
資料 １ 

仙台市ガス事業の民営化に係る報告書（素案） 

１. はじめに 

エネルギー資源が乏しい我が国においては、これまでも積極的に

資源外交を展開し、エネルギーの安定供給を図ってきたところです

が、アジア地域における経済成長などを背景に世界のエネルギー需

要は、ますます増大するものと予測されており、我が国におけるエ

ネルギー政策の位置づけも、一層重みを増してきております。 

ガス事業においても、近年、原油価格の高騰などから天然ガスの

需要が増大しており、各事業者においても世界的なエネルギー動向

を見据えたエネルギー戦略の構築が不可欠となっています。加えて、

自由化範囲の拡大などから他のエネルギーとの競合が激化するなど、

その経営環境は大きく変わりつつあります。 

こうした環境のなかで、仙台市は、公営としては最大規模のガス

事業者として、仙台都市圏の顧客に都市ガスを安定的に供給してき

ましたが、国および地方のレベルにおける「官から民へ」の大きな

流れを受けて、市のガス事業についても、行財政改革も視野に入れ、

民営化の可能性についての検討が、かなり早い段階から進められて

きました。 

具体的には、市のガス事業の民営化に係る検討は、昭和６３年に

「仙台市ガス局ＬＮＧ導入等ガス事業経営問題審議会」が設置され、

ＬＮＧ導入と併せて経営形態のあり方について諮問がなされたこと

に端を発し、以来、市議会でも繰り返し議論が重ねられてきたとこ

ろです。しかし近年におけるガス事業を取り巻く新たな経営環境の

変化などを踏まえ、市は平成１７年にガス事業を民営化する方針を

固め、これまでの庁内における課題の検討から、さらにより具体的

な検討を進めるため、今般、本委員会が設置され、民営化の望まし

いあり方、適切な手法及び時期等について調査、分析を進めてまい

りました。 
 本委員会における検討を受け、仙台市ガス事業の民営化が着実に

実行され、新しい継承者によってガス事業が永続的に発展し、民営

化がガスの顧客はもとより、仙台市民、関連の事業者の方々など、

すべての関係者にとって、実りのあるものとなることを願って止み

ません。 
 
  平成１９年１１月○日 
   仙台市ガス事業民営化検討委員会委員長 大住 莊四郎  
 

 1



２. 仙台市ガス事業を取り巻く環境と民営化の目的 

仙台市のガス事業は、昭和１６年に仙台瓦斯株式会社からガス事

業を譲り受けて以来、顧客への供給を拡大し、現在では、３市３町、

約３６万戸に安定的に都市ガスを供給しています。しかしながら、

昨今、ガス事業を取り巻く環境は急速に変化しつつあり、自由化範

囲の拡大などを背景に、電気など他のエネルギーとの競争が激化し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台市ガス局においても、競争の激化などにより、家庭用分野に

おいて顧客数の伸び悩みが目立っています。業務用分野は、近年、

原油価格の高騰などにより天然ガスの需要が伸びていることなどか

ら販売量は堅調な伸びを確保していますが、従来、家庭用を中心と

した営業スタイルをとってきたため、同規模の民間ガス事業者と比

べた場合、その割合は依然として小さいものとなっています。この

ため、家庭用需要を堅持しつつ、業務用需要のさらなる拡大を図り、

競合に対応していくことが課題となっています。 

 

 

 

「着工戸数」は着工ベースの数値であり，「導入戸数」は竣工ベースの数

値であるため，採用率は参考値。     出典：東北電力ホームページ 
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【図 1】 オール電化住宅の普及状況 
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【図２】 家庭用顧客増加数の推移
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【図３】 (平成 18 年度) 

 

こうした厳しい競合環境の中で、ガス事業者には、顧客のニーズ

に応じ、質の高い製品やサービスを低価格で速やかに提供していく

ことが求められていますが、このような観点で見た場合に、仙台市

ガス局は、公営事業者であるため以下のような制約を抱えています。 

第一に、提供するサービスの範囲に関しては、これまで、公営ガ

ス事業者は、地方公営企業法の規定により提供できるサービスがガ

ス事業及び事業に相当の因果関係を有する附帯事業に限定されてき

たことから、本業であるガス事業を中心に事業展開を行ってきまし

た。仙台市ガス局も、これまでガス事業の他、一部ガス器具の販売

などガス事業と関連性の高いサービスに限定して附帯事業を展開し

てきました。    
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総売上高に占める附帯事業売上の割合
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昨今、民間事業者において多様なサービスが提供されるようにな

