
第２回仙台市ガス局事業民営化検討委員会 議事要旨 

 

■日  時  平成19年8月3日（金）11：00～12：30 

■会  場  ホテルメトロポリタン仙台3階「曙」 

■出席委員  大住委員長、関谷副委員長、岡委員、片桐委員、金崎委員 

       河上委員、佐藤委員、間庭委員、渡部委員（9名） 

■仙 台 市  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．議  事 

○大住委員長  

・第１回の委員会では、仙台市ガス事業とその民営化のアウトラインを概観しつつ、委員の皆

様方から何点かのご指摘をいただいております。本日は、まずそれらにつきまして事務局に

ご用意いただいた資料に基づき再度議論をさせていただいた後に、ＳＷＯＴ分析という手法

による環境分析を踏まえて、我々に与えられた３つの課題、すなわち民営化のあるべき姿、

民営化の手法及び時期、この３点のうち、まず最初の民営化のあるべき姿についての議論を

深めてまいりたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

・皆様のお手元に前回の委員会の議事要旨をお配りしてございますが、これは事務局を通じて

皆様一人一人にご自身のご発言についてご確認いただきました後で、私も一部修正をしまし

たが、全体の内容をチェックさせていただき最終版とさせていただいております。第２回の

委員会以降も同じような手続で進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 

（１）第１回委員会における指摘事項等について 

・資料１から３までについて、事務局より説明。  

○大住委員長  

・資料１で、人事交流の状況の資料をコンパクトに整理していただいているのですが、例えば

職種別で、一番上の表ですけれども、事務系の方で４５．５％の方が他の部局を経験してい

るということです。恐らく技術系の方が１１％というのは大体他の公営ガス事業でも同じぐ

らいではないかと思うのですが、事務系の方が４５％というのは、これは高いのでしょうか。

事務系の方も、ガス局で採用されているということでしょうか。 

○事務局 

・基本的に仙台市の職員として、事務系、技術系の職員ともに採用されまして、配置転換とい

う形でガス局に配属されている形でございます。事務系の部門につきましては、比較の資料

が手元にございませんけれども、標準的な入れかわりぐあいかなと思っております。 

○渡部委員  

・キャッシュ・フローの資料の２についてですが、民間からの借り入れがないのかどうかも含
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めて、１９年３月末のキャッシュが幾らで、そのときの有利子負債が幾らかを教えていただ

けませんでしょうか。 

○谷口総務部長  

・１８年度の決算で内部留保資金はおおむね１７０億円から１８０億円で１７年度よりは増え

ている状況でございます。 

・起債の８２４億円でございますけれども、これは財務省と公営企業金融公庫からの合算でご

ざいまして、民間等からの借り入れはございません。 

○金崎委員 

・同じくキャッシュ・フローの状況についてですけれども、投資活動によるキャッシュ・フロ

ーが近年減ってきていますけれども、将来的な見通しはどうなのでしょうか。 

○谷口総務部長  

・１７年度からは起債には充てておりませんので、今後は起債の償還のみになると思います。

平成４年から熱量変更作業で施設整備をしてまいりました。その熱量変更作業は平成１６年

１０月で終わったのですが、大規模な投資についてはその前の平成１２年から１３年がピー

クでございます。その後の建設改良費といいますか投資については、年間３０億円程度でご

ざいますので、基本的にはキャッシュ・フローについては、この今の流れのように減ってい

く形になると考えております。 

○事務局 

・投資活動につきましては、熱量変更作業を平成１６年１０月までしておりましたが、その分

のお金も開発費という項目で投資活動のキャッシュ・フローに計上しており、その関係で平

成１６年度まではベースが高くなっているということが一つございます。 

・それから、個別的な要因で、例えば土地を買ったとか、そういったことがございましたので、

数字の動きとして平成１４年度以降逓減しているように見えますけれども、平成１７年度が

私どもの平常の投資活動のベースの数字に近いとご理解いただきたいと思います。 

○関谷副委員長 

・ 地方公営企業の目的である地域住民の福祉の増進と経営の効率化との間に乖離が生じてし

まっている、あるいはさらにその乖離が拡大してしまう可能性があり、現在の経営形態で

はその乖離を埋めることができない、ということが議論の出発点だと思うのです。そうい

う意味で、乖離の大きさ、あるいは乖離の中身について確認をするということが必要だと

いう意味で前回ご質問申し上げたわけです。 
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・法的な枠組みの中で、企業活動が制約をされているというのはそのとおりだと思うのですけ

