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民営化事業スキーム及び事業者選定スキーム説明資料 

 

１．事業スキーム 

（１）基本は事業譲渡 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

                                                       

仙台市ガス事業を構成する下記を一括して事業譲渡する（以下これらを一括して

「仙台ガス事業」という）。 

（a）契約関係 

（b）資産 

（c）＋α   

事業譲渡の対価（譲渡価格）でガス事業会計の負債を返済。ガス事業会計の負債を

返済後もキャシュがあれば市一般会計に繰り入れる。 

ただし、市は、一定の期間の間、市の職員を派遣することにより円滑な事業移行を

担保したい。そのため、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法

律（平成 12 年法律第 50 号）」（以下「地方公務員派遣法」という。）を活用する。

地方公務員派遣法の要件を満たすために、事業譲渡日より一定の期間（以下「派遣

期間」という。）は、市は譲受会社の株式を取得する1（市としては最低１株は取得

する必要がある2が、実際の市の議決権株式の保有割合は、譲受会社の議決権株式の

25％未満で応募者の提案に応じる。ただし、市として譲受会社に払い込める金額の

上限は［ ］円未満である3）。 

また、この派遣期間中に、派遣された市職員（人材）が自発的に譲受会社に移籍す

ることに市は協力する。 

事業の譲受会社を設立する事業者は公募により選定する。 

事業者選定の後、事業譲渡日までの期間（以下「事業譲渡準備期間」という。）が

存在する。事業譲渡準備期間中は仙台ガス事業は市のコントロール下にある。この

期間中にわたって市は通常のビジネスを継続することを約束する。 

 

 

 
1 地方公務員派遣法の外形的要件を満たすためだけに出資するのであり、市は譲受会社の経

営に関与する意思はまったく有していない。 
2関係条例を改訂の予定。 
3 市出資期間は最低でも派遣期間であり、「市として経営に関与する意志がない」趣旨から

すると派遣期間終了後、直ちに市の出資をなくすことが合理的であるが、一部には派遣期

間を超えて市出資期間を維持すべしとの意見もありその対応につき検討中である。 
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⑦ 

① 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

① 

                                                       

事業譲渡実行後の５年間をモニタリング期間4とする。派遣期間とモニタリング期間

のいずれか長い期間をもって移行期間とする。 

 

（２）譲渡対象の特定の考え方 

譲渡対象とする資産及び契約関係は、基本的には「仙台ガス事業の遂行に不可欠な

資産及び契約関係」である。 

 

（３）市の職員（人材）の活用について 

市ガス局がこれまで培った安全・安心に係るノウハウ他を最大限活かしつつ、民間

事業者の経営ノウハウによる効率的経営を行っていく株式会社とする。 

譲受会社の中心となる社員を自発的に移籍したガス局職員が構成し、経営陣や民間

事業者ならではの職員等は民間事業者側の職員で構成する。 

派遣期間の間、派遣を実施する。応募者の求めに応じ、必要となる職員を派遣する

方向で市内部の調整を進める。 

譲受会社設立後、譲受会社において移籍交渉を開始する。派遣期間が終わる年まで

に譲受会社と派遣職員との間で移籍交渉を終え、派遣期間終了後の譲受会社の職員

は全員プロパー化する（市職員の派遣がゼロの状態になる）。移籍時期は事業譲渡

準備期間及び派遣期間中のいつの時点でもいい。 

派遣及び移籍促進のための「市職員への処遇パッケージ」提案を事業者選定時の提

案事項として求めることを考えている。 

 

２．事業者選定スキーム 

２－１．基本の枠組み 

市の求めるすべての要求水準及びすべての契約条件（以下「市提示条件」という。）

を遵守する約束をするとともに、市提示条件を満たした事業計画を自ら立案し遂行

できる能力を示し、仙台ガス事業の事業譲渡を受けるための譲受会社を設立しよう

とする法人若しくは複数の法人のグループ（以下「応募者」という。）の応募提案

から、市があらかじめ募集要項に定めた事業者選定基準に従って最も優れた応募提

案をした応募者を選定事業者（優先交渉権者候補者）として特定する。なお、次に

優れた応募提案をした応募者を次順位交渉権者候補者とする。 

 