り、附帯事業の解釈も緩やかになりつつありますが、これまでガス

事業を中心として事業を展開してきた経緯から、新たな事業領域に

進出しようとした場合に様々な利害関係者との調整が必要となり、

時に民業圧迫との批判を招きかねないほか、ノウハウの取得に時間

を要するなどの阻害要因があり、新たなサービスの提供が思うよう

に進まない現状があります。 

【図４】

【図５】民間ガス事業者が提供しているサービスの一例 

(参考)出資４会社を含めた仙台市の附帯事業売上：6,572 百万円(18.0%) 

 グラフ中の数値は，グループ会社間取引を含む(単位：百万円)。 

平成１８年度決算値。「附帯事業」：工事，不動産賃貸，器具・LPG販売など。 

 

 ホームオートメーションサービス 
ガス機器の遠隔操作サービスのほか，ガス機器の消し忘れやカギの閉め忘れ，不

審者の侵入などをお知らせし，外出先でも自宅の安全を確保するサービス 

 ホームセキュリティサービス 
ガス洩れ警報器などと監視センターを電話回線で結び，２４時間体制でガス洩れ
にはガス事業者が，犯罪には警備会社が直ちに出動するサービス 

 リ フ ォ ー ム サ ー ビ ス 
ガス機器の設置を手始めに，キッチンや浴室のリフォーム，さらには住まいの全
面改装，給排水の改修まで，リフォームサービス全般にわたり提供 

 オンサイトエネルギーサービス  
事業者のエネルギー全般に関する問題を解決するサービス。省エネルギー診断や
サイト内への省エネ設備の設置，その資金調達やメンテナンスまで。 

 Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ サ ー ビ ス 
省エネルギー改修に必要な技術，設備，人材，資金などを包括して提供するサー
ビス。省エネ効果を保障する。 

※グループ会社と連携して実施しているものも含む  

第二に、提供する製品やサービスの価格に関しては、これまで仙

台市は、地域住民を対象とした公共の福祉増進という地方公営企業

経営の基本原則に基づき、仙台市及び周辺市町に限ってガスを供給

しており、また、家庭用を中心とする需要構造となっていることか
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ら、民間の大手ガス事業者等に比べ原料の調達単位が小さく、相対

的に原料の調達コストが高くなっています。 

 【図６】原料調達規模と調達コストの比較  
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 原料調達力（１m3 あたり都市ガスの調達コスト）の試算。平成 17 年度決算値 

 １m3 あたり都市ガスの調達コストとして，平成 17 年度ガス売上に見合う原料費と製品ガ

ス仕入高の合算額を年間販売実績で除した値を算出。（1m3=46.04655MJ で換算）  

 

また、公平性や透明性確保のため原則として入札により資材等を

調達することから、長期にわたる相対取引などの調達手法を柔軟に

選択できる民間事業者と比べた場合、相対的にコストが高くなって

しまう実態も見受けられます。 

民営形態の原価予測

 

【図７】 民営形態の推定原価構成（イメージ図） 

収益相当 

減価償却費 

(租税課金等を除く)

諸経費 

租税 

課金等 

労務費 

原材料費等

（仙台市営）       （民営形態）
 

第三に、サービスを提供するスピードに関しては、弾力的な経営

ができるかどうかがポイントとなりますが、地方公営企業であるた

め民間企業と同様に経済性を発揮すると同時に、常に公共性が求め
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られます。このため、例えば営業活動における様々な顧客の要請に

対して、事業機会を逸することなく適切に判断、決定していくこと

が困難な面があります。また、ガス料金などの重要事項について市

民の代表者である議会の審議を経る必要があることなど、ステーク

ホルダーとの調整プロセスが民間と異なることから、民間と比較し

て相対的に経営判断に時間を要するなど、弾力的な経営が行われに

くい環境にあります。 

 

一方、仙台市の行財政改革の視点に立った場合、一層の行財政改革

を進め厳しい財政の健全化を図ると同時に、「公共」を担う行政と民

間の役割分担を見直していく必要が生じています。ガス事業は、全

国的にも民間企業が経営しているのが通常であり、「民間にできるこ

とは民間に」という観点に立った場合、民間に委ねるべき分野の事

業と考えます。 
【図８】全国ガス事業に占める公営事業の割合  
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出典：「Ｈ17 地方公営企業年鑑」  

