
第３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8月20日（月）15：00～18：00 

■会  場  ホテルサンルート長野東口2階「サロンドコート」 

■出席委員  大住委員長、関谷副委員長、片桐委員、金崎委員 

       河上委員、佐藤委員、間庭委員、渡部委員（8名） 

■欠席委員  岡委員（1名） 

■長 野 県  内堀企業局経営企画課企画幹兼課長補佐 

同丸山主査 

■仙 台 市  ガス事業管理者、佐藤ガス局理事兼次長 

■事 務 局  ガス局民営化推進室 

 



１. 開    会 

２．議  事 

○ 大住委員長 

・委員長の大住でございます。長野県の内堀様、丸山様にはお忙しいところ本委員会のために

ご足労いただきまして、まことにありがとうございます。委員を代表いたしまして心より御

礼申し上げます。 

・さて、本日は長野県ガス事業民営化の先行事例調査としてお話をちょうだいした後に意見交

換を行うこととなっております。 

 その後休憩を挟みまして、第２回の委員会における指摘事項について再度議論した後に、民

営化のあるべき姿の素案などについて検討を進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。 

 なお、本日は岡征男委員から欠席のご連絡がありましたので、ご報告申し上げます。 

 

（１）長野県ガス事業の民営化について 

○大住委員長 

・これまでも本委員会で私からも多少ご紹介させていただきましたが、長野県のガス事業民営

化事例には幾つかの特徴がございます。当時は、官から民へという時代の流れ、潮流があり、

民営化すれば市場のメカニズムが発揮されて自動的によくなるという、あたかも民営化が目

的であるかのような改革が一般的であったわけですが、長野県の事例では、民営化すること

は目的ではなくて、民営化を通じて何を実現するのか、民営化を通じてどういうメリットを

もたらすのかという観点から、まず価値設定を厳格に進めてまいりました。 

・民営化の目的について当時議論されていたのは、次の３点でありました。 

まず、顧客益を確保し向上させる。さらに、長野県の場合、顧客と県民が一致しておらず、

顧客は県民の一部ですので、民営化を行うことによって長野県の県民益が増大する、これが

第２条件です。第３に、これはもう民営化そのものの前提条件ですけれども、県財政に対す

るメリットがあることです。 

・この三つの利益を確保するための民営化のあり方を議論し、民営化そのもののビジョンを描

いた上で具体的に民営化の手続に入り、「長野モデル」の構築を目指しました。私としては、

新しい民営化のモデルをつくることができたのではないかと思っております。こうした特徴

がありますことから、本委員会において民営化のあるべき姿と手法に関する検討を行うに当
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たって大変参考になる事例と思っております。 

・それでは、長野県ガス事業民営化の概要につきましてご説明いただきたいと思います。それ

ではよろしくお願いいたします。 

○内堀企画幹 

・長野県企業局にて作成した資料について、説明。 

○大住委員長 ありがとうございます。 

・ただいまのご説明についてのご質問を含めまして、自由に意見交換を行いたいと思います。

皆様いかがでしょうか。 

○片桐委員 

・今の説明を聞いて、ガス事業民営化に対しての長野県の並々ならぬ苦労とこれから仙台市も

大変だなということを痛感いたしました。 

・第１点として、仙台市の場合には人口が１００万を超えていますが、戸数が多くなった場合

に注意しなければならない点について、ご経験を通じて予想できる点があればお願いいたし

ます。 

・次に、資金の方でも一般会計に負担をかけないで処理するように努力されたということです

が、その点での苦労話などがあればお願いいたします。 

・第３点として、職員派遣について３年計画で取り組んでおられるとのことですが、技術系の

職員について現在も続いていることが何かありましたら、ひとつお願いいたします。   

○内堀企画幹 

・まず事業規模の違いによる留意点についてですが、私どもは供給戸数が５万戸で、当時民営

化を検討していた公営ガスの中では非常に大きい部類ではありましたが、仙台市と比べます

と非常に小さな事業体です。ですから、職員の処遇などを考えますと、私どものやり方がス

トレートに合うかどうかというのはご検討いただかなければいけないことだと思います。 

・次に、一般会計の負担についてですが、民営化をする前にも一般会計の負担は全くありませ

んでしたし、最終的な精算をした際にも一般会計の負担は全くありませんでした。ガス事業

を精算することによって、県の一般会計に５２億円ほどの現金を渡しています。 

・次に、職員の処遇についてですが、私どものガス事業に従事した職員は７０名おりました。

その職員の内訳ですが、一般事務が２３名、化学や土木の技術職が２２名、技能労務職が２

５名で、全体では７０名ということです。平成１７年３月３１日で定年退職をする者と再任

用の職員も何名かおりましたので、約６０名の職員の処遇というのが最終的に課題になりま
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した。そのうち２９名について長野都市ガスに派遣をしております。派遣につきましては３

年間ということに最終的にさせていただいて、２９名を３年ということではなくて、延べ６

０人ということを申し上げておりましたので、３年派遣の職員、２年派遣の職員、１年派遣

の職員というようにおります。ですから、それぞれ１０名ぐらいずつ県に帰っておりますの

で、今長野都市ガスにお世話になっている職員は約１０名になります。 

○渡部委員 

・第１点は、料金が民営化前後で具体的にどうなっているのかということです。燃料価格はこ

の３年でものすごい状況の変化がありましたが、そのファクターを除いた分析をされている

と思いますので、それをお聞きしたいと思います。 

・第２点は、ＳＰＣのオファーがあったときに、どういう基準を大事にして選定されたのか、

お聞かせください。 

・第３点は、資料の最後に県のバランスシートが記載されていますが、事業を引き受けたＳＰ

Ｃのバランスシートがどうなっているか、こちらの方がはるかに大事なので、できればそう

いったことを開示していただいた方がよいかと思います。なぜかというと、譲渡価格が余り

にも高い場合にはのれん分が発生して、その償却負担が大変になるというようなことだと思

います。 

○内堀企画幹 

・まず、料金についてですが、この地域のガスは新潟の天然ガスが原料のため、ご指摘のよう

な影響を受けておりません。私どもが供給した状態と同じ単価が今でも維持されていると聞

いておりますし、当時の計画では将来的に１０年で１０％下げたいという提案内容になって

います。 

・次に、選定の基準についてですが、安定供給・保安体制が現行水準を下回らないということ

が私どもにすれば最大の着眼点です。 

・最後に、バランスシートの件ですが、資料に記載してあるのはあくまでも公営企業法上のバ

ランスシートでして、借入資本金というのが一般企業の固定負債に相当しますが、３月３１

日で既に返しておりますので、いわゆる負債として生じているのは固定資産の１，６００万

円と流動負債の８１億円ですが、８１億円のうち６４億６，０００万円が一時借入金になっ

ています。これは企業債を償還するために一時的に借り入れたものでして、これは４月１日

に譲渡代金が県に入金されたときに精算しています。 

 それから、固定資産の額が約２００億円とありますが、民間企業ですと資本の部の中の資本
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剰余金の約１００億円と相殺された形で表記されるのが一般的な民間ベースの話だと思いま

