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1. 始めに 

（1）民営化に関する検討の経緯 

本市は、昭和 16 年に民間のガス事業者よりガス事業を譲り受け、以来 60 年

以上にわたり、公営のガス事業者として地域のお客様にガスを安心してお使い

いただけるよう、安全に安定的にお届けしてきました。 

ガス事業の民営化については、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（液化天然ガス）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のが検討の始まりです。 

平成 2年に同審議会より「最終的には民営経営形態がより望ましいとする意

見が多かったが、審議会としては仙台市が諸問題に精力的に取り組むと共に、

適切な時期に経営形態のあり方について再度検討することが適当と考える」と

の答申が出され、ＬＮＧの導入を先行して進める一方、経営形態については継

続して検討していくこととなりました。この間、市議会では繰り返し議論が重

ねられ、ガス局においても、民間の調査機関を活用した調査研究などを実施し

てきました。 

民営化に先行して実施したＬＮＧ導入のための熱量変更作業が平成 16 年に

終了したことや上記の調査結果などを踏まえ、平成 17 年度施政方針において

「本市のガス事業については、これまでの検討経過を踏まえ、経営基盤の強化

を進めながら、適切な時期に民営化を図ることとし、諸課題の整理に着手して

いく」と述べ、ガス事業を民営化する市の方針を明らかにしました。これを受

け、平成 17 年 4 月から 2 か年にわたり、市内部の検討組織により企業債の処

理や職員の処遇の課題などについて検討を行いました。 

 上記の検討が一定の熟度に達したことから、平成 19 年に有識者による「仙

台市ガス事業民営化検討委員会」を設置し、ガス事業民営化の望ましいあり方、

適切な手法、適切な時期の 3点について、専門的な見地から具体的な検討を行

いました。同年 11 月に ①民営化のあるべき姿として、公益性の継承を民営

化の前提としつつ、顧客や市民の利益を最大化できるようサービスの向上や地

域経済の活性化などが図られるものであること ②民営化の手法について、官

民で設立する株式会社に事業を継承するいわゆる「長野方式」が適切であるこ

と ③民営化の時期について、可能な限り早期の民営化が望ましいものの事業

を円滑に継承するための引継ぎや市民の合意形成に必要な期間を考慮の上市

当局が適切に判断すること などを骨子とする検討結果が市長へ報告されま

した。 

 - 1 -



 

 

（2）計画策定の趣旨 

 本計画は、「仙台市ガス事業民営化検討委員会」の報告を受け、本市ガス事

業の民営化を円滑に推進するための具体的な実施計画として策定するもので

す。 
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2. 本市ガス事業民営化の必要性 

（1）エネルギー間競争の激化 

本市は、これまで、計画的に都市ガスの普及拡大を図り、平成 18 年度末現

在では、本市、多賀城市、名取市、富谷町、利府町、大和町の 3市 3町、約 36

万戸のお客様に都市ガスを供給しているほか、一部地域の約 3千戸のお客様に

プロパンガスを供給しています。 

営業面においては、都市ガスの原料である天然ガスが石油価格の高騰により

価格面において優位であり、環境負荷も小さいことなどを背景に、業務用を中

心に販売量は増加を続けており、都市ガスの販売実績は堅調に推移しています。 

財務面においては、ＬＮＧの導入に当たり、費用を極力お客様に転嫁しない

ようガス料金を据え置き、経営の効率化等により吸収していく方針をとってき

たため、平成 4年度以降赤字決算が続いていましたが、販売量の拡大や経営の

効率化が図られてきたことなどから、年々赤字額が圧縮され、平成 18 年度決

算では、15 期ぶりに黒字決算へ転じるなど、着実に経営の健全化が図られてき

ています。 

 

 【図１】都市ガス販売実績の推移 【図２】純損益の推移 
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しかしながら、近年、エネルギーの分野においては、規制緩和の進展やオー

ル電化住宅の台頭などにより、電気やプロパンガスなど各エネルギー間の競合

が激しくなってきています。本市においても、特に、家庭の厨房、給湯などの

用途における競合が激しく、お客様数の増加数は減少傾向を示しています。 
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 【図３】オール電化住宅の普及状況 【図４】家庭用お客様増加数の推移
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（2）公営ガス事業者としての制約の顕在化 

今後、上述のような厳しい環境の中で都市ガスを選択していただくためには、

お客様ニーズを的確にとらえ、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ますが、本市ガス局は公営事業者としての制約から、

以下のような課題を抱えており、このままではエネルギー間の厳しい競争を勝

ち抜き、事業を永続的に発展させていくことが困難です。 

 

 ①サービスが限定的 

近年、お客様のニーズは多様化しており、民間の都市ガス事業者において

は、ガスの供給だけではなく、様々なサービスも複合的に提供しながら、お

客様の囲い込みを図っていますが、本市においては、地方公営企業法の規定

により提供できるサービスが限定されてきた経過から、提供するサービスの

範囲が本業であるガス事業のほか、一部ガス器具の販売など関連事業に限定

されています。  

 

②相対的にコストが高い 

本市は、ＬＮＧ導入の経緯からガス料金を据え置いてきておりますが、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か

らガスの供給エリアが限定的であるため、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おり、また、

資材等を公平性や透明性確保のため原則として入札により調達することか

着工ベースの数値であり，「導入戸

は竣工ベースの数値であるため，採用率は参考

   出典：東北電力ホームページ 
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ら、調達手法を柔軟に選択できる民間事業者と比べた場合に相対的にコスト