 

仙台市ガス局は平成１８年度決算において１５期ぶりに単年度黒

字を実現するなど経営努力が結実しつつありますが、以上の点を踏

まえ、中、長期的な事業経営を展望した時には、民営化により、租

税課金など新たなコストの発生や長年にわたって仙台市ガス局が築

いてきたお客さまとの信頼関係の受け渡しなどの懸念材料があるも

のの、より制約の少ない民間の創意ある経営に委ねることが、企業

価値をさらに高め都市ガス事業を永続的に発展させ、顧客及び市民

の利益の拡大につながるものと考えます。 
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３. 民営化のあるべき姿 

民営化に当たっては、公営ガス事業者として仙台市が築いてきた

ガス事業経営の強みを継承しつつ、上述のような公営ガス事業者と

しての制約に起因する弱みを改善し、仙台市民の利益、ガスのユー

ザーである顧客の利益の最大化を図ることが肝要であり、大きく三

つの基本的視点を重視することが必要と考えます。 
 第一に、ライフラインであるガス事業の持つ公益性に鑑み、民営

化後もこれが着実に継承され、顧客が安心してガスを使用できるよ

うガスの製造や供給が安定的に行われると同時に保安が確保される

こと。これが、何よりも優先されるべきであり、民営化に当たって

の前提と考えます。 
 第二に、公営事業者としての制約から、仙台市ガス局の経営資源

が必ずしも有効活用されていない現状に鑑み、民間の創意工夫によ

る経営がなされ、経営資源の有効活用やコストの削減などにより経

営の効率化が図られることや弾力的な経営によりサービスの向上が

図られること。これが、民営化による顧客のメリットにつながりま

す。 
 第三に、仙台市ガス事業の地域経済に及ぼす影響力に鑑み、民間

への雇用のシフトや取引機会の拡大など、民間の領域における経済

の活性化に資するものであること。同時に、公共の領域においては、

職員定数の削減など仙台市の行財政改革にも資するものであること。

これが、民営化による市民のメリットにつながります。 
 
 
 

経営効率化・サービス向上 

 
 
 

  
 

経済活性化・市の行財政改革 

 顧客・市民の

利益最大化 新会社 仙台市

顧 客 市 民
公益性の継承 
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具体的には、以下のような観点に立ち、民営化を図るべきと考えま

。          す
 
（１） 民営化の前提となること 

① 民営化前 

(ア) 十分な引継ぎ期間が確保され、これまでガスを安定的に安全

に供給してきた仙台市ガス局と事業継承者の間で確実に引き

継ぎがなされ、事業が円滑に承継されること。（公益性の継承） 
 
②民営化時点 

(ア) 市民のライフラインを支える地域のエネルギー事業者として

の使命を自覚し、保安の確保と安定供給、原料の安定調達な

ど、公益性の継承と発展に努めていくこと。（公益性の継承） 
 
(イ) 民営化後においても、ガスの製造、安定供給、保安を維持で

きるよう、仙台市ガス局職員の技術や知識を着実に継承して

いくこと。（公益性の継承） 
 
(ウ) 総原価主義に基づき、適正な料金設定がなされ、現行のガス

料金水準が維持されること。（公益性の継承） 
 

(エ) これまでの市議会におけるチェック機能に代わるものとして、

何らかの形で経営の外部チェックが図られる仕組みが構築さ

れること。（公益性の継承） 
 

(オ) 仙台市ガス事業を支えてきた仙台市ガス局の関連事業者との

連携について考慮していくこと。（地域経済活性化） 
 
(カ) 仙台市の一般会計の負担を伴わずに民営化を図ることはもと

より、適切に官民の役割分担がなされ仙台市の行財政改革に

資すること。（行財政改革） 
 
(キ) 地方公務員法の趣旨に鑑み、ガス局職員の派遣又は移管にあ

たっては、不利益を生じないよう、処遇について考慮してい

くこと。（その他） 
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（２）民営化により期待されるメリット 