 
4職員派遣を行う派遣期間については、従前通りの情報（管理会計レベルの情報を想定）を

得られる権限を有して（有するのであって必ず行使することを意図しない）安全安心他の

価値観を担保しながらスムーズな移行を行うために市としてのモニタリングを行う。この

モニタリングを何で担保するか（株主間契約／事業契約／監査役）は検討中。 
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② 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

                                                       

現時点で想定される事業者選定スケジュール案の大枠は以下の通り。 

（a）公募開始   平成２０年 ８月末 

（b）資格審査     ９月 

（c）資格審査通過者との対話   １０～１１月 

（d）補足資料提示期限    １１月末 

（e）応募提案提出日    １月末 

（f）基礎審査     ２月 

（g）事業継承者選定委員会    ３月 

（h）優先交渉権者候補者の通知   ３月末 

 

２－２．事業者選定プロセスの概略 

資格審査を通過した応募者にのみ、市と守秘義務契約を締結の上で、資格審査以降

の事業者選定プロセスに参加することを認める。応募者は、詳細な精査用資料（以

下「事業精査用資料」という。）を市から提供され、質疑応答、現場説明会等の資

格審査以降の事業者選定プロセスに参加できる5。 

応募者は、応募提案提出日に応募提案書類を市に提出する。 

市は、提出された応募提案書類の基礎審査を行う。基礎審査を通過した応募者は適

格な応募者とされ、最終審査に進むことができる。 

適格な応募者の応募提案を、あらかじめ募集要項に定めた事業者選定基準に従い相

対評価し、事業継承者選定委員会（以下「選定委員会」という。）にて優先交渉権

者候補者と次順位交渉権者候補者を選定し、選定委員会はその審査結果を市に報告

する。 

市は、選定委員会による審査に特段の問題がない場合、優先交渉権者候補者と次順

位交渉権者候補者とを決定する。 

 

 
5 なお、有資格法人の協力法人や弁護士、財務アドバイザー等のアドバイザーは、有資格法

人を通して市と守秘義務契約を締結した後に、募集要項に定めた要領で、資格審査以降の

事業者選定プロセスに関与することができる。 
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２－３．市から提示する書類（募集要項等）と応募者が提出する書類（応募提案書類） 

① 

                                                       

市から提示する書類（募集要項等）は下記で構成される。（h）と（k）除いた書類

は応募提案書類作成の前提条件であり、事業契約締結時に契約関係当事者を拘束す

る要件となるものである。原則（a）～（e）、（h）を当初開示し、その他は資格審

査通過者のみに提示する予定である。 

（a）説明書6 

（b）公募条件書 

（c）基本協定書 

（d）事業契約書（案）7 

（e）事業概要資料 

（f）リスク事項説明書 

（g）事業精査用資料8 

（h）参考資料 

（i）質問回答 

（j）契約当事者を拘束する補足資料 

（k）契約当事者を拘束しない補足資料 

 

 
6 事業者選定基準や応募提案書類作成要領、資格審査書類及び応募提案書類の作成様式等は

説明書の別紙との位置づけで提示する。これら別紙の一部は資格審査通過者のみに提示す

る可能性がある。 
7 事業譲渡契約や譲受会社の定款に記載を求める条項、株主間契約に求める条項は事業契約

の別紙との位置づけで提示する。 
8 法務及び財務ベンダーデューデリジェンス報告書や設備診断報告書、地震等リスク報告書

を含む。なお、これらのベンダーデューデリジェンス等に要した費用は事業契約を締結し

た者がこれを負担することも公募条件である。 
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② 

① 

応募者が提出する書類（応募提案書類）は以下の通りとし、指示のない書類その他

説明用資料の添付は認めない。なお、応募提案書類は、応募提案書類作成要領に従

って作成すること 

（a）譲受申込書 

（b）事業計画書9 

（c）事業収支シミュレーション10 

（d）指定された上記の情報を格納した電子媒体 

 

