるわけで

ございますけれども、最近エネルギー事情が急激に変化をしてきておりまして、県内の他の

都市ガス事業者にＬＮＧを液体のまま売るというような事業やパイプライン事業者との共同

で岩手県南部にまで私どものＬＮＧが出荷されているという状況など、需要がどんどん面的

に広域化をしてきているということがございます。 

 ・それから、全国の他の民間事業者の動向などを見ますと、総合的なエネルギー事業がだんだ

ん変わってきておりまして、ＥＳＣＯと言いましてエネルギーサービスの事業をやったりと

か、事業化領域が拡大をしております。 

 ・こういったものに積極的に取り組んで、企業としての力をきちっとつけていくということが

ガス事業者として必要になってきていると考えておりまして、そういうことまで考えていく

と、地域市民の生活のエネルギーを確保するための公営企業という性格からはやはり離れて

いかざるを得ないというふうに考えているところでございます。 

○大住委員長 

 ・資料５の民営化の必要性についてですけれども、ガス事業については、民間ができるとい

う理由で民間にということでは必ずしもなくて、民間と行政とを比較をしてどちらがよいか、
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比較をすれば民間の方がいいという資料になっていると思うのです。一般論としては全くそ

の事実認識は正しいと思うのですが、そういうふうに読みかえてよろしいでしょうか。 

○稲葉管理者 

 ・事業の範囲を限定をして、市民のエネルギーや地域内の産業へのエネルギーにだけ特化をし

て、できる範囲内のコストでやっていくのであれば、公営という選択肢も必ずしもないわけ

ではないと思います。 

 ・けれども、企業体としてより効率性を求め、その効率性の結果を市民に反映する、あるいは

地域の経済に反映をするという趣旨で考えれば、民営化がガス事業のあり方としても最も望

ましいのではないかと私どもも考えております。 

 

 （４）公営ガス事業の民営化先行事例とその手法について 

 ・資料７について、管理者より説明。 

○河上委員  

 ・事業譲渡方式をとる場合に、既存法人に対する譲渡形態と、新設法人をつくって譲渡する方

法があったと思うんですけれども、これまでの例から言うと、これはどうなっているのかが

一つと、それから、でき上がった法人というのは、営利法人ですかそれとも公益法人ですか。 

○稲葉管理者  

 ・既存法人であるケースも新設法人であるケースもあろうかと思います。 

  既存法人か新設法人かということで振り分けをすることは今のところ考えておりません。公

益法人なのか営利法人なのかは、営利法人になります。 

○河上委員  

 ・新しい事業体のガバナンスの問題がかなり重要になってくるのではないかという気がしたん

ですね。もし新設法人でしたら、最初からその法人の目的なり、定款なり、監査体制も含め

てガバナンスの体制を最初からこちらで設計しておくということも可能になるわけですね。

ところが、既存法人でしたら、もう既にあるものを前提にしてそれに注文をつけていくとい

うようなやり方になりますから、これまでの実績がどうなっているのかが気になったもので

すから。 

○稲葉管理者  

 ・まだ手法をご審議いただいているわけではございませんので、方法としては新会社のガバナ

ンス、あるいは既存の会社であってもこういったガバナンスでやっていくということを要求
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をすることも可能だろうと思いますし、そういった要求事項と申しますか、新会社に実現を