れども、例えば公共の福祉とか地域住民の福祉という場合、その捉え方そのものが非常に狭

く解釈をされているのではないかという気がします。そういう解釈の仕方をすると、これは

ガス事業だけではなくていろいろな分野において同じようなことが当てはまると思います。

この資料３の①にしても②にしても、むしろ営業活動を拡大していくことが、つまり、経済

性を確保することが住民の福祉の増進につながるという捉え方が十分できると思うのです。

営業のエリアを拡大することは法的には無理だということで制約があることはわかっていま

すけれども、公共の福祉とか住民の福祉の増進を非常に狭く解釈することによってむしろ自

ら乖離をつくりだしている気がします。ですから、現在の法的枠組みを前提とすれば、民営

化という方向は不可避だということもできると思います。 

○間庭委員  

・私も、乖離については資料のとおりだなと思うのですが、今、副委員長がおっしゃったよう

に、具体的には既に例があるのですけれども、例えばガスの検針のメーターなどが情報通信

の進展によって技術的に一々訪問しなくてもできるような時代になってきているわけです。

検針のためだけの情報通信ネットワークではなくて、ユーザーの事業者もしくは家庭に対す

る情報通信サービスの提供などの関連事業も経営の視野に入れていく可能性もあるという積

極的な視点で、位置づけを視野に入れておかないといけないと思います。 

・もちろん、このガス事業を引き受けられる事業者の状況にもよりますけれども、経営の展望

の可能性としては、そういう点を視野に入れておいた方が積極的で、しかもそれは経営の効

率性もしくはユーザーに対する利益の還元という視点も議論としてあり得るのかなと思いま

す。今、情報通信だけの例を申し上げましたけれども、ほかにもガス事業における関連事業

分野があるのかなと思います。 

○大住委員長  

・この資料３の基本原則は、ちょっと時代に合わなくなっているなという印象があるにはあり

ます。そもそも、企業の経済性を発揮することと公共の福祉を増進することが相対立するか

のような認識で書かれているのですけれども、今はそういう時代ではだんだんなくなってき

ているのだろうと思います。ですから、この基本原則自体がちょっと古いなという印象を私

も持ってはおります。 

・この資料３の②に書かれているサービスの多様化というところなのですが、これですらもは

や狭いだろうと思います。もっといろいろな可能性があって、もっといろいろなことができ
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るだろうということなので、これにとどまらないということだと思います。 