す。ですから、民間ベースで考えますと約１００億円の固定資産ということで、譲渡価格が

約１１０億円ですので、のれん代は若干ありますが、ほぼ固定資産の額で売却したという状

況だと考えております。 

○渡部委員 

・譲渡価格をどのぐらいに考えるか、ＳＰＣがどのぐらい借金を背負わなくちゃいけないか、

その辺が多分ポイントになると思いますので、できましたら実態を教えていただければあり

がたいと思いますが。 

○内堀企画幹 

・譲渡価格は私どもの募集条件として８０億円を下回らない額としました。８０億円というの

は、企業債の償還等に必要な８０数億円が確保されなければ一般会計に負担をかけることに

なりますので、その額をきちんと確保したいというのが私どもの一つの考え方です。 

・ただ、それが一般的に経営として成り立つかという別のサイドがありますので、民営化検討

委員会の中でＤＣＦ法による事業価値評価を実施しております。その評価の価値が私どもの

負債を上回るという評価をいただいた結果、いわゆる株式会社化が可能であろうという提言

をいただいております。ですから、その程度の事業価値はあるという考え方を持っておりま

したので、県が作成した収支の基本プランを見ていただいて、多額の収益を上げることは多

分期待できないにしても、ほどほどにできるのではないか、という評価を応募した事業者か

らいただけたのだろうと思います。 

○関谷委員 

・第一に、民営化を検討する時点で県のガス事業の収益性はどういう状況にあったのでしょう

か。 

・次に、その状況を背景にして民営化を考えたわけですけれども、民営化するに当たって事業

主体に求めた要求が、民営化によって確保される可能性をどのように評価されたのでしょう

か。 

・最後に、長野都市ガス㈱と東京瓦斯㈱長野支社が昨年統合したとご説明にありましたけれど

も、そもそもそういうことが前提とされていたのかということをお聞きしたいと思います。

つまり、企業統合することによって、こちらが期待した民営化の利益がより確実な形で保証

されると考えていたのか、その辺を今の時点でどう判断されているのかお聞きしたいと思い

ます。 
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○内堀企画幹 

・最初の件についてですが、新潟県の長岡産の天然ガスを送るためのパイプラインが長岡から

東京に向けてつくられておりまして、その沿線でそれぞれ地域の要望によってガス事業者が

それぞれに事業を展開されております。長野県内において民間からの事業化がなかった地域

の方から、せっかく近くに天然ガスのパイプラインが通っているのだから県としてガス事業

をお願いできないかという要望がありまして、その後議会で採択をされて県営ガスとして発

足をしております。 

 それで、最近の経営状況を見ますと、平成１３年に供給戸数がピークに達したころからいわ

ゆるオール電化攻勢によって顧客の数が減ってきているという状況がありました。もう一方、

職員はガス事業にだけ専従する訳ではなく、知事部局とどんどん人事交流をいたしますから、

通常の保安面に関しては問題はありませんが、新しい技術の習得などに対してはなかなか難

しい面がございました。このため、大口供給になかなか手がつかないという状況と、公営で

あるということから、地元のプロパンと競合してまで供給を拡大するという営業戦略という

のはなかなか立てにくいという状況にもありました。そうした中で、長野県のガス事業の将

来を見たときに、当時は確かに黒字でありましたけれども、将来にわたってこの黒字基調が

確保されるというのはなかなか難しい状況でもあったということです。 

・次に、統合の件についてですが、お配りした資料に評価会の評価報告書があります。その２

の③がお話しの件だと思います。事業継承会社が既存の大手ガス会社の支社と分社統合した

というものです。これは東京瓦斯㈱グループの事業提案書の中にこうした提案がございまし

て、これも評価の一つのポイントにはなっているかと思います。 

○片桐委員  

・私がいろいろ市民に聞いてみて言われていることは、民営化した後も安全・安心できるガス

事業であること、とにかくこれが第一です。また、民営化によってガス料金も下がるだろう、

もしそれがなければ民営化する必要がないのではないか、ということも言われています。安

全面と料金の引き下げの問題についてお聞かせください。 

・それから、民営化に対しての批判があったのか、あったのであれば、どういう点について批

判があったのか、具体的にお聞かせ願いたいと思います。 

○内堀企画幹 

・私どもの民営化につきまして、保安の確保というのが最大の眼目でございましたので、保安

体制が現行水準を下回らないことを条件として掲げてあります。民営化することによって保
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安体制にお客さんが不安を持たれるようであれば目的は達成できませんので、保安の確保と