していただく公益の見取り図、設計図を書いていただくというのがご検討いただく一つの大

きな材料になるのではないかなと思っています。 

○片桐委員  

 ・この民営化に伴って一番市の方で苦慮するのが、ガス局の職員の処遇と言いますか、これが

一番問題だと思うんですよ。率直に言って、この手法だったら仙台市としてはやりやすいん

じゃないかということがあれば、これからその場合にどういう検討をしたらいいんじゃない

かということもあると思いますので、もし公表できるようならば、お願いしたいと思います。 

○稲葉管理者  

 ・手法について、株式会社方式あるいは譲渡方式あたりが一つの大きな判断材料になろうかと

は思いますけれども、私どもは株式会社化方式について平成１２年から１４年にかけて行っ

た調査のときにもやはりその職員の処遇が非常に大きな課題だという報告を受けております。

それは要は職員の処遇について国において特別な法制度をつくってもらって職員の身分切り

かえをすることが前提であれば、株式会社方式がいいのではないかという報告だったわけで

ございまして、一地方公共団体の一公営事業のために、オールジャパンの法制度を見直しを

するということが現実的かと考えますと、まだこの前提条件はクリアをされていないという

のが現状でございます。 

 ・現在４５０名のガス局の職員については、例えば譲渡方式による民営化について市内部で平

成１７年、１８年と検討してきた中では、職員については本人の意思を最大限尊重できる、

市長部局で順次吸収をしていくことができる、そういった見通しを得て、今回この検討委員

会を立ち上げるに至った経過がございます。 

○渡部委員  

 ・今回の民営化につきましては二つのサイドからとらえるとわかりやすいかなと思いますが、

一つはやはり何と言っても市民の方々にとってやはり民営化が本当に望ましいかどうか

という、サービスの向上という側面と、もう一つ重要な側面は、行財政改革という言葉

にありますように、市としてのコストをなるべく削減して効率的な行政を行うという二つの

側面だと思うんですね。 

  それで、きょうの資料の中で、少しわからなかったのは、今までの一般会計からの繰り入れ

がどのぐらいあって、今まで行政としてどれだけ負担があったのかということが少しわから

ないので、どのぐらいかということを教えていただければというのが一つと、それから、行
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財政改革という観点から言いますと、これを例えば譲渡するときに重要なことは、行政にそ