・地域住民の福祉を増進することが存立目的にあるのですが、例えばアメリカなどでは公共サ

ービスをお互いに供給し合っているような団体が幾つもあります。例えば隣の市のごみ収集

事業を委託で請け負っているというような形態などはもう普通になされていて、公共サービ

スのあり方自体が根本的にアメリカなどでは変わっているということもありますので、多分、

この②の原則もやや緩やかにとらえていいのかもしれないと思います。 

・とはいうものの、やはり、現状の公営ガスの事業形態が時代の変化に合わないということは

全くそのとおりだろうと思います。 

○稲葉管理者  

・私どもも必ずしも経済原則と公共の福祉、住民福祉というものを対立概念として捉えている

わけではないのですが、実態としては、試行錯誤しながら少しずつ運用を広げているという

段階でございまして、そのチェックあるいは検討だけでも相応の時間が必要です。そういっ

たスピードの欠如といった部分はあろうかと考えております。 

○河上委員 

・資料１を拝見して、かなりの方がある程度固定化したところで働いてらして、私は恐らく、

仙台市のガス局で働いているガスパーソンの人たちの、自負とか誇りのようなものがあるの

ではないかという気がしますし、その方たちの能力は、やはり活用しないとやっていけない

だろうという気がするのです。もちろん、ご本人の意思ということもありますけれども、で

きるだけソフトランディングするためには、そういう方たちの力を活用できるように仕組み

をつくる必要があると思います。 

・この組織形態をもし変えるとした場合にでも、その方々の労働者としての地位といいますか、

これまでの立場について、一方的な不利益変更にならないように配慮するというのは、これ

は大事なことだと思います。それは、ひいてはガスの事業の安全性を守ることにつながるの

ではないかという気がいたします。 

・資料３のことですけれども、これは古い革袋に新しい酒を入れればいいことで、法制度上の

制限がそんなに大きいとは思えないのです。地方公営企業の形をとっていたとしても、例え

ばＡ市とＢ市、Ｃ市が協定を結んで広域的なガス事業を展開して、結果的には経済性を発揮

しつつそれぞれの市の住民の福祉を増進するということはあり得ることです。その狭い地域

だけの住民の福祉ということに自分を捉えないといけないというのは、他の地域との連携と

いうのを頭に入れなければそうですけれども、連携をやっていけば、それはそんなに不可能
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なことではないので、決定的ではないなという気はしました。 

・②のガス事業に相当の因果関係がある附帯事業しかできないとありますけれども、それも言

ってみれば新しい営業のスタイルとしてはいろいろ考えられるところで、そこは現在も瀬踏

みしながら進んでいるとおっしゃるのだけれども、やはりできる範囲というのは相当緩やか

になってきていると思うのです。ですから、これも決定的なものとは思われないような気が

するのです。 

・ですから、現在の地方公営企業としての立場を守る方がよいのか、それとも新しい法人組織

をつくった方が、ここの部分がさらに効率化されるというようなところが、もう少しはっき

りするとありがたいなという気がいたします。 

・個人的に申しますと、公営企業というのは、やはりある種の目的に縛られて行動した方がい

いという気がします。例えば投資活動にぽんぽんとお金を出すようなことは、これは公営企

業はやるべきでないし、場合によって、どこかの被災地に義援金を送るというようなことを

公営企業だからやるというのも、それもおかしな話で、やはりその事業目的に照らして自分

自身を鍛え上げてスリム化していくというか、効率化していくというふうに自己規律を持っ

た集団の方がいいだろうという気はするのです。ですから、どっちがいいというふうには申

せませんけれども、まだまだいろいろな組織としてのあり方の可能性はあるのではないかと

いう気がいたしました。 

○稲葉管理者  

・他の地方公共団体との関係の部分でございますけれども、私どもも今３市３町に供給いたし

ておりますので、他の自治体との協議も当然必要になってまいります。私どもも先方も公の

施設の区域外設置という議会の議決をいただく形になっておりまして、そういう意味で自治

体間の協議のシステムはできております。 

○片桐委員 

・資料１について、ガス局ではないのですけれども、職員の方から言われた話では、思い切っ

て人数を減らす中でどうして全く経験のない人を現場によこすのか、現場はとにかく迷って

いるということでした。やはりある程度技術系の方を残してもらわないと、その職場がうま

く回転しないということで悩んでいたようですが、民営化した場合に、やはりここにありま

すように、技術系の職員が民営化した法人に当然出向しなければならないと思うのですけれ

ども、その場合には法人の側の希望等によると思うのですが、何年ぐらい技術系の職員を市

の職員として出向させるのかという計画などあるのでしょうか。 
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○稲葉管理者  