２－４．審査の考え方 

（１）資格審査について 

応募者は、以下に示す資格をすべて保有すること。 

応募者は、「公営の制約から離れて株式会社化するにあたって必要な経営能力／資

本力を提供し、仙台ガス事業の自発的な発展を支援する」ために求められる機能を

提供する能力があることを、市が示す様式等（「参加資格確認申請書」）により示

さなければならない。 

② 

                                                       

応募者は、応募提案書類を提供する段階で、対象事業の譲渡価格の支払い能力があ

ることを市が満足する方法にて示すこと。なお、支払い能力があることを市が満足

するにあたっては、応募者が提案する売買実行スキームが妥当かつ実行可能である

ことを市が確認することを必要とする。 

 

 
9 事業計画書の要約を求める。また、優先交渉権者となった応募者は、この事業計画及び事

業収支シミュレーション（総称して「提案事業計画」という。）を、事業者選定時の選定

委員会の指摘や仮定的条件の現実化を反映して事業者選定後に修正する。この修正した提

案事業計画を市が確認したものを、事業契約に規定する契約事業計画（含む事業収支シミ

ュレーション。以下同じ）とする。 
10 事業収支シミュレーションは比較可能性を担保するために科目等の並びに一定の指定を

行い、その領域については応募者が随意に変更できないように保護したエクセルファイル

を配布するが、当該保護領域以外は、応募者に計算の自由度を与える構造とする。 
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（２）提案審査 

① 

② 

③ 

④ 

① 

② 

③ 

④ 

                                                       

市は、提出された応募提案書類の基礎審査を行う。基礎審査を通過した応募者は適

格な応募者とされ、最終審査に進むことができる。ここで基礎審査項目において適

格な応募者か否かを確認するとは、応募者がすべての要求水準を満たす能力を有す

るか否かを実質的に審査し、要求水準を満たしていないと判断した場合は不合格と

することである11 12。 

適格な応募者の応募提案を、あらかじめ募集要項に定めた事業者選定基準に従い相

対評価し、選定委員会にて優先交渉権者候補者と次順位交渉権者候補者を選定する。 

次順位交渉権者候補者を選定する場合は、当該提案の有効期間をあらかじめ定めて

おき応募者全員が同条件に合意して提案する建て付けとする。 

いずれにせよ選定されなかった応募者に対して「デ・ブリーフイング」を行う。 

 

（３）事業者選定基準の考え方 

資格要件や形式要件の確認：応募者は既に資格審査の段階で欠格でないことを既に

確認していることからその状態が変わっていないかを確認。応募提案書類の形式的

な要件の確認（書類不備や提案書類間の不整合等）。 

【事務局にて審査→選定委員会にご報告】 

適格な応募者（市提示条件を遵守する約束をするとともに、市提示条件を満たした

事業計画を自ら立案し遂行できる能力を応募提案書類にて示している応募者）であ

ることの審査。 

【事務局にて審査→選定委員会でご確認】  

提案譲渡価格13：本公募の事業者選定において主となる評価項目であり、適格な応

募者に「いかにして高い譲渡価格を提案してもらうか」がポイントとなる。 

相対評価する非価格要素 

（a）安全・安心 

（b）職員の派遣・移籍条件 

（c）移行プロセスの設計   等 

【③及び④を選定委員会にて総合評価】 

 

 
11 より正確には応募者が「すべての要求水準を満たすことができる能力を有している」か

否かという視点で、事業者選定段階における判断を行うという趣旨であり、応募提案書類

として提出された応募提案自体が、事業契約上の要求水準を満たしていると市が判断する

ものではない。 
12 ただし、修復可能な瑕疵（軽微な瑕疵）であると市が合理的に判断する場合、応募者が

自らの責任と負担で当該瑕疵を治癒するという条件で合格とすることができるものとする。 
13 ガス料金は市が指定する。派遣職員の処遇条件は市が基本的な考え方を提示する。 
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３．事業者選定～譲渡実行まで 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