の譲渡した代金が入るわけですから、そうしますと、そういうようなことが市として重要な

ことであるのかというあたりが、行政サイドから見たときの目標として重要なことなのかな

と。その目標がどういうことなのかによって、例えば行政サイドにしてみると、この四つの

メソッドの中のどれがやはり望ましいのかという、その辺がかかわってくるかなと思うんで

すね。 

 ・例えば、今まで一般会計からの繰り入れがあるとすれば、その負担金をなくしたいというこ

とであれば、民営化することによってそれがなくなるという効果は一つありますね。それか

ら、もし譲渡して行政に入ったお金を有効利用するという意味では、今度は譲渡という経済

効果が出てまいりますから、その辺について少しクリアな数字があると、これらのメソッド

のどれがいいのかということについてももう少しクリアな議論ができるのかなという感じが

するんですけれども。 

○ 稲葉管理者  

 ・ガス事業は最近ずっと赤字が続いていると申し上げましたけれども、これは熱量変更とかで

一時的にかなりの多額な設備投資をしたために赤字が出ているわけでございまして、キャッ

シュフローは十分に確保できており、一般会計からの繰り入れは受けておりません。お客様

から頂戴する料金で事業運営は十分できておりますし、今後ともその点は十分確保できると

考えております。 

 ・例えば譲渡をしたときの譲渡益が今回の民営化のメリットになるのだろうというようなお話

がございましたけれども、今回民営化をする基本的な部分は、あくまで民営化をすることに

よって、よりサービス密度の高いガス事業を実現をする、そのことによって市民あるいは地

域の産業に貢献をしていくということがメーンのテーマだというふうに市長から常々指示を

受けておりますので、私どももそういう観点で作業を進めてきたいと思っています。 

○間庭委員  

 ・やはり今回のこの大変な事業というのは、地域に大変な効果もありますし、プロセス上でも

いろんな影響が予想されます。直接的にはガスですが、民営化の出口のところではエネルギ

ー政策にかかわるということを無視して、ガスだけの話に集中して他のエネルギーのこと考

えないと誤る可能性もあるという意味でも、ガスが主軸でありますけれども、そういう視点

での地域のエネルギーの視点も一つあると思います。 

 ・市民にとっていかなる姿が望ましいのか。先ほどご説明ありましたとおり、市民と業務用需

-7- 



要家の比率が１対１になってきているということ、業務用需要家が非常に伸びているという

こと、そういった視点でのユーザーに対するいかなる望ましい姿があるのかということもあ

ると思います。 

 ・民営化したあかつきに、仙台市がそこにどのようにかかわるかという出口の想定。本体とし

ての仙台市の行財政における視点、それから、現在働いておられる局職員の方々がどのよう

に今後着地していくことが望ましいのか。ドラスチックな改革でありますけれども、どのよ

うにそこをソフトランディングさせるかという問題があります。 

 ・おおよそ１００年ほど前に仙台を代表する市民の方々がこの会社をおつくりになった後、仙

台市が引き受けて６０年ぐらいの歴史を持っており、その間、１００年ぐらいにわたって地

域の企業が職員の方々とともに、市民やユーザーに対して責任を持って安定供給を一体とな

って担ってきたということもあります。ぜひ、地域という視点で地域産業の担い手である、

ガス局やガス局指定店、その他関連する産業もたくさんありますので、そういった視点も今

回併せ持って検討の課題にしていきたいなというように思います。 

 ・それらの観点を合わせて、どのような姿が望ましいのか、そして手法やスケジュールをまと

めることが求められているのかなと思います。したがいまして、その出口の姿形を描くこと

とともに、そこへのプロセスも考えながら、ぜひこの委員会で議論をさせていただければあ

りがたいと思います。 

○ 大住委員長 

 ・私の方から少し補足しますと、単純な事業譲渡の場合と、新会社を募ってその新会社に事業

譲渡をするというケースで、どこがどう違うかを詰める必要があると思います。長野がどう

して新会社を募ったのかということですが、地元の会社に事業譲渡をしたいという意思、こ

れが基本なのです。例えば大手企業の○○支社ができてしまう、こういう形は避けたい。ど

うしてかといいますと、ガバナンスの面から言っても、新会社設立の方が、地域からのガバ

ナンスが働きやすいという側面があると思います。ですから、あくまで地元の会社、地域の

会社に事業譲渡をしたい、これがありました。事業譲渡をする際に、例えば１０のものを単

純に事業譲渡しただけなら１０です。１０が１０のままですと何も生まないのです。これは

失敗した民営化であると我々言っていました。ですから、１０が実は１５になり、ひょっと

すると１０年たったら２０になり、こういうような新会社に事業譲渡をしたい。こういうこ

とだったのです。 
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○河上委員  

 ・間庭委員にほとんどまとめていただいたので、私はそれに賛成しながら聞いていたんですが、

一つ情報として伺いたかったのは、人的な組織の流動性はあるんですか。仙台市の中で、あ

るいはそれともガス局の職員として採用されてずっとそこで働いていらっしゃる方がほとん

どというような状況なんでしょうか。そこを教えてください。 

○稲葉管理者  

 ・あくまで仙台市の職員として採用されてガス局に配属をされているということでございます

が、やはり業務の内容が非常に市行政全体の中では特殊性の強い業務でございますので、人

によっては採用されてからずっとガス局という職員も大勢おりますし、あるいは事務的な部

門の職員については市長部局と人事交流をしながら入れかえをしているという職員もござい

ますけれども、あくまで身分は仙台市職員です。 

○河上委員  

 ・もしそのセクションを分離するというふうになったときに、物的な施設の分離と人的な組織

の部分と、ノウハウなどを含めて対象になっていくわけですけれども、そうした人的なもの

も含めてこれは分けていくということが前提だというふうに了解してよろしいでしょうか。 

○稲葉管理者 

 ・民営化の手法についてもこの委員会でご議論をいただくわけでございますけれども、例えば

ＮＴＴ方式ですと、民間の会社に身分の切りかえをしたわけでございますけれども、これ

が譲渡方式であれば、基本的には職員については譲渡を受ける新会社が職員の手当てをする

のが原則でございます。ただ、特に保安にかかわる者だとか、そういった職員を大量に一気

に用意をするということはなかなか現実的にも非常に難しい問題だろうと思っておりますし、

それは譲渡先の企業とお話し合いをしていくことになろうかと思います。けれども、保安の

引き継ぎというのは一番大事な問題でございますので、譲渡先がもし決定をしましたらそち

らとお話し合いをして一定期間職員を長野の場合のように職員を派遣をするとか、そういっ

た取り扱いになろうかと思います。 

○ 大住委員長  

 ・補足をさせていただきますと、長野の場合は新会社の事業プランの提案を受ける際に、あら

かじめ県側からの標準的な事業プランと、それに合わせて県側の要望を出しておりました。

保安という点からも５年間は一定数の県職員をそのまま派遣をし、次第に減らしていきます。

そういうことまでお示しをした上で新会社の事業プランを出していただいたのです。ですか
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ら、私の記憶する範囲では、新会社の事業プランすべて一定期間、５年ですが、特に技術系

の職員を中心に一定期間お残りいただくというプランになっていました。 

 