・技術系の職員の異動する比率が低いのは、やはりその職場職場の固有の技術というものがあ

って、それを継承していかなければいけないということが原因だろうと思います。これは、

ガス局に限らず、市の各部署にやはりそういった問題が基本的にはあろうかと思います。ガ

ス事業の経営形態が変わったときに、ガス局で勤務をしている技術系の職員が蓄積をしてい

るノウハウというものは、当然、新経営母体にも引き継いでいかなければいけないわけでご

ざいまして、その間、何らかの形で出向するとか派遣をするとか、それはいろいろな手法と

いうのは考えられようかと思いますけれども、その期間がどのぐらい必要なのか。これは、

民営化の形態論によっても恐らく変わってこようかと思います。ただ、一般的に先行事例と

かを参考にして考えてみますと、半年、１年、その程度で済むようなものでは多分ないので

はないかなとは考えております。具体的に何年かというのは、経営形態等がどうなるかとか、

その辺を見ながら最終的に考えていかなければいけないのではないかなと思っております。 

 

（２）民営化のあるべき姿について 

○大住委員長  

・全員が共通の理解に立って議論を進めていくことができるように、資料４でＳＷＯＴ分析と

いう手法による環境分析を事務局で行っております。このＳＷＯＴ分析といいますのは、仙

台市のガス事業を取り巻く外部環境、例えば、社会経済環境の変化ですとか、あるいは市場

の要因の変化などを分析し、ガス事業が今後とるべき方向性をその外部環境から導いていく

という手法です。公営企業であれ、具体的なサービスを供給していますから、ニーズがどの

ように変化をしているのかを把握しながら、ガス事業の将来の事業の方向性や事業分野を見

出していくための方法論です。方法論とは言っていますけれども、単純な情報の整理によっ

てロジカルに組み立てていく手法だというふうにご理解いただければと思います。 

・将来の方向性を導くときに、当然、ガス事業の内部の要因をきちっと見ていく必要がありま

す。ガス事業の強みはどこにあるのか、弱みがどこにあるのか、強みを生かして成長につな

げられれば非常にいいわけですけれども、そうではない部分については、例えば弱みを補強

したりすることが必要になるかもしれません。場合によっては、現状のままですと十分な外

部環境の変化に、もっと言いますと市民のニーズの変化に対応できないというようなロジカ

ルな組み立てができるかもしれません。そういうものとして作業をしていただいております。 

・資料４について事務局より説明。 
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○大住委員長 

・例えばニーズの増加の欄の５番目に、低廉なガス料金に対するニーズの増加ということが書

かれているのですけれども、このニーズに対してどうこたえるのかということですが、強み

が生かせるところが余りないので、逆に弱みが当てはまっている項目があります。これはガ

ス供給エリアが限定されるということ、あるいは原料調達費用とか人件費の削減余地が小さ

いというようなことが挙がっていて、ここの部分を改善して低廉なガス料金を実現するとい

う読み方になると思います。 

・こういう読み方をしていきますと、この４つの枠の中、セルの中に書かれていることで具体

的な対策、もっと言いますと戦略にかかわることが書かれていないのです。つまり、低廉な

ガス料金を実現するというのだけれども、どうやって実現するのかというのが戦略になりま

す。対策と言っていただいてもいいと思いますが、そこの部分が本来必要なのです。あえて、

私は空欄にしているのかなと思って拝見をしていました。 

・そういうふうに考えていきますと、現状でニーズや役割の変化にこたえられる部分とこたえ

るのが難しい部分が読めるのかなと思います。極端な話をしますと、民営化をすることによ

って、例えば改善すべきことが今の供給形態よりも容易に実現できるとすれば民営化のオプ

ションの方がいい。民営化のオプションといいながら民営化もいろいろな形態が前回の委員

会でもありましたので、すべて同じような効果があるわけではありません。どの形態をとっ