市と優先交渉権者候補者とは、募集要項の一部としてあらかじめ交付されている基

本協定を締結する。基本協定を締結した優先交渉権者候補者が優先交渉権者となる。 

優先交渉権者は、募集要項の定めに従い譲受会社を設立する。なお、優先交渉権者

は譲受会社の議決権株式の 50％超を取得するものとする。 

市と譲受会社と優先交渉権者を構成する法人等とで、事業契約案につき協議する。 

前項と平行して、「市による株式取得」、「譲受会社による事業譲渡譲受認可申請」、

「同左認可」、「譲受会社による一般ガス供給約款認可申請」、「同左認可」の手

続きと市から譲受会社への実質の業務引継を行う。なお、「企業結合計画に関する

事前相談」や「外為法対応」については別途調査中である。 

譲渡実行時までに、実務的には仮定的条件の確定等さまざまな提案時との条件の異

同が想定される。これらの条件の異同による譲渡価格の変更はないものとする。一

方で、これらの条件の異同を契約事業計画に反映させて、あらかじめ合意したフォ

ーミュラを活用して計算した異同金の授受を、ベンダーデューデリジェンス費用の

負担などと共に、譲渡実行後の清算金授受プロセスで市と譲受会社の間で行う（別

紙参照）。 

 

以 上 
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	⑤ 派遣及び移籍促進のための「市職員への処遇パッケージ」提案を事業者選定時の提案事項として求めることを考えている。 


	２ ．事業者選定スキーム 
	２－１． 基本の枠組み 
	① 市の求めるすべての要求水準及びすべての契約条件（以下「市提示条件」という。）を遵守する約束をするとともに、市提示条件を満たした事業計画を自ら立案し遂行できる能力を示し、仙台ガス事業の事業譲渡を受けるための譲受会社を設立しようとする法人若しくは複数の法人のグループ（以下「応募者」という。）の応募提案から、市があらかじめ募集要項に定めた事業者選定基準に従って最も優れた応募提案をした応募者を選定事業者（優先交渉権者候補者）として特定する。なお、次に優れた応募提案をした応募者を次順位交渉権者候補者とする。 
	② 現時点で想定される事業者選定スケジュール案の大枠は以下の通り。 
	（a） 公募開始   平成２０年 ８月末 
	（b） 資格審査     ９月 
	（c） 資格審査通過者との対話   １０～１１月 
	（d） 補足資料提示期限    １１月末 
	（e） 応募提案提出日    １月末 
	（f） 基礎審査     ２月 
	（g） 事業継承者選定委員会    ３月 
	（h） 優先交渉権者候補者の通知   ３月末 
	 



	２－２． 事業者選定プロセスの概略 
	① 資格審査を通過した応募者にのみ、市と守秘義務契約を締結の上で、資格審査以降の事業者選定プロセスに参加することを認める。応募者は、詳細な精査用資料（以下「事業精査用資料」という。）を市から提供され、質疑応答、現場説明会等の資格審査以降の事業者選定プロセスに参加できる 。 
	② 応募者は、応募提案提出日に応募提案書類を市に提出する。 
	③ 市は、提出された応募提案書類の基礎審査を行う。基礎審査を通過した応募者は適格な応募者とされ、最終審査に進むことができる。 
	④ 適格な応募者の応募提案を、あらかじめ募集要項に定めた事業者選定基準に従い相対評価し、事業継承者選定委員会（以下「選定委員会」という。）にて優先交渉権者候補者と次順位交渉権者候補者を選定し、選定委員会はその審査結果を市に報告する。 
	⑤ 市は、選定委員会による審査に特段の問題がない場合、優先交渉権者候補者と次順位交渉権者候補者とを決定する。 

	２－３． 市から提示する書類（募集要項等）と応募者が提出する書類（応募提案書類） 
	① 市から提示する書類（募集要項等）は下記で構成される。（h）と（k）除いた書類は応募提案書類作成の前提条件であり、事業契約締結時に契約関係当事者を拘束する要件となるものである。原則（a）～（e）、（h）を当初開示し、その他は資格審査通過者のみに提示する予定である。 
	（a） 説明書  
	（b） 公募条件書 
	（c） 基本協定書 
	（d） 事業契約書（案）  
	（e） 事業概要資料 
	（f） リスク事項説明書 
	（g） 事業精査用資料  
	（h） 参考資料 
	（i） 質問回答 
	（j） 契約当事者を拘束する補足資料 
	（k） 契約当事者を拘束しない補足資料 
	② 応募者が提出する書類（応募提案書類）は以下の通りとし、指示のない書類その他説明用資料の添付は認めない。なお、応募提案書類は、応募提案書類作成要領に従って作成すること 
	（a） 譲受申込書 
	（b） 事業計画書  
	（c） 事業収支シミュレーション  
	（d） 指定された上記の情報を格納した電子媒体 