○片桐委員  

 ・民営化した場合に、ガスの料金が上がるというのはないと思うんですけれども、何年か、二、

三年後に上がってきたということになると、「何だ」と必ず出てくると思うんです。そうい

うことで、民営化したあかつきには、市民には絶対迷惑かけないで安くなるんだという計画

の目的があるわけですよね。その場合に、ここに今までやった例があるんですけれども、こ

の事例で民営化したことによって失敗して多少料金などが上がったということがないんでし

ょうか。 

○稲葉管理者  

 ・きちっとした事業引き継ぎが行われて、新経営体がきちっとした事業をやっていただければ、

仙台の都市の集積度合いとか、産業構造とかを考えれば、優良な企業として成り立つ得る土

壌は十分にあると私も思っておりますし、先行事例などを見ましても、やはり成功事例と言

われるようなところは、最終的にはやはり料金も少し下げることが可能になってきておりま

す。ただ、最初は下げるようなことを言っていても、何かうまくいかなくて、値上げをする

というようなケースも正直言いましてないわけではございません。ただ、私どもとしてはそ

ういうことがないように、きちっとした民営化の方式とかをご議論いただいて、我々として

もその議論をベースにして民営化に向けての道筋をきちっとつくっていきたいというふうに

思っております。 

○間庭委員  

 ・今は公営ですので公租公課を初めいろいろと公営企業ならではの恩恵なり構造もありますの

で、民営化した場合そういったも構造が変わりますので、経営努力による効率化は非常に図

られる期待がある一方、経営基盤的なところが変容し、新たな支出がふえることも予想され

ますので、ぜひ幅広く公の役割につきましても地域、市民、ユーザーのためにそういうより

よい方法がこの委員会で検討されればありがたいなというふうに思います。 

○岡委員  

 ・議会でも長い間この民営化の論議はしてまいりました。さまざまな意見が今でもありますけ

れども、大方は民営化促進論でありまして、私自身も当初からそういう考えで立場で発言を

してまいりました。 
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  それはなぜかと言いますと、本市のガス事業、公的な経営ですけれども、これが民営化して

もマイナスになることはほとんど何もないだろうというのが一つの大きな結論ですね。それ

は例えば安全性、保安性、あるいはその利益面、お金の面についてもそういったものも含め

てマイナス面はないと。いわゆるプラス面が想定をされると。民間企業による経営でも極め

て優良な採算ペースを維持できるし、さらに民営化することによってさまざまな営業面、い

ろんな面での拡充が図れると。エネルギー競争に打ち勝つことさえもできると。やはりその

ために挙げてＬＮＧへの転換を図ってまいって、非常に資源的にも将来的にも見通しのある

ＬＮＧ、そして大変きれいなエネルギーと言われるとおり、それに一大転換を図ってきたわ

けです。これを完成することによりまして、民営化のいわゆる条件もクリアができた。こう

いうふうに思う議員が圧倒的に多いわけでありまして、そして、今日までの仙台市のガスは

先ほど説明ありましたとおり、超優良企業ですよ。民間で言えば、もう超がつくぐらいの優

良企業。普通の公営のいろんなもの、株式会社、外郭団体、いろんなすべてを含めても皆赤

字ばかりで、どこもかしこも大変なんですけれども、このガスは大変な超優良企業です。 

 ・しかし、公営ということでそれをなかなか生かすことができない面があるので、民営化によ

って、私は議会の立場としては委員長や管理者とも意見が違うんですけれども、いわゆる財

源の面での期待が大きいわけです。当然売却益もありますけれども、今後経営をしていく中

においてのさまざまな事業税を含めた収入というのが見込まれる。それだけの優良企業であ

りますからぜひこれはできるだけ早く、そしてずっと進めてきたんですけれども、やっとす

べての条件が私は整ったのではないかなというふうに思っておりまして、そういう立場でこ

の委員の席に座らせていただいております。 

○渡部委員  

 ・これは意見としてなんですが、例えば１７年度の損益計算書を拝見しますと、最終のところ

でマイナスの７億なんですね。それで、今までのご説明の中で私も推測できたのは、多分減

価償却費がこのところふえているので、相当な額の減価償却費があって、キャッシュフロー

計としては一般会計からの繰り入れは必要ないということであれば、民間であればキャッシ

ュフローというのが物すごく重要な指標になりますので、この公営企業が例えばキャッシュ

フローベースで言うとこういう状況だから民営化しても大丈夫ですというような資料にされ

た方がいいと思います。この中に減価償却費という情報が入っていないものですから、そう

すると一般的には最後の利益がマイナス７億になってしまっていると、これは赤字じゃない

かと思ってしまうかもしれませんので、その辺少しご留意された方がいいかと思います。多
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分、減価償却などで１００億ぐらいあるのかと思いますけれども。 