①民営化時点 

(ア) 仙台市に本社を置く地元企業が創設され、民間の領域におけ

る雇用創出が図られる一方、公共の領域においては職員定数

が削減されること。（地域経済活性化、行財政改革） 
 

②民営化後（初期） 

(ア) 民間の優れた経営ノウハウを導入し、経営資源の有効活用を

図り、経営の効率化を図るとともに、競争環境の中にあって

も顧客ニーズに迅速に対応できるよう創意ある営業提案によ

り弾力的な経営が行われること。(経営の効率化) 
 

③民営化後（安定期） 

(ア) 範囲の経済性を享受できるよう、単にガスを供給するだけで

はなく、総合的なエネルギーサービス事業者としてリフォー

ム事業やホームセキュリティサービスなど市民生活の質の向

上につながる生活関連サービスや業務用設備の省エネルギー

に関する包括的なサービスを提供するＥＳＣＯサービスなど

多様なサービスを提供し、事業領域の拡大が図られること。

（サービス向上） 
 
(イ) 上記の新たな事業展開に伴う地元企業との取引機会の拡大な

どを通じ、地域経済の活性化に貢献すること。（地域経済活性

化） 
 
(ウ) 広域的なガス供給体制を構築しガス販売量のさらなる拡大に

より原料調達コスト等の削減を図るとともに、創意ある経営

によりコストの削減を図り、ガス料金の引き下げが図られる

こと。（経営の効率化） 
 
(エ) 株式の上場による資金調達力の強化などを視野に入れた経営

が行われ、経営基盤の安定化が図られること。（経営の効率化） 
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４. 民営化の手法 

前述のあるべき姿の実現、これまでの検討で明らかになっている

民営化に当たっての課題の解決という観点で、以下の６つの民営化

手法の比較検討を行いました。 

  

『業務運営委託方式』：ガス供給施設の管理運転業務等を民間企業

に委託する方式で、公営ガス事業が存続し、市が事業運営に関す

る重要な事項を決定する。 
 

『フランチャイズ方式』：導管等インフラは市が所有したまま、期間

を定めて、公共サービスの営業権（フランチャイズ）を民間企業

に付与する方式。 
 

『株式会社化方式』：地方公共団体が資産を現物出資し、株式会社

を新たに設立し、当該会社が事業を承継する方式。 
 
『株式会社化方式（ＮＴＴ方式）』：日本電信電話公社を民営化した事

例のように、現物出資による株式会社の新設に加え，職員や債権・

債務関係を新会社が引き継ぐ方式。 
 

『事業譲渡方式（長野方式）』：長野県ガス事業を民営化した事例の

ように、官民で出資・設立した株式会社にガス事業に係る資産を

売却し、当該会社が事業を継承する方式。 
 

『事業譲渡方式』：地方公共団体が事業を民間企業に売却する方式

で、過去の民営化事例で多く採用されている。 
 

（１）あるべき姿の実現 

①「民営化の前提となること」をクリアできるか 

 検討の結果、前述のあるべき姿において民営化の前提条件として

掲げていた事項については、各手法とも対応が可能であり、いずれ

の手法を採用しても、公益性が継承され、民営化前と同様の保安水
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準や安定供給が確保されることを確認しました。 

しかしながら、各前提条件への対応については、手法によって若

干の優劣もあり、円滑な事業引継ぎの観点では、市が出資すること

により職員の派遣が可能な「株式会社化方式」及び「長野方式」、

あるいは現職員が移籍する「ＮＴＴ方式」が優位と考えます。 

また、市の行財政改革の一環としての官民の役割分担の見直しの

観点では、市の影響力が小さい「長野方式」及び「事業譲渡方式」

が優位と考えます。 

 

② 「民営化により期待されるメリット」が大きいか 

検討の結果、「業務運営委託方式」「フランチャイズ方式」は、公

営事業者に準じた制約を受けることから、民営化によるメリットが

相対的に小さいものと考えます。 

残る「株式会社化方式」「ＮＴＴ方式」「長野方式」「事業譲渡方

式」は、いずれも事業領域の拡大によるサービスの向上や地域経済

の活性化、料金の引き下げなどが見込まれ、中でも市の影響力が小

さい「事業譲渡方式」や「長野方式」は、民間の創意工夫による経

営も期待できるものと考えます。 

 