いうのは非常に大きな眼目として考えておりました。 

・それから、料金の引き下げについてですが、料金については資料の評価報告書にありますよ

うに、１０年間で１０％の引き下げを見込まれるということで、長野都市ガス㈱と東京瓦斯

㈱長野支社との統合による規模の拡大なども含めて１０％程度の料金の引き下げを図れると

いう提案をいただいております。 

・私どもとして一番基本に考えておりましたのは、基本条件にありますように、安定供給、保

安体制が現行水準を下回らないこと、それから、料金は当分の間水準を上回らないこととい

うのが一番の目標でございましたので、それが達成できないようであれば顧客益の確保とい

うことは困難ですので、それを最大の目標に民営化ということを考えておりました。 

・今回の民営化についての批判についてですが、特にご批判をいただくなり、ご意見をいただ

くということではございませんでした。 

○片桐委員 

・そうすると、ガス民営化に対する市民やマスコミ等からの批判は今のところは出ていないと

解釈してよいでしょうか。 

○内堀企画幹 

・私ども長野県、それから長野都市ガス㈱に対しても、民営化に関する苦情は寄せられており

ません。 

○間庭委員 

・長野県企業局から新しい民間事業者への譲渡に際しての移行期間としてどのぐらいの期間を

必要としたのか、それから、それが実際にスムーズに進んだものだったのかどうかについて

お聞かせください。 

・もう一つ、職員派遣について現在進行中でまだ何人か派遣中ということでありますけれども、

その移行プロセスの期間について、当初時点と現時点での評価、あるいはもう少しこうだと

よかったなということなどありましたらお聞かせ願いたいと思います。 

○内堀企画幹 

・まず、移行期間についてですが、結果として非常に短かったなというのがあろうかと思いま

す。事業提案書の評価を終えて会社が設立してからということを考えますと、平成１６年９

月からが具体的な動きになりますが、大住委員長から報告をいただいて、知事が決定をして、

その後出資、それから譲渡案等を審査、議会の議決を経て、最終的に議会の同意が得られた
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のは平成１６年１２月２２日であります。ですから、新しい会社を具体的に立ち上げること

ができたのは、平成１７年になってからというのが実際の動きです。それまでの間に長野都

市ガス㈱が設立されてはおりますが、１月になって実際に譲渡が可能になった時点から本格

的に稼働をしておりまして、その後１月から３月の間に、就業規則などをすべて新しく作っ

ていきました。東京瓦斯の社員の方が私どもの職場に実際に入って一緒に仕事をしていただ

いたということもありました。それで、新会社へ譲渡する平成１７年３月３１日の２４時を

迎えたということですが、私どもの半分の職員が新会社に残ることになっておりましたのと、

東京瓦斯から長野都市ガスへ派遣された職員の方といった体制がその時点で整っておりまし

たので、４月１日は円滑に問題なく移行ができました。ただ、新しい会社を作って、短期間

にすべてを整えてということでしたので、その点では非常にご迷惑をおかけしたなと思いま

す。 

・職員の派遣についてですが、初年度３０人、翌年度２０人、最終年度１０人ということで、

全部で６０人派遣するという形態をとっております。派遣期間が３年というのは、いわゆる

派遣法ですと３年が上限になっています。それで、３年間延べ６０人という形に設定させて

いただいて、その形で受け入れていただいております。 

・平成１７年４月１日に移行した当時は長野県の方式を基本的に採用いただいて、その後長野

都市ガスの方式に順次移行されてきていると考えております。 

○間庭委員 

・仙台の場合、ガス供給のボリュームも職員数のボリュームも非常に大きいものですから、ソ

フトランディングさせるプロセス、それから事業を公営企業から民間に移行するプロセスに

おいて時間が非常に重要な項目の一つだと思います。長野県の場合はかなりのスピードで進

められましたけれども、仙台の場合は、相当スケジュールをプログラムして準備していかな

いと、うまく着地しづらいかなという感じがいたしました。 

○佐藤委員 

・民営化にあたって、将来の経営に自治体がいろいろと条件をつけることは非常に難しい問題

を含んでいます。例えば職員にしてみても、グローバリズムの中で企業経営が行われている

中では、能力のある職員はどんどん条件のよい企業へ転籍を繰り返していきます。将来の出

資者に仙台市がなるのかは決まっていませんから、そうした状況において、職員の身分を民

営化移行後の会社に固定して考えることには、現在のグローバリズムの中では私は疑問を持

っております。 
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・県民益と顧客益の関係について説明をいただきましたが、仙台市とどのように状況が異なる

のか、もう一度お聞かせください。 

○内堀企画幹 

・職員の派遣につきましては、新しい会社を作るということもございましたので、円滑な事業

の継承という意味合いのものです。将来にわたって新しい会社に対して職員を派遣したいと

いう気持ちではございません。 

・県民益、顧客益の考え方についてですが、私どもがガス事業を展開していたエリアというの

は長野県の全ての地域ではなくて一部の地域ということです。ですから、例えば仙台市の場

合は市のすべてのエリアを対象としていらっしゃるので、その考え方は当然違うと思います。

私どもにとっての県民益ということになりますと、新たな会社の設立による雇用の創出と、

約８０億円の企業債の償還リスクの排除というふうに考えております。 

○渡部委員 

・頭の整理のために、ちょっと厳しめのご質問をさせていただけたらと思うのですが、民営化

の究極の目的は、この資料で拝見しますと、顧客益と県民益と財政への貢献だと思います。

これを整理しますと、まず顧客益の場合は、保安については公営企業の場合でも担保されて

いたわけですから、これは同じです。そうすると、料金が下がらない限りは顧客益にはなら

ないので、１０年間で１０％下がるための担保が必要だと思います。今の経営主体が本当に

１０％料金を下げるほどのコスト低減がなされているかどうか、これを出資者である県も責

任を持ってコミットしているかどうかというのが第１点です。 

・２番目のポイントは県民益についてですが、雇用についての効果は、今まで公務員として雇

用していた方が民間企業の雇用者としてシフトしているだけなので、雇用についての効果は

多分プラスマイナスゼロであると思います。もし、合理化しているのであれば、むしろ雇用

は減っているかもしれない。それから、地域産業の活性化とありますが、民営化すると具体

的に何が地域産業を活性化することになるのか、具体的な話が必要だと思います。 

・それから、県財政への貢献についてですが、究極のところ公的な資産として存在していたも

のがキャッシュ化するだけの話でして、例えば一般会計に５２億円を繰り入れたというのは、

今まで資産として持っていたものがキャッシュ化したということなのではないかと思います。

その辺についてのご見解を教えていただければと思います。 

○内堀企画幹 

・料金につきましては、私どもの料金水準を守ってほしいというお願いをしています。顧客数
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が減ってきていたという状況を考えると、料金値上げの傾向が将来考えられる状況にありま