○稲葉管理者  

 ・今お話しありましたような財務関係の資料につきましては、必要があれば２回目の委員会に

も用意をさせていただきます。 

○河上委員 

 ・やはり公共事業だということはかなり大事な側面で、これは基本的なインフラ、生活のイン

フラでもあるわけですよね。ですから、私は消費生活審議会の立場としても申し上げないと

いけないことで、安定供給の話と、それから料金体系が不安定にならないようにしていただ

くということと、安全の問題ですね。公共事業としての一定の制約というのはどうしてもあ

って、そこを効率性というか、採算ベースで切っていった場合に、落とされる部分がありま

すと、そこがやはり問題だと思うんですね。 

 ・新しいシステムを考えるにしても、そうした採算ベースで落ちやすいけれども、しかし公益

事業だからこそ守らないといけない部分というのをきちっと押さえていって、場合によって

は行政がてこ入れをするという場面とか、ソフトランディングに向けてある程度監視体制を

とるとかですね、そういうふうにしていかないと、民営化という旗印だけで進んでいくのは

危ないという気がいたしますので、その辺も議論させていただければと思います。 

 

○ 関谷副委員長  

 ・既にお話しにありましたように、民営化のための条件はそろっていると思います。つまり、

民営化する気になれば、譲渡にしてもあるいは新会社設立にしても、こちら側の判断一つで

可能だと思います。ですから、最後に争点として残るのは、冒頭で申し上げたように、現在

の運営形態においてどういう乖離があると認識し、その乖離をどこまで埋めるのかという判

断の相違だと思います。 

 ・その意味で、これまでの議論でこれから最終的に詰めなければならない争点が非常にはっき

りしたと思いますけれども、民営化に当たって何を優先するかという問題に妥協点を見いだ

すのはなかなかやっかいな問題だと思います。 

○金崎委員 

 ・私は、昨年度からガスの民営化に関してガス局のアドバイス的なことをやっててほとんどの

情報を知っているので、何も質問することはないんですね。先ほど市会議員の岡先生からお

話があったように、私がガス局からいただいた情報からしますと、本当に超優良企業であり
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ます。最低限、料金を安定させなければいけないこと、それから安全の面と、これは確保し

なければいけないんですけれども、それ以上にガス局は非常に有利な経営資源を持っていら

っしゃって、それを公営企業としては有効活用できない状況というのが現在あると思うんで

すね。それを民営化することによって有効活用すれば、それは市民にとっても非常に有益な

ことであるというのは、多分民営化の一つの利点であると私は考えています。 

   