（２） 民営化に当たっての課題の解決 

 これまでの市内部の検討で明らかになっていた課題のうち、企業

債の取り扱いについては、公営企業として存続する「業務運営委託

方式」及び債権債務が新会社へ承継される「ＮＴＴ方式」は、１８

年度決算において約８２４億円となっている企業債残高を一括償還

する問題が生じず、「長野方式」及び「事業譲渡方式」は資産の譲渡

収入を償還原資とすることで課題に対応できるものと考えます。 

しかしながら、「フランチャイズ方式」は、単年度のフランチャイ

ズ収入で償還原資を確保することが困難であり、「株式会社化方式」

は、将来的には株式の売却収入を償還原資に充てることが可能です

が、株式の売却までの間、償還原資の手当が別途必要となり、現実

的には対応することが困難と見込まれます。 

 次に、職員の取り扱いについては、ガス局には１９年度当初で約
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４５０人の職員が従事していますが、必要な知識や技術を持つ職員

を事業継承者が一気に確保することは困難と見込まれます。この点

については、「ＮＴＴ方式」は現職員が移籍するため問題が生じず、

市が出資する「株式会社化方式」及び「長野方式」も市職員を派遣

することにより、事業継承者が段階的に職員を確保していくことが

可能であり、対応が可能と考えます。円滑な事業引継ぎについては

前述のとおりです。 

 

以上２つの課題をともに解決できるのは、「長野方式」及び「ＮＴ

Ｔ方式」ですが、「ＮＴＴ方式」は個別法の制定が絶対条件であるこ

とから、この実現可能性を検討いたしました。その結果、他都市の

公営企業においても、債権債務を民営化後の新会社が引き継ぐこと

ができるような制度改正を国に要望する動きなどもありましたが実

現に至っていないことや、他の公営企業の民営化事例において、仙

台市ガス局と同規模の職員を市長部局等へ配置転換することにより

対応しているケースもあることなどから、個別法の制定を国に働き

かけても実現の可能性が低いことを確認し、最終的には２つの課題

を解決できるのは「長野方式」のみであるとの結論に至りました。 

 

（３） まとめ 

職員の取り扱いと企業債の取り扱いという２つの課題を解決でき

るのは「長野方式」しかなく、同方式は、市が出資を行うことによ

り、経営の監視と職員の派遣を行うことが可能で、円滑に事業を引

継ぎ公益性を担保するうえでも優位であること、また、民間の創意

ある経営を導入し、事業領域の拡大によるサービスの向上や地域経

済の活性化、料金の引き下げなどのメリットも期待されることなど、

民営化のあるべき姿の実現の観点からも適切な手法であることから、

仙台市ガス事業を民営化する手法として適切との結論に至りました。 

しかしながら、円滑な事業継承がなされた後においては、仙台市

ガス事業民営化の目的である「民間の創意ある経営により企業価値

をさらに高め、都市ガス事業を永続的に発展させていく」という観

点から、市の関与を離れることが望ましく、民営化後、概ね５年程
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度を目処に完全民営化へ移行することが適切と考えます。 

 

５. 民営化の時期 

「あるべき姿」の観点、各ステークホルダー（利害関係者）の観

点で、民営化の時期について検討を行いました。 

 その結果、民営化により期待されるメリットを享受する観点から

みた場合、いずれのステークホルダーにとっても可能な限り早期に

民営化を図ることが望ましいものと考えられます。先行事例などを

参考に本委員会が実施したシミュレーションでは、着手してから２

年後には民営化が可能と見込まれますが、事業の円滑な継承が民営

化の前提となることから、市当局において、充分な引継期間を考慮

のうえ、具体的な民営化の時期について適切に判断されるとともに、

市の関与を離れた完全民営化の時期についても併せて検討するべき

と考えます。 

 なお、民営化の具現化に当たっては、計画を市民にわかりやすく

説明するとともに、市民の代表である市議会との議論を充分に尽く

し、合意形成が図られるよう、スケジュールに配慮されることを望

みます。 

 

６. おわりに 

 仙台市のガス事業は、６０年以上にわたりライフラインとして市民

の生活を支えてきました。本委員会としては、事業の公益性が確実

に事業継承者に引き継がれ、これまで仙台市の職員や関連事業者が

連携して築き上げてきた顧客や市民との信頼関係が、民営化後も、

損なわれることなく受け継がれ、ガス事業がさらに発展していくこ

とを切に望みます。 
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