した。そういったことを考えますと、料金水準が維持されているということは、少なくとも

料金については私どもが目的としていることは達成しているのではないかなと考えています。 

・次に、県民益についてですが、雇用という面では、県の職員が民間に代わったのではないか

という見方も一面ではあろうかと思います。ただ、新しい会社で新たな事業展開をしており

ますので、新たな雇用が生まれてくるだろうということを期待しております。 

・それから、地域経済への貢献ということですと、大きな企業からの引き合いについて長野都

市ガス㈱で対応いただいた事例がありますが、公営企業でやっていた場合においては、なか

なかそのご要望に対応することはできなかったろうと思っています。そう考えますと、天然

ガスの普及という意味であったり、ＣＯ２の削減であったり、原油高に対応した企業体質の

構築などの貢献が結果としてできたのではないかと考えています。 

○渡部委員 

・公営企業でもできたのではないでしょうか。 

○内堀企画幹 

・公営企業ですと、正直難しいと思います。例えば新しい工場へのガス供給のご要望が仮にあ

ったとします。けれども、工事に例えば何億も経費がかかるといたします。私どもですと、

前年度に予算化しておくか、お話があってから予算化をして取り組むということになります

ので、対応が遅れるということがあります。そういう意味では、民営化により非常に素早い

対応ができるということと、それから、新しいケースに対応可能な技術提供ができるという

意味でも効果があったと思います。 

・財政の効果につきましては、公営企業は、発端がゼロから始まる制度となっています。資産

が０円の状態からすべてを借金で始めて、結果として５２億円を残したという見方もできる

のではないかと思います。 

○渡部委員 

・そうすると、５２億円の利益が出たということになると、新しいＳＰＣがどれだけその分を

吸収して優れた経営をしているかという点にポイントがシフトするかと思います。その場合

に、料金が１０％下がることについて、出資者である県としてどこまでコミットしていらっ

しゃるのか、そこを教えていただきたいと思います。 

○内堀企画幹 

・基本的に、県としては経営に関与することは考えておりません。ただ、監査役を派遣してい
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る以上、私ども提案をいただいた内容についてある程度検証していきたいという気持ちは持

っています。 

○金崎委員 

・民営化後に定期的に事後評価を実施しておられますか。民営化後２年たっているわけですけ

れども、事後評価をする委員会や計画などはございますか。 

○内堀企画幹 

・特に設けていません。 

○金崎委員 

・職員の派遣等についてですが、転籍を希望する職員の方はいらっしゃいましたか。 

○内堀企画幹 

・現在１０人ほど職員を派遣しております。その中に移籍する職員がいるのかどうかというこ

とにつきましては、現在承知はしておりません。 

○河上委員 

・供給戸数５万戸の中には過疎地域なども含まれていて、結構その部分が足かせになっていた

ということでしたが、新会社に移ってもこの部分は維持するという前提なのでしょうか。 

・次に、新会社に対して営業譲渡と株式譲渡を行わないことという約束事になっていますけれ

ども、株式譲渡禁止特約というのは事実上のものなのでしょうか。制度上は非常に難しいこ

とかなというような気がします。 

・それから、募集要領の中の要望事項についてですけれども、実際には効力はないというふう

に考えて、事実として応募者へ伝えたというだけの話なのか、あるいは今までの検針員の方

がそのまま活動していらっしゃるということなのか、教えていただきたいと思います。 

○内堀企画幹 

・最初の件ですが、現状では供給計画は変わってはおりません。ただ、過疎といってもある程

度連担していることが都市ガス供給の前提になっていますので、それほどのものではないと

理解をしていただければと思います。 

・次に、株式の譲渡禁止については、３年間でお願いをしています。将来にわたって制約する

ことは事実上不可能ですので、３年程度でしたら可能ではないかという考え方で譲渡をお断

りしたというもので、条件としてはお願いをしている内容です。 

・それから、要望事項についてですが、要望と書いてある意味合いは、１００％守ってくれと

いう意味ではありませんが、ある程度尊重してほしいということです。結果として、装置工
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事業者の取り扱いについては現在も当時の制度が維持されていると聞いていますし、検針員

については、県の検針方式がそのまま採用されておりますので、基本的には同じような形態

で推移をしているはずです。 

○河上委員 

・民営化移行にあたってのソフトランディングの期間がかなり重要になるということだと思い

ますが、３年間という期間は、もう少し短くてもよかった、あるいは５年は必要だったなと

いう感じなのでしょうか。 

○内堀企画幹 

・私どもとしますと、例えば１年後に私どもと全く違う形態で事業を行うことは困難であろう

という考えがありましたし、かといって５年間というのも非常に長いというご意見があった

と記憶しておりますので、３年間程度がご理解いただける範囲なのかなと思います。 

○片桐委員 

・長野県の場合、顧客に対する民営化の説明はどの程度までなさってきたかのかお聞かせ願い

たいと思います。 

○内堀企画幹 

・「県営ガスだより」という全戸配付の広報誌を配付しておりましたが、その中で民営化の説

明を各戸に差し上げました。それから、平成１７年１月から２月にかけて、すべてのお客様

を対象に説明会を開かせていただいています。実際に参加いただいた数は余り多くなかった

と聞いていますが、すべてのお客様にご案内状を差し上げて、会場を幾つか地区ごとに設定

させていただいて、説明会を催しております。 

○大住委員長 

・よろしいでしょうか。それでは、以上で先行事例調査を終了いたしたいと思います。大変参

考になるお話をちょうだいし、本当にありがとうございました。改めて御礼申し上げます。 

 

 （休  憩） 

 

（２）第２回委員会における指摘事項等について 

○大住委員長 

・次に、前回の委員会における指摘事項につきまして、ご当局よりご説明をお願いします。 

○稲葉管理者 
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・最初に、前回の委員会で職員団体との協議の状況についてご質問がございましたので、私か

らご説明を申し上げたいと思います。 

・私どもの場合、長野県の事例でいうと平成１５年１２月に民営化計画を策定しておられます

が、そういう段階に至っておりませんので、労働団体との正式な協議にはまだ至っておりま

せん。仙台市労働組合連合会という仙台市全体の組織がございまして、そちらから民営化の

検討状況について説明してほしいという要請があり、今年の７月に状況説明をいたしており

ます。 

・それから、民営化の動きに伴うガス局職員のモチベーションの管理の問題がございます。職

員に対してできるだけ情報を正確に伝えておくことで、しっかりとモチベーションを保って

もらおうという考えです。現在ガス局の係長職以下の職員が４００名弱おりますが、全職員

を１５人から２０人ぐらいのグループにいたしまして、職員との懇談会というような形で、

民営化検討の状況説明をしたり、あるいは職員が今抱えている不安や質問に答えていくとい

うような作業を、この７月から私どもの方ではやっております。 

 