○佐藤委員 

 ・私もずっとガス局に関与していたものですから、意見をと思っていたのですけれども、仙台

市の場合は公営企業として今まで実績はあるんじゃないかなと。規模もまた相当大きい。長

野県の規模はどのぐらいだったんでしょうか。 

○事務局 

 ・従業員の規模で申し上げますと、長野県の企業局の従業員数は大体７０人ほど、私どもは４

５０人の従業員ということになってございます。 

  需要家戸数で申し上げますと、仙台市が大体３６万戸ほど、長野県のガス事業は５万戸ほど

でございました。販売量では、私どもが約年間２億立米ほどの販売量、長野県の場合は５，

８００万立米ほどの販売量。売上額で申し上げますと、私どもが２８０億円ほど、長野県様

の場合が４８億円ほどの売り上げと、こういったところでございます。 

○ 佐藤委員  

 ・職員の身分の問題と民営化の問題ですね。私にはちょっとわかりにくいものですから、ご説

明いただけないでしょうか。直接には関係がないのではないでしょうか。 

○稲葉管理者  

 ・ガス局を民営化をいたしますと、基本的に今のガス局の職員は地方公務員で身分保障されて

おりますので、本人の意志に反して会社員に一気にしてしまうということは当然できないわ

けでございまして、職員の手当てというのは当然事業経営体として独自にしなければいけな

いわけでございます。 

 ・ガスは２４時間３６５日ずっと通っておりますので、新会社になるからと言ってとめるわけ

にはいきませんし、保安も２４時間３６５日体制で継続してやっていく必要がございますの

で、新会社が自分の職員できちっと保安とか製造、あらゆる事業を円滑にこなせるようにな

る間、新会社が必要とする職員については、職員の了解をもらって派遣をするというような

作業が必要になってきます。 
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○大住委員長  

 ・長野の場合もそうだったのですけれども、財政に対してメリットが大きい方がやはりいいわ

けですね。ただ、それを前面に出してしまうと判断を誤るかもしれないので、あえてそこは

前面に出さないように長野の場合は進めていました。 

 ・民営化の果実をだれが受け取るかということも長野では非常に重要な論点だったのです。民

営化の果実を顧客の皆さんに対してガス料金の値下げという形で還元をしてほしいし、また、

県財政については税という形で還元をしてほしいし、さらに、地域経済により多くのメリッ

トがあった方がいいわけです。そういうことを考えますと、長野の場合は単純事業譲渡の形

をとるよりも、手間はかかるのですけれども、新会社設立をして、しかも地元の会社を設立

するという、地元の会社と言っても本当に地元の出資、地元企業の出資が前提になっていま

す。そういう形の新会社ということで進めていったのです。その分手間はかかりましたけれ

ども、長期的には十分元はとれるし、地元地域経済にとってのメリットも格段に大きいと判

断していました。 

○岡委員  

 ・お金のことは大変大事なんですよ。そしてこれが仙台市に返ってくるということは、すなわ

ち１００万市民に返るんですね。何も仙台市に入ったからといって勝手に使うわけではない。

市民のさまざまな福祉や教育の向上に寄与していくわけでありまして、ですから、私は逆に

表面に出してはいけないという問題ではないと思っているんですね。 

 ・これだけではだめですけれども、やはりしっかりとそのプラス面と言いますか、効用と言い

ますか、そういったものをちゃんと打ち出すことの方がいいのではないかと思うのですよ。

ここはちょっと委員長と考え方が違いますけれども、あえてお話をさせていただきたいと思

っています。 

○ 大住委員長  

 ・仙台市の場合は恐らく長野県と違う事情があると思うのです。どうしてかと言いますと、仙

台市の場合はお客様と市民との関係にずれがない。ですから、私は仙台市の場合はもっと言

っていいと思うのですが、長野県の場合はそうじゃない。長野県の場合は、県営ガス事業の

顧客は長野県民の一部です。ですから、その一部の皆様をお客様に事業運営をしている事業

会社を売却した売却益を、一般県民のために還元するということになると、お客様と県民に

ずれがありますので、本来はお客様に返すべきものではないか、こういう議論があったので

す。ですから、前面に出せないという一つの理由だったのですね。ですから、仙台市の場合
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は、僕はもう少し出してもいいかなとは思います。 

 