た方がいいのかという議論につながる資料なのかなと思っております。 

○渡部委員  

・１枚目の２番の②の仙台市ガス局の環境分析の強みと弱みというのが、これはまさにキーに

なることだと思うのですが、これを大局的に読ませていただきますと、強みのところからコ

メント申し上げたいと思うのですが、今まで非常にまじめにやってきたということもあって、

信頼度が高いというのは、これはまさに強みというか財産だと思います。ただ、それ以外の

ところは、例えば２４時間の保安体制とか、供給体制が整っているとか、インフラが整って

いるというのは、実はこれは強みではあるのですが、一方でコストがかかっていると。２４

時間体制ということは、それだけコストをかけているということですから、そういう認識を

やはりしっかり持つべきではないかというのが一つと、あと税についてですが、公営企業自

体はある意味では仙台市全体の公の存在ですから、固定資産税、市民税や道路占有料を払う

か払わないかというのは地域全体で考えてみればプラスマイナスゼロなのです。ですから、

私はそういう発想をすべきではないかなというふうに思います。例えば、民営化して税を払
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うということになると、一般の方々にまた恩恵が出てくるわけですから、特に市民税の場合

はそういうことになりますので、税についてはそういう考え方をする方が、地域全体として

見たときはいいのかなという感じがします。 

・それから、大事なことは弱みのところなのですが、これを大きくみますと、１点目の供給エ

リアの問題と３点目の原料購入力、これはまさに規模の経済性そのものだと思います。それ

から、２点目のサービスの範囲、これはまさに範囲の経済性ということで、経済学的にいえ

ば規模の経済性とか範囲の経済性をしっかりと享受するという問題だと思います。最後の４

点目のところは、まさに弾力的な経営ができるかどうか。コスト競争力がしっかりあるかど

うかということで、大きく見ると、規模の経済性と範囲の経済性、それから弾力的な経営が

できるかどうか。この辺が民営化する場合の一番のポイントになってくるのかなと思います。

公営企業の枠組ではこれらの点について制約があると思われますので。 

○片桐委員 

・昨日宮城野区で災害についてのシンポジウムを開いたのですけれども、柏崎市に２泊３日で

行って帰って来たばかりだというパネラーから出た話で、ライフラインで問題が残っていた

のはガスだけだが、復旧まではかなりまだ時間がかかるようで非常に困っているということ

でした。その方のお話では、果たして仙台市が民営化した後に柏崎市のような事態に直面し

た時にどうなるのか、市民の立場からすれば、民営化したことによって環境面などすべての

点で安心、安全な生活ができる環境にしてほしいのが本当だ、今の段階で市のガス局に対す

る要望というのは全くないが民営化することによってさらに経済的にも、それから環境面か

ら見ても住みよいまちづくりの方向でよろしく頼む、ということでした。本当に市民にわか

りやすい説明がこれから必要でないかということでよろしくお願いいたします。 

○稲葉管理者  

・柏崎の場合は、水道管が破裂をして水道管の水と地下水がガス管の中に大量に入ったという

こともございまして、まず水道をきちっと復旧をさせないとガスの復旧に入っていけないと

いう要素が大きくあったようでございます。 

○宍戸次長  

・地震時の対応ですけれども、昭和５３年の宮城県沖地震の経験も踏まえまして、我々の今の

供給エリアを１１ブロックに分割し、被害が集中した地区だけを停止できるような供給監視

システムを昨年構築いたしまして、災害に対する備えをいたしました。ガスの圧力を下げる

ガバナという装置を電話回線でコントロールして、もしもの場合は供給停止、作動停止をし
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てガスの供給をとめるようなシステムで災害に備えているということでございます。災害に