・資料１について、事務局より説明。 

 

○大住委員長 

・ただいまの説明につきまして、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

○河上委員 

・職員との懇談会の件ですが、職員の方から具体的に何か要望や希望は出ているのでしょうか。 

○稲葉管理者 

・今の段階で大体８割ぐらいの職員と懇談を終わりましたが、やはり一番の要望としては、職

員は情報をいち早く知らせてほしいということがあるようです。それと、、職員一人一人家

族も抱えておりますので、自分の仕事がどうなるのかといったことに対する不安は全員持っ

ているようでございます。 

○片桐委員 

・あらゆる機会を見て、職員の不安のない民営化について、さらに一層のご指導をよろしくお

願いいたしたいと思います。 

○渡部委員 

・資料１についてですが、仙台市の状況がＡとＢとありますけれども、Ｂの方がいわゆる民間
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会計にのっとった場合のバランスシートという解釈でよろしいかと思うのですが、そうしま

すと、民間の企業会計でやった場合には、債務超過会社になってしまっているわけです。 

・そうすると、民営化したときに、どのくらいの借金を背負ってやるのが適切なのかという議

論が出てくるのだと思います。どういう額でＳＰＣが引き受け、そのＳＰＣが債務超過会社

にはならないような健全な経営でやっていけるのかという発想が私は必要だと思います。 

 したがって、どこまでのことを民営化に当たってこの委員会として言うべきなのかというこ

とは、やはり詰めるべきだと思います。民営化して現実的にどうするのかという責任を持っ

た議論をすべきだと思います。 

・それから、地域産業の活性化というのは非常に格好いい言葉ですけれども、民営化すると本

当にそれが地域産業の活性化になっているのかどうか、そういうことについて、現実的な議

論をやはりすべきではないかと思います。 

○事務局 

・資料１の仙台市のＢの状態は、清算価値として考えれば、平成１７年度決算の段階において

は債務超過の状態になるというのはご指摘のとおりだと思います。この債務超過になってい

る現状は、累積欠損金が約２４０億円あることによるわけですけれども、これは天然ガス導

入に係る費用をほとんど料金に転嫁しなかったために、結果として累積欠損金をその間抱え

ることになったものです。債務超過の状態に陥るということも我々のシミュレーションの範

囲内でございますが、現金ベースでは、いわゆる資金ショートの状態には陥らないだろうと

いうことは十分見極めまして、現実的にはそのシミュレーションのとおり、あるいはそれ以

上の水準で、経営状況としては推移しておりまして、当初想定した以上のペースで単年度黒

字化が確実に見込める状況になっております。このため、純資産のマイナス分については、

早期に解消が図られるものと考えております。 

・私どもの事業価値については、資料１のその他の項目にありますフリーキャッシュフローを

ベースに、将来価値という考え方で把握したところでございます。これはディスカウントキ

ャッシュフローという考え方で、仙台のガス事業の収益の見通しを立てて将来価値として算

出いたしますと、現在抱えている企業債の残高以上の事業価値はあるだろうという試算をし

たところでございまして、民営化に当たっての資金面でのハードルは、将来価値を見た場合

にＤＣＦ法で算出した数字からは十分にクリアしていると考えているところでございます。 

○渡部委員 

・ディスカウントキャッシュフロー法はそのときのキャップレートをどうするかによって数字
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が変わってまいります。今までの実績がバランスシートで厳然たる事実として残っているの

ですから、その点をきちっと踏まえた上で考えるべきではないかと思います。 

○金崎委員 

・資料１のその他の数字についてですが、仙台市だけ総資産に対する売上高がかなり低い反面、

売上額に対しては営業活動キャッシュフローが他のガス会社に比べてすごく高くなっていま

すが、原因や理由について何か分析されましたでしょうか。 

○事務局 

・分析結果はございません。 

○河上委員 

・長野県の方のお話を聞きながら思ったのですけれども、例えば、民間事業として成立しにく

い地域で県営事業をやっておられた話とか、県営事業の時代は民間のＬＰ事業者を圧迫して

はいけないので事業拡大を遠慮していたとか、公営企業であったためにいろんなものに配慮

しながら事業展開をしておられただろうと思います。ただ、民間事業として離陸したらそう

は言っていられないのではないかという気がしています。最終的に、民間事業者として一番

いいやり方をやらざるを得ないし、それが民営化の言ってみればメリットなのだと思います。

ですから、仙台市の場合も、仮に民営化したとしたときに、余り市民利益の還元ということ

を言っていられないのではないかという気がします。間接的に税金が入ったり、いろいろな

形で市全体が活性化するかもしれませんが、それで企業自身が繁栄するというのは別の基本

原則を立てないと出てこない話ではないかと思います。 

・例えば事業譲渡をする場合でも、譲渡先は保安でガスの経験があってしっかりしたところと

いうと、もう決まってしまうような気がするのです。そうではなくて、本当に地元に企業を

本当に残して育てていくのであれば、少々マイナスがあっても地元の産業にとって一番いい

ところを、二番手三番手であっても選ばないといけないとか、選択の基準が変わってくるの

ではないかという気がします。どこかで腹をくくって、必ずこれは第一義に実現するという

ふうに考えないと、ちょっと難しいかなという気がいたしました。 

○大住委員長 

・長野の場合、地域性に対する評価項目は確かにありませんでした。要するに、地域で新会社

を作るという要件だけがあって、どこの資本がどれだけ入っているか、という要件は入って

いませんでした。 

・保安体制を重く見るのか、それよりも地域性の方を重視するのか、これは一つの価値判断で
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した。長野の場合は保安の方が大事という判断でした。 