	２－４． 審査の考え方 
	（１） 資格審査について 
	① 応募者は、「公営の制約から離れて株式会社化するにあたって必要な経営能力／資本力を提供し、仙台ガス事業の自発的な発展を支援する」ために求められる機能を提供する能力があることを、市が示す様式等（「参加資格確認申請書」）により示さなければならない。 
	② 応募者は、応募提案書類を提供する段階で、対象事業の譲渡価格の支払い能力があることを市が満足する方法にて示すこと。なお、支払い能力があることを市が満足するにあたっては、応募者が提案する売買実行スキームが妥当かつ実行可能であることを市が確認することを必要とする。 

	（２） 提案審査 
	① 市は、提出された応募提案書類の基礎審査を行う。基礎審査を通過した応募者は適格な応募者とされ、最終審査に進むことができる。ここで基礎審査項目において適格な応募者か否かを確認するとは、応募者がすべての要求水準を満たす能力を有するか否かを実質的に審査し、要求水準を満たしていないと判断した場合は不合格とすることである  。 
	② 適格な応募者の応募提案を、あらかじめ募集要項に定めた事業者選定基準に従い相対評価し、選定委員会にて優先交渉権者候補者と次順位交渉権者候補者を選定する。 
	③ 次順位交渉権者候補者を選定する場合は、当該提案の有効期間をあらかじめ定めておき応募者全員が同条件に合意して提案する建て付けとする。 
	④ いずれにせよ選定されなかった応募者に対して「デ・ブリーフイング」を行う。 

	（３） 事業者選定基準の考え方 
	① 資格要件や形式要件の確認：応募者は既に資格審査の段階で欠格でないことを既に確認していることからその状態が変わっていないかを確認。応募提案書類の形式的な要件の確認（書類不備や提案書類間の不整合等）。 
	② 適格な応募者（市提示条件を遵守する約束をするとともに、市提示条件を満たした事業計画を自ら立案し遂行できる能力を応募提案書類にて示している応募者）であることの審査。 
	③ 提案譲渡価格 ：本公募の事業者選定において主となる評価項目であり、適格な応募者に「いかにして高い譲渡価格を提案してもらうか」がポイントとなる。 
	④ 相対評価する非価格要素 



	３ ．事業者選定～譲渡実行まで 
	① 市と優先交渉権者候補者とは、募集要項の一部としてあらかじめ交付されている基本協定を締結する。基本協定を締結した優先交渉権者候補者が優先交渉権者となる。 
	② 優先交渉権者は、募集要項の定めに従い譲受会社を設立する。なお、優先交渉権者は譲受会社の議決権株式の50％超を取得するものとする。 
	③ 市と譲受会社と優先交渉権者を構成する法人等とで、事業契約案につき協議する。 
	④ 前項と平行して、「市による株式取得」、「譲受会社による事業譲渡譲受認可申請」、「同左認可」、「譲受会社による一般ガス供給約款認可申請」、「同左認可」の手続きと市から譲受会社への実質の業務引継を行う。なお、「企業結合計画に関する事前相談」や「外為法対応」については別途調査中である。 
	⑤ 譲渡実行時までに、実務的には仮定的条件の確定等さまざまな提案時との条件の異同が想定される。これらの条件の異同による譲渡価格の変更はないものとする。一方で、これらの条件の異同を契約事業計画に反映させて、あらかじめ合意したフォーミュラを活用して計算した異同金の授受を、ベンダーデューデリジェンス費用の負担などと共に、譲渡実行後の清算金授受プロセスで市と譲受会社の間で行う（別紙参照）。 