遭ったときにガス漏れが継続するといったことをなくし、災害のガスの停止区域を最小限に

し、短時間で復旧できるような体制を構築しようということで整備を進めたということでご

ざいます。 

○片桐委員  

・特にガスの場合には、火がついたら命にかかわることですので、民営化した場合でも絶対安

全、安心だというようなことを言ってもらわないと市民は納得しないと思います。 

○稲葉管理者  

・仙台市のガス局は宮城県沖地震がやはり大きな一つの契機になったと思いますけれども、保

安とか災害対策というものについては非常に先駆的に取り組んで、お金も手間もかけて体制

を整備しております。これは、経営形態が変わりましても、当然、次の経営を担う主体にも、

きちっとこの考え方は継承していただくことが必要であると思っております。 

○佐藤委員  

・いわゆるオペレーションの部分だけではなくて、仙台ガス局の取り扱っている商品がエネル

ギー間競争を将来勝てるのかどうかという問題、このあたり、ＳＷＯＴ分析の前提条件だと

思うのですけれども、そういう問題の簡単な分析があれば非常にありがたいと思います。 

・地域経済の活性化の問題ですけれども、グローバルな競争が今あるわけです。現に資本の分

についてはもう７割ぐらい外資が入っているというような問題で、地域経済の活性化のため、

どういう形態が考えられるのか。例えば今は仙台市の官営と民営の比較なのですが、そのと

きに、民営に移行した場合にどのぐらい多様な形態の事業が展開できるのかどうか。 

・いわゆる労働者の問題について、前回の委員会で民営化と関係ないのではないかと言ったの

はそういう意味ですけれども、多様な形態があったときに、むしろ今でも少子高齢化ですか

ら、若年の専門家の育成・調達がなかなかできないという問題がすぐ起こるわけです。です

から労働者を人材とするのか過剰人員とするのか、従来の延長線上ではなくて、そのあたり

の大局的なものがあれば非常にありがたいです。 

・税負担の問題は、財政学的にいえば確かに一方の収入が一方の費用なのでプラスマイナスゼ

ロですけれども、ミクロの優先順位から見ると、競争上非常に大きな問題が出てくると思い

ます。例えば、税効果を考えてみると、非常に戦略的な投資ができるため逆に有利なところ

もあります。４２％ぐらいの国の補助があるのと同じ効果ですから、非常に大胆なこともで

きると思います。どういう設備が今後必要なのか、多分相当多額な投資だと思いますが、当
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然、税効果を考えてするべき問題だと思うのです。そのあたりを体系的に少し考えるべきで

はないかと思います。 

○稲葉管理者 

・今後どういった設備投資・経営をしていくかを想定してということは、現状の私どもが置か

れている仙台市の公営企業であるガス事業という範囲では、そういったところをきちっとイ

メージできにくい状況にございます。例えば、今の私どもの製造設備をどうするか。これは

実は仙台市のガス事業の位置づけだけではなくて、日本のエネルギー産業全体の中で仙台市

のガス事業というものがどういう位置づけになっているかにもかかわってこようかなと思い

ます。それを、今の段階ではお示しするのがなかなか大変困難な状況でございますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

○佐藤委員  

・地域格差の問題では、商業活動をやっていても資金がほとんど地元に残らず、３日か４日の

間に東京や大阪に資金が行ってしまうという構造的な問題があります。そのあたりの問題も

重要ですので、お話しておきたいと思います。 

○稲葉管理者  

・前回の委員会でもお話がございましたように、やはり仙台市に本拠を置く地元の優良な企業

をつくっていくということが、今回の民営化の中でも当然必要な条件になってまいりますの

で、そういうことを前提に、我々としても考えていきたいと思っております。 

○大住委員長  

・ＳＷＯＴ分析の作業プロセスでちょっと補足しますと、外部環境でニーズ・役割の変化を

書いていただいているのですけれども、これは一般的なニーズ・役割の変化ではないです。

今回つくっていただいている資料は、仙台市のガス事業の事業機会という捉え方をしていま

す。恐らくここに書かれていることは、公営であってもある程度実現できるだろうというこ

とです。例えば、事業形態を全く変えてしまえば、もっと広がるかも部分については、少な

くとも仙台市のガス事業としては事業機会として捉えがたいので外れているということです。

そのことについては、例えば民営化のプロセスできちっと事業領域について追加していけば

いいことではないかなと思います。 

・長野の場合も、公営で続けた場合の標準的な事業プランは一応つくってはいます。標準的な

事業プランは伝統的なガス事業の周辺部分にとどまっていますけれども、民間事業者になっ

た場合の提案というものは、その段階で補足をしていっていただいた方が良いのかなと思い
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ます。 