○佐藤委員 

・企業評価の場合、バランスシートで見ていますけれども、会計の場合はいろいろと選択する

手段もありますので、結果が複数に出てまいります。このため、相対的指数とも言われてい

ます。仙台市の場合、減価償却の問題とか、いろいろな問題が多角的に影響して、資料１の

ような形のバランスシートに現れていると思います。期間損益とキャッシュフローの違いが

相当ありますので、その辺りを少し分析してみた方がいいと思います。ただ、悪いとも、厳

しいとも断定はできないので、あまり悲観することはないと思います。 

・それから、評価についてですが、ガス事業はグローバルでやっていますから、資源戦略の問

題、つまりどの地域から資源調達できるかという問題になるのだと思います。その辺りで、

どちらが有利になのか、大会社がいいのかという議論はあると思います。 

○大住委員長 

・恐らく次の議題にも密接に関連するような話題になっていると思いますので、差し支えなけ

れば（３）の議題に移りたいと思いますけれども、よろしいですか。 

 

（３）民営化のあるべき姿について 

○大住委員長 

・次に、民営化のあるべき姿についてですが、これまでの本委員会における議論を踏まえ、あ

るべき姿の素案として事務局に取りまとめをお願いしてあります。これはたたき台という意

味ですけれども、本日はこれをもとに議論をある程度進めて、あるべき姿についての本委員

会としての基本的考え方の方向性を持っておきたいと思います。それでは、事務局よりご説

明をお願いします。 

 

・資料２について、事務局より説明。 

 

○大住委員長 

・ただいまお示しいたしました素案について、ご意見をいただければと思います。 

○間庭委員 

・市民あるいはユーザー、職員、地域関係の事業者等々仙台のガス事業に密接な関りのある

方々に対して、大まかな運び方、今後こういうふうにしていきたいというスケジュールを含
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めて、この検討委員会の報告の中で示せる範囲で提示していくことが望まれると思われます。 

○渡部委員 

・資料２の２ページ、３ページともにまさにこのとおりだと思います。３ページに「民間の経

営ノウハウを生かし」とありますけれども、公務員から民間になるといきなり経営ノウハウ

があるということではなく、民間でも全く経営ノウハウがなくてつぶれる会社もありますし、

私も自治省財政局へ出向した際に公務員の方々とお会いしましたけれども、優れた方が沢山

いらっしゃいました。ですから、表現としては、本当に優れた経営者を招聘して、優れた経

営を行っていただくとか、そういう趣旨が伝わる方がいいのではないかと思います。 

・次に、項目３の１番目に「優良な地元企業が創設され」とあるところですが、これも気持ち

はすごくよくわかるのですが、ただ、現実を考えたときに、優良な地元企業が創設されると

言い切っていいのだろうかと思います。優良企業になるためには新しいＳＰＣの資本構成を

どうするかという問題が出てきまして、そういう体力のあるところが本当に引き受けるのか

どうかということがありますので、優良な地元企業が創設されると言い切ってしまうことの

危なさを感じます。 

・「雇用創出」という言葉についてですが、公務員としての雇用が民間企業にシフトするわけ

ですが、もし民間企業が合理的な経営を行うのであれば、間違いなく人は減ります。この雇

用創出という言葉の定義づけが一体どういうことなのか、民間の雇用創出なのかというよう

な言葉の定義づけはやはり気をつけた方がいいと思います。 

・それから、「新たな事業展開に伴う地元企業との取引機会」についても、気持ち的にはわか

るのですが、新たにできるＳＰＣが他の民間の企業と競争するということですから、新しい

会社ができるからといってディールが創出されるわけではありません。その辺、私はもう少

し正確に表現すべきではないかと思います。この委員会で議論すべきことは、我々が議論し

たことが本当に方向性として正しいことをきちっと議論したかどうか、きれいごとではなく

なくて。それが後々試されるのだと思います。 

○稲葉管理者 

・私どもの考えといたしましては、今ここで作ろうとしている望ましい民営化のあり方として

は、期待可能性の部分をある程度書いておくこともやはり必要なのではないかと考えており

ます。例えば幾つかの企業グループから選択をするというような場面において、幾つかある

評価軸の中で最優先の評価軸はどれで、二次的・付随的な要求項目はどれだ、というような

ことで最終的に選択をしていくということが将来出てこようかと思いますけれども、この望
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ましいあり方の像を描くときには、美辞麗句になってしまうかもしれませんけれども、そう

いったハードルはやはり設けておくことが必要ではないかと考えております。 

・それと、料金の引き下げをどれだけ評価項目にするかについてですが、私どもも料金を下げ

ていただくのは大変ありがたいですし、望ましいことではありますけれども、ではそれが最

優先課題かということになりますと、これは委員会の皆さんにご検討をお願いするようにな

りますけれども、必ずしもそれだけではないのではないかなと考えております。 

○事務局 

・今回、あるべき姿として皆様にご議論いただいて、最終的には委員会の報告という形で取り

まとめを予定しております。私どもはこのいただいた宿題をもとにそれを具現化するために

次のステップとしてどうすればいいか。その際、例えば「優良な」というところをどのよう

に担保していくのか、あるいは担保できるような形で民営化が図られるべきだ、などといっ

た形で報告書の中で宿題として残していただければ、と考えております。手法はまだ決まっ

ておりませんけれども、例えば、一定の事業プランと言うものをどう評価して、例えば将来

のリスク管理をどうしていくのか、といったようにご提言、ご報告いただき、我々が宿題と

してその実現に取り組むというような図式でお願いできればと思っております。 

 ただ、文言の正確さもちろん必要でございますし、その意味で、先ほどお尋ねあった項目３

の「雇用創出」は、民間の雇用創出ということでご理解いただければと思います。 

○大住委員長 

・今日いただいている資料で何が大変かと言われると、イメージがわかないという点だと思い

ます。例えば「地域経済の活性化」といった場合、具体的に何をやるのかのイメージがわか

らない。ですから、仮にいろいろな附帯事業を期待するのであれば、具体的な新たな事業展

開の中身を提案した方がいいと思います。仙台の場合は事業規模も大きいので、夢の部分も

多少実現できるかもしれないと思います。 

○佐藤委員 

・繰り返して申しわけありませんが、先ほどの債務超過の問題は、負債が過多であるというこ

とです。資金調達には、間接金融だけではなくて直接金融もあるわけですが、仙台ぐらいの

規模の民間会社になりますと、オープンマーケットでの資金調達など多様な資金調達の方法

が可能で、財務的にいびつなところも直せると思います。ただ、今の地方公営企業の場合は、

借入金が資本金として取り扱われますから、これは永久に難しい問題になってしまいます。

民営化にあたっては、前回申し上げた不連続の思考が必要ではないかと思います。株式の公
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開上場についても、これほどの規模の企業であれば当然あり得ると思います。手段だけを書