○梅原市長  

 ・河上委員がおっしゃっておられましたガバナンス、あるいはその民営化に伴って生ずる可能

性のあるいろいろな問題というのを、あえて私は否定的な側面からもう一回チェックしてい

きたいのですけれども、やはり私は仙台市長として市民の皆様、客様の安全が非常に重要な

要素であるということを改めて強調したいと思います。 

  ガスというのは目に見えませんから、人間のマネージしにくい物質である。非常に危険性の

高い商品を扱うということを、改めて皆様に申し上げておきたいと思います。 

  どういう民営化形態をとるにせよ、例えば事業譲渡方式を仮に採用するにしても、新規参入

者、新たにプレーヤーが入ってくるわけですね。したがって、そのガスだったらガス事業法

なり関係の法令があって、その法令を遵守しながら事業、ビジネスとしてのガス事業を遂行

していかれるわけでしょうけれども、そこにはやはりガバナンスがどう有効に機能するかと

いう非常に重要なテーマがあって、それは河上委員のご指摘は非常に的を射たご指摘だと思

いました。 

  もちろん、業法できちっとした規制が行われ、どんな会社であろうと広い意味でのコーポレ

ートガバナンスを有効に機能させるということは非常に重要ですけれども、市民、お客様の

安全という、より重要な要素があるという意味において、どのような制度設計にするかとい

うことは非常に重要だと思います。 

 ・二つ目には、そういうこととも関連するんですが、私は仙台市長として、民営化をしたらも

うその新会社に全部お任せということではないということをここで改めて宣言しておきます。 

  それは事業の公益性、先ほどの安全もそうですし、供給にしてもそうです。今の世界のエネ

ルギー情勢というのは、政治的な要因もあれば、構造的にも需給が厳しくなることはもう目

に見えていて、既にもうなっていますね。そういう時代の中で東南アジアのマレーシア、あ

るいは隣のブルネイ、あるいはひょっとして中東から、原料を安定的に供給してもらってお

客さんに商品として提供するという仕事は、これは一会社の仕事ではなくて、広く日本政府

全体であり、私は仙台市も含めて国も地方も重要なミッションだと思っております。 

  したがって、安全、保安面は国の業法なり規制法があるように、原料の供給についても国も

地方政府も引き続きコミットメントを維持するということを改めて申し上げておきたいと思

います。 
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 ・地域性というところでなかなか難しい議論だと思うのですけれども、長野のケースに比べて

もいろいろな各種指標で５倍とか７倍の規模の、私が言うと手前みそなんですが、大変優良

な資産、優良会社でございます。この民営化というのはこれまでの前例から見ても、規模の

面でも非常に新しいケースであります。したがって、先ほどのガバナンスの議論のところで、

その地域内外のどういうプレーヤーが参入してくるかというときに、地域内の方がガバナン

スが働きやすいという側面があることを私も否定はいたしませんけれども、規模の大きさ

等々考えたときに、あらかじめその新しく参入してくるプレーヤーのロケーションがどこで

あるかということは、余りこの段階でスクリーニングをかけない方がいいのではないかとい

う気がいたします。抽象論ですけれども、そういうふうにちょっと感じた次第でございます。 

 ・やはりこういう民営化の問題というのはプラスの側面のみならず、やはり負の側面が往々に

して出がちであります。 

  今回の私たちのこのガス事業の民営化というのは、それほど大きなハードルはないし、先ほ

ど来、委員の皆様から大体条件はそろっているというふうにご評価いただいておりますし、

私もそう思います。しかしながら、先ほどの安全面ですとか保安面とか、負の側面をミニマ

イズするような制度設計をぜひ皆様方のお知恵をフルに出していただければと思います。 

  そして、最後に、言うまでもなく、その民営化の果実は仙台市民、そして地域にあるという

ことを改めて申し上げたいと思います。 

 

 （５）今後の進め方について 

○大住委員長  

 ・今後の進め方についてですが、次回以降おおむね月１回のペースで委員会を開催し、１１月

ごろをめどに民営化のあるべき姿、望ましい手法、時期を報告書に取りまとめ、市長に報告

したいと考えておりますが、皆様いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ありがと

うございます。 

 ・当面の進め方についてですが、次回は、８月３日金曜日に開催をし、ＳＷＯＴ分析というマ

ーケティング手法などを用いまして環境分析を行って、民営化のあるべき姿を検討するほか、

これまでの市内部の検討で明らかになっている課題の検証などを行いたいと考えております。

その際に先ほどの財務の補足資料もあわせてご提出いただければと思います。 

  また、３回目は、８月２０日月曜日から２１日火曜日にかけて、長野県におもむき、民営化

の先行事例を調査したいと考えておりますが、皆様いかがでしょうか。よろしいですか。は
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い、ありがとうございます。 

 ・４回目以降の開催日時、検討内容につきましては、私にご一任いただき、事務局と調整の上、

次回第２回目にお示ししたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、ありがとうござい

ます。 

  それでは、ただいまご説明いたしましたとおり進めさせていただくことといたします。 

 

 ８．その他 

○事務局 

 ・議事要旨につきましては事務局が作成し、委員の皆様全員にご自身のご発言についてご確認

いただいた後、委員長に全体の流れを含めて最終ご確認いただき、その上でホームページ等

で公開することにいたしたいと思いますので、よろしくどうぞお願いいたします。 

 

 ９．閉  会 

○大住委員長 

 ・それでは、これをもちまして本日の会議は終了することといたします。 

  進行にご協力いただきまして、ありがとうございました。 
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