○間庭委員  

・この資料４は現在の公営企業におけるＳＷＯＴ分析ということですので、例えば総務省で行

った民営化の研究レポートの中に想定される民営化の４つの形態が出ておりますが、形態ご

とに、このようなＳＷＯＴ分析をし、それらの比較検討をして出口像を想定する。そして、

どの形態がどういう良い点やそうでない点があるのかとか、できればこういった積極的な事

業もやることによって、地域やユーザーに対するいろいろな還元ができるということを織り

込めるようなものを加えて、マーケティング戦略的なものをある程度想定しておく必要があ

るのではないかなと思います。これは、現在の公営企業でのＳＷＯＴ分析ですので、この表

を元にそういう発展的な形態を想定した比較検討を、出口を想定しながら分析をした方がよ

ろしいのではないかなと思います。 

○稲葉管理者  

・ＳＷＯＴ分析表を民営化のときの代表的な４つの手法に落とし込むのはちょっと難しいのか

なという気はいたしますけれども、この４つの手法についてのそれぞれのメリットやデメリ

ットの比較資料であれば次回にご用意できると思います。 

○大住委員長  

・その場合に、わかりやすい資料という意味でいうと、今回いただいている資料が標準的な公

営ガスでもできるということなのですけれども、この範囲でもやはり課題が明確になってい

て、それぞれ４つの形態をとることによって、その課題を実現する、問題が克服できる程度

が違ってくると思うのです。そういう資料があると、ある程度判断できるかなと思います。 

・それと、全く新しい発想による地域の核となる事業の領域とか事業展開とかになってくると、

実際にコンペに応募される企業あるいは企業グループの内部要因、潜在力によって変わって

くるのです。全く新しい事業機会に対して譲受される企業ないしは企業グループがこたえら

れるかということは、その企業ないしは企業グループに潜在的な力があるかどうかというこ

とにかかってくるので、多分、そこまであらかじめ想定するのは難しいかなと思います。 

・ただ、こういった事業領域まで広げることができるというようなおおよそのイメージのよう

なものは持っておいた方がいいと思うのです。それを持ちながら、この次の委員会において

具体的な民営化のプロセスの検討に臨むということは、あった方がいいし、やるべきと思い

ます。 
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（３）民営化に当たっての諸課題について 

○大住委員長 

・次に、民営化に当たっての諸課題についての検討に入りたいと思います。ご当局のこれまで

の検討の中で、幾つかの課題が明らかになっているということでしたので、資料をまとめて

いただいております。資料５です。具体的な対応方策などの議論は次回以降ということにな

りますけれども、本日はアウトラインを概観して、委員会としての共通認識を持っておきた

いと思います。 

・資料５について事務局より説明。 

○岡委員  

・次回ご返事をいただければよろしいのですけれど、民営化の形態によっては職員の取り扱い

はいろいろあると思いますけれども、いわゆる職員団体とは長年の信頼関係が構築されてい

ると思うのです。民営化の議論はこれまでに双方で議論・協議を積み重ねているはずです。

職員の取り扱いの件は、一番はやはり当事者である職員の気持ちというのですか、意向とい

うのですか、あるいは民営化に当たってのベストな方法と、これが折り合うのかどうか、そ

こが一番大事なので、現在までのところ、何らかの一定の方向性というか指針というか、そ

ういったものがあるのかどうか、そこに至っているのか。あるいは満点ではないでしょうけ

れども、やはり８割、あるいは８８％ぐらいは基本的にそういう理解度というのがないと大

変だと思うのですけれど、それは次の委員会にでもご報告をいただければと思います。 

○渡部委員  

・一つはバランスシートの他のガス企業との比較をぜひ次回やっていただければと思います。

同規模のところだとガス事業というのはどういう素質の事業なのかというのがわかった方が

いいと思いますので、ぜひそれをおやりいただければ。簡単でいいと思います。 

・２番目ですけれども、負債で６１億円とありますけれども、これは売上債権見合いの買入債

務であり、有利子負債的な債務ではないと考えてよろしいですか。（事務局より「はい」の