いても難しいですので、目的のところをお書きになると、相当多様な資金調達への対応がで

きると思います。 

○間庭委員 

・この「あるべき姿」の中で申し上げたいのは、標題にとらわれればあるべき姿なのですが、

今ずっと議論が出ていますとおり、あるべき姿の外側にある「期待したい姿」というのがあ

ると思います。手法にも関連する事柄ですが、そこをちゃんと分けて示した方がわかりやす

いのかなと思います。つまり、これだけはぜひあるべき姿として継承してほしいということ

と、できるならばこういったものも非常に期待しているということを一緒にしてしまわない

形にした方が、より積極的な内容を盛り込める可能性があるかなと思います。今は素案で肉

づけがありませんので、これを肉づけする中で、先程来いろいろと出てきている事柄につい

ては取りまとめをすることもできるかなと思います。 

○大住委員長 

・長野のケースでも、最終的に事業譲渡をするための委員会で評価項目を作る際、期待したい

こと、夢の部分についての評価項目と、ここの部分は譲れないという必須項目をきちっと決

めた記憶があります。ですから、そういう書き方を今回の提言についてもした方がいいと思

います。 

 

 （４）民営化の手法について 

資料３について、事務局より説明。 

○大住委員長 

・この資料３の趣旨ですが、手法選択の議論は次回以降行うということで、各手法のメリット

やデメリットを一覧していただいて、委員会としてこの手法はこういうメリットがある、あ

るいはデメリットがあるという共通認識をある程度持っていただくということですね。 

○事務局 

・結構です。例えば事務局の認識ではこうだけれども違うのではないかということがあれば、

もちろんご意見出していただいて、委員会としての認識の共通化を図っていただくことが目

的です。 

○大住委員長 

・あくまで△と○と◎というのは絶対的な評価ではなく相対的な評価で、仮にこういうことと
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いうことです。それと、横軸に挙がっている評価項目については、これまでの議論を踏まえ

て設定したものですけれども、重みづけについては全く考慮していないということです。 

 いかがでしょうか。この資料３と、先ほどのあるべき姿、方法を関連づけてのご質問でもい

いですけれども。 

○渡部委員 

・全体的に非常によくまとまっている資料だとは思いますが、私は料金が市民にとって非常に

重要なファクターだと思いますので、料金のところと市の関与というところに注目してコメ

ントさせていただきたいと思います。事業譲渡方式の場合は、料金のところが○で市の関与

が△になっており、事業譲渡方式の長野方式の場合、料金が○で、市の関与も○になってい

ます。これは長野方式の場合は出資者としての権利で関与もできるということで○だと思い

ます。 

・論理的に説明するのはとても難しいと思いますけれども、市の関与が全くない会社になった

ときに、料金の設定というのはその会社が一つの民間会社として自由な設定が可能になると

いうことです。ということは、何を意味しているかというと、経営者が他に対して競争力を

持っていると考えれば、それは料金を引き上げてもいいわけです。要するに、ほかのエネル

ギーを供給する会社との相対関係の中で経営者が判断しますから、これは料金については引

き下げの方向でない可能性も高いわけです。民間企業になるということは、料金の設定につ

いては全く自由になることです。株主利益の最大化というのが株式会社、民営企業の場合に

は非常に重要だということです。市の関与が少なくなれば、そこはむしろリスクが出てくる

のではないかと疑問に思っています。 

○事務局 

・ガス料金は認可料金だということが、この○の評価の設定でございます。従いまして、例え

ば原料価格が変わらない中で経営形態が変わった場合に競争相手がいないので料金を値上げ

できるかというと、これはガス料金が経済産業省の認可を必要とするという制度になってご

ざいますので、そうした方向には働かないだろうという意味で、そうした判断をしているも

のでございます。 

○渡部委員 

・総括原価主義の場合、それは当然の話でして、私が言っているのは、経営原理として、公的

な意図がなければ、料金というのはどちらに対しても自由になるということです。この資料

を見ると、市の関与がなくなればなるほど、料金の評価が△から○に変わっているわけです
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が、そこを論理的に説明できるのですかということです。 

○事務局 

・我々といたしましては、経営の効率化を図ってそれをお客様に還元していく民間会社という

ものを念頭に置いたというところでございます。 

○大住委員長 

・ということは、これは、料金の引き下げ余地が大きいかどうかという評価と思います。そう

いう意味で、この△と○を読めばいいと言うことですか。 

○事務局 

・それで結構です。 

・論理的説明をということですけれども、私どもが今認可いただいている料金は、現実として

は、申請した計画に対して経費を圧縮されて認可をいただいている状況ですので、そこから

さらに「上げしろ」があるかといいますと、現実問題としてはないはずだと思っております。 

○渡部委員 

・認可する側を一定の変わらないものとして考えれば今の答えは当たっていると思いますがが、

認可する側も情勢によって変わるわけです。どれが一番あるべき姿かということを模索して

いるわけですから、そういう中でこういう問題は考えるべきだと私は思います。 

・今どういう動きになっているかというと、公営企業や公的な企業については、どんどんマー

ケットメカニズムを取り入れようという方向性がありますから、この分野でも私は比較的そ

ちらの方にいくと思います。 

・したがって、今のどうかという議論ではなくて、やはりあるべき姿としてこういう事柄は議

論すべきではないかと思います。 

○河上委員 

・あるべき姿についてですが、民営化の「化」という字も含めてあるべき姿を考えると、実は

最終ゴールを描くだけで本当にいいだろうかということがずっと気になっていました。恐ら

く最終ゴールというのはすごく遠い時期のことではないかという気がします。最終ゴールだ

けを書いたのではやはりわからないので、もう少し具体的に示す必要があるし、譲れない点

に対する検討もあってもいいと思いますが、やはり一定の時間軸を入れた方がいいのではな

いかと思います。この民営化のあるべき姿の中にも時間軸を入れて、短期的にやるべきこと

と、中期的な目標と、それから長期的な目標というようなものを、やはり時間軸のもとで考

えていくということが必要です。 
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・特に顧客の立場とか消費者の立場から言えば、やはりガスの安定供給や安全の確保、そして