声あり）そういうことですね。そうすると、借金を差し引くと、純資産自体はせいぜい４、

５億円ぐらいだということですね。わかりました。 

○佐藤委員  

・民間の場合、Ｍ＆Ａの対象になる会社というのは過大債務、過剰債務、それから過大人件費、

過剰設備、この中の２つに入っているのです。そのあたりで、どういう形でそれが生じてい

るのか。公営企業の場合は、企業債が資本金の一種である借入資本金になっていて組みかえ
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が必要なため、民間のガス事業者の決算書との比較は非常に難しいですので、そのあたりは

よく見てもらった方がいい。 

○間庭委員  

・確かに主な課題はこのとおりだと思います。その上で、もう一つ留意していていただきたい

のは、前回も申し上げたのですが、やはり仙台市のガス局が、今、こうしてやっていらっし

ゃるのは、職員の方々が非常にご活躍されているわけですが、どの産業でも同じですが、ガ

ス局をサポートしている事業者の方々、たしか１００社近い地域の中小企業を中心とする企

業が、ガス局と一体的に地域の活性化のために尽力されてきたということを、全く度外視し

て民営化プロセスをプログラムしますと、いろいろな摩擦が現場で発生するということも課

題の一つとしてちゃんと意識づけをしていただきたいなと思います。職員の問題と同じよう

に、ガス局が順調にいろいろやれてきたということは、それを支えている企業も、もちろん

ユーザーもありますけれども、そういった方々のことも無視しないで、ぜひソフトランディ

ングをできるように民営化を図っていただきたいということをつけ加えさせていただきます。 

○大住委員長  

・ご指摘の点については、長野の場合も重要な論点として扱っていました。次回、長野都市ガ

スのお話でわかると思うのですけれども、地域の事業者との連携を逆に強化する形で進めら

れていると思います。   

○関谷副委員長 

・今後の検討課題ということでは、既に皆さんにお話しいただいたことがまさにそのとおりだ

と思います。一つだけ加えますと、民営化そのものを市民に納得していただくための最も基

本的なことは、先ほど片桐委員からお話しがありましたように、ガス事業の特殊性に関わる

問題だと思うのです。ライフラインの最も重要な部分であるわけですから。ＳＷＯＴ分析の

場合でもそうですけれども、各項目が同じウエートで並列に扱われるべきではないと思いま

す。つまり、制約条件として、基本的な安全・安心といいましょうか、その部分がまずある

わけです。ですから、民営化する場合、あるいはガバナンスを考える場合も、安全・安心が

どういう形で担保されるのかということがまず前提にあっての話です。そういう意味での基

本的な枠組みができれば、民営化という議論の説得力はかなり高まると思っています。その

枠組みをまず基本として、先ほどのような分析をされれば、市民に対しても説得力がでてく

るのではないかという気がします。 

○大住委員長  
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・本日の議題について共通認識を持っていただいたことを踏まえて、次回以降、対応方針ある

いは方策などの検討に進んでまいりたいと考えております。 

 

（４）今後の進め方について 

○大住委員長  

・資料の６をごらんください。次回は第１回で決定いたしましたとおり、８月２０日から２１

日にかけて、長野県に赴き、民営化の先行事例を調査することとなっております。またその

際、民営化のあるべき姿の素案のようなものをお示しできればと考えております。 

・第４回目以降につきましては、資料６の記載の日程で、第４回目に民営化の手法や移行時期

の比較検討を行い、第５回目で手法や時期に関する報告書の素案をご議論いただいて、第６

回目で報告書を取りまとめるということで進めたいと考えておりますけれどもいかがでしょ

うか。よろしいですか。おおまかなスケジュールということでご認識いただければと思いま

す。 

   

３．その他 

○事務局  

・手法の比較検討は４回目ということでございますが、先ほど比較資料のお求めがございま

したので、３回目に手法の比較資料をご用意させていただきたいと思います。 

 

４．閉  会 
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