料金が急に上がったりしないというような、安定的な事業の継続というのが一番関心が高い

ものですから、そこへもっていくためにどうソフトランディングしていくかということだと

思います。そのための大きな目標を立てながら、例えば安定供給や安全確保などがあります

けれども、ソフトランディングするために人的・物的組織をどう変えていくかということも、

実はあるべき姿のかなり重要な部分かなという気がいたします。 

・その上で最終的に手法の問題に入っていくと、資料３にあるいくつかのパターンが出てくる

のだろうと思いますけれども、一気に特定のパターンにもっていくのがいいのか、あるいは

ソフトライディングのために若干の混合形態を持ちながら、最終的に特定のパターンに行く

というあり方もあるだろうし、選択の幅ももう少しありそうな気はいたしました。 

○稲葉管理者 

・資料３についてですが、各項目の評価につきましては、ただ今様々なご意見もいただいてお

りますので、次回の委員会までにこの資料の○、◎、△の表現につきましては、もう一度私

どもの方でも精査をしてみたいと思います。 

○渡部委員 

・念のため申し上げますと私は民営化賛成なので、賛成だからこそこういうことについての説

明責任というのは実は重いと思っていまして、あいまいな言い方はなるべく避けた方がよく

て、ここまできちんと深い議論をした上で与しているのだということを、やはり後々の方に

理解していただくことがものすごく私は重要だと思っていますので、あえて今日は厳しいこ

とを申し上げているだけでございますので、そこだけは誤解のないようによろしくお願いい

たします。 

○大住委員長 

・今日はまとめるという意味ではなく、あるべき姿についてのたたき台を示してご意見をうか

がって、たたき台の案をつくるということです。資料３についても、とりあえず整理をして

みたけれどもという意味でお出しいただいたと理解しています。 

・民営化のプロセスをどう描くかということも大事ですし、民営化に期待するもの、あるいは

効果や期待がどのぐらい先になって現れるのかという問題もあります。直ちにやる必要があ

ることと中期的あるいは長期的なものとに分けた方が説明責任という意味では果たせると思

いますので、そういう形の定義にしていければと思います。 

○間庭委員 
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・民営化の時期については、これから検討となるわけですが、やはり長野県の事例のスケジュ

ールを見ますと、短期間にものすごいスピードで民営化への移行がなされているわけです。

大変なご努力が背景にはもちろんあるわけですが、やはり仙台でやる場合には、事業スケー

ルや職員数、関係する企業の数などが膨大だと思います。そういった意味で、同じようなス

ピードではとても難しいだろうなと、あるいは、かえっていろいろなことが起きてしまうの

ではないかという心配を前提にしての意見ですが、新しい民営の事業体に移管するに当たっ

て、十分な準備とスケジュールの確保をしっかりやることを、今後検討するスケジュールに

関する報告の中にぜひ織り込んでいただきたいと思います。 

○大住委員長 

・それでは、本日いただいたご意見につきましては、あるべき姿と資料３に記載されているよ

うに民営化手法の二つを合わせて再度修正をし、次回お示しをするということで進めたいと

思いますけれども、よろしいですか。関谷副委員長、いかがですか。 

○関谷副委員長 

・話が次第に煮詰まってきたと思いますし、また、ご指摘いただいたことも私はそのとおりだ

と思いますけれども、一つだけ付け加えさせていただきます。民営化のあるべき姿、あるい

は民営化に期待するものという方向に議論が行っているわけですけれども、その出発点のと

ころと言うのでしょうか、市民に対する説得という話との関連、あるいは経営の形態を考え

る上でも関連してくることだと思いますけれども、今の経営のやり方を続けた場合の限界・

問題をもう一度きちんと確認し、強調すべきだと思います。 

・あるべき姿の議論とともに、一方でそういう議論が必要だと思います。こういう限界がある

からこういう方向を目指す、というように、限界を同時に並べていただくと、どうしてそち

らの方向に行かなければならないのか、ということがより鮮明になるのではないかという気

がします。 

○大住委員長 

・それは必要不可欠なことと思いますので、最終的に提言をまとめるときに、どうして民営化

が必要なのかということをきちんと説明していく必要があると思います。 

・市の関与というときにも、マネジメントそのものに対する細かな作業と公共料金としての関

与とは別で、公共料金としての関与はガバナンス的な意味の関与となると思いますので、そ

れは書き分けられた方がいいと思います。 

・それでは、民営化の姿と民営化手法の比較について修正をしていただいた上で、次回につい
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ては、恐らく各手法で民営化の時期、準備という意味でも違ってくると思いますので、そう

いう意味での民営化の時期のシミュレーションの資料をお作りいただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○事務局 

・行政手続きも含めてどの程度の時間がかかり、移行期間を含めて何年何ヶ月程度でできると

いうラインが、手法によって違っておりますし、それによって手法選択の方向性にも影響が

あろうかと思いますので、参考資料として作業させていただければと思っております。 

○大住委員長 

・それではお願いしたいと思います。 

  

３．その他 

○大住委員長 

・その他ですけれども、事務局より何かございますか。 

○事務局 

・第４回の委員会に向けて、１カ月少々の期間がございますけれども、第４回の委員会を円滑

に進めるという観点から、今回のご意見に対する資料を改めて作成いたしましてご意見をお

うかがいすることなど、その間ご指導をいただければと思っておりますがいかがでしょうか、

ご相談申し上げます。 

○大住委員長 

・それでは、約１カ月半くらいでしょうか、間があきますけれども、その間色々なお手間をお

とりいただくかもしれませんけれども、その点はご了解いただければと思います。 

 

４．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。 

 なお、明日は、長野都市ガス㈱様にお邪魔をすることになっております。現地調査を行って、

民営化移行後２年間の状況と今後当面の事業計画などについてお話しいただけると思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 本日は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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