が高くなる傾向があります。 

 

③経営の弾力性が小さい 

常に公共性が求められるため、様々な顧客の要請に対して、事業機会を逸

することなく柔軟に判断、決定していくことが困難な場合が多く、また、ガ

ス料金など経営の重要事項について議会をはじめとするステークホルダー

（利害関係者）との調整プロセスが民間と異なり、経営判断に要する時間が

相対的に長くなるなど、弾力的な経営が行いづらい環境にあります。 

 

以上から、ガス事業の将来を見据え、お客様や市民の利益を拡大していくた

めには、民間の創意ある経営が必要です。 

 

（3）行財政改革の進展 

 近年、国においては、行財政改革の一環として、「民間にできることは民間

に」の方針の下、官民の役割分担の見直しを進めており、本市においても、平

成 18 年に策定した「仙台市行財政集中改革計画」に基づき、市役所の内部改

革を加速し厳しい財政状況を克服していくことに加え、行政の守備範囲を見直

し、行政は真に行政でなければ責任を果たし得ない領域で確実にその役割を担

い、地域における多様な主体と共に「公共」を担っていくことを大きな柱とし、

行財政改革を推進しています。 

 このような役割分担の観点に立った場合に、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ることから、まさに民間に委ねるべき事業の典型

と考えられます。 

 

 
【図５】都市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」
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3. 民営化の目的と期待されるメリット 

 

将来を見据えガス事業の永続的発展のため民営化します 

現在、本市のガス事業経営は堅調に推移しており、公営のままでも経営を維

持していくことは可能と考えますが、本市としては、2.で述べたような事業を

取り巻く環境の変化や公営ガス事業者としての制約などを踏まえ、将来にわた

り都市ガス事業を永続的に発展させていくためには、民間の創意ある経営に委

ね、事業価値をさらに高めていくことが必要と判断しました。 

民営化により、次のとおり都市ガスのお客様や市民の利益拡大を目指します。 

 

 ①サービスの向上が期待されます 

民間の自由な経営により事業領域の拡大が図られ、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速やかに提供することが期待されます。 
 

 【図６】民間ガス事業者が提供しているサービスの一例 

 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 

 
 ②経営の効率化によるコスト削減が期待されます 

民間の優れた経営ノウハウを活かし経営資源の有効活用が図られ、コストの

削減が期待されます。また、仙台都市圏に限らない広域的なガス供給体制を構

築することにより原料調達コストの削減も可能となり、国際的な原料価格の動

向による影響を除き、こうした経営合理化効果により、将来的にはガス料金の

引き下げも期待されます。 
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 ③地域経済の活性化が期待されます 

本市に本社を置く地元企業が創設されることにより、民間の領域における雇

用創出が図られます。加えて、新たな事業展開に伴う地元企業との取引機会の

拡大などにより、地域経済の活性化が期待されます。 

 

 ④市の行財政改革にも寄与します 

市の行財政改革の一環として、ガス事業の分野における官民の役割分担を見

直し、公益事業を担う民間の事業者との新たなパートーナーシップを構築しま

す。これにより行政が本来担うべきサービスの向上を図ります。   

また雇用の民間へのシフトにより公共の領域においては職員定数が削減され

るほか、企業債の一括償還による市債残高の縮減、資産の譲渡収入や市税収入

なども見込まれ、市財政の健全化へも寄与します。 

 

 

サービス向上 コスト削減 地域経済活性化 市の行財政改革 

将来を見据えガス事業の永続的発展のため

  ＜お客様のメリット＞ 

 

  ●質の高い製品・サービスを 

  ●低価格で 

  ●スピーディに提供 

  

民
営
化

エネルギー間競争激化 行財政改革の進展 
公営ガス事業者の制約 

【図７】民営化の目的・メリット 

＜市民のメリット＞ 

 

● 雇用創出 

● ビジネスチャンスの拡大 

● 行政サービスの向上 

● 市財政の健全化 

お客様・市民の利益最大化
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4. 民営化に当たっての基本条件 

 

民営化に当たっては、以下の点を基本に進めていきます。 

 ①お客様の安全・安心の確保を第一に進めます 

●ライフラインであるガス事業の持つ公益性が着実に継承され、お客様が安心

してガスを使用できるよう、民営化までに十分な引継ぎ期間を確保し、事業

継承者に確実に事業を引き継ぎます。 
 
●民営化後も、ガスの製造、安定供給、保安が維持されるよう、民営化後 3～5

年程度、ガス事業に携わっていた職員を事業継承者へ派遣し、技術や知識を

確実に継承します。 
 
●事業継承者において、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た経営がなされるよう、民間の創意ある経営に委ねる

までの間、事業譲渡後 5 年程度を目途に毎年度、計画の進捗について本市へ

報告を求めることなどにより、市が経営を見守っていきます。 
 
●事業継承者の選定に当たっては、公益事業者としてのガバナンス（統治）が

機能するよう、外部会計監査や株主総会など経営の外部チェックが図られる

仕組みの構築を求めていきます。 
 

●事業の円滑な移行のため、これまで本市のガス事業を支えてきたガス局の関

連事業者との連携について事業継承者へ求めていきます。 

 

 ②ガス料金の水準を維持します 

●総原価主義に基づき適正な料金が設定され、国際的な原料価格の動向による

影響や原料費調整制度に基づく変動を除き、ガス料金の水準が維持されるよ

う事業継承者へ求めていきます。 

 

 ③市の行財政改革を推進します 

●市の行財政改革の一環として、ガス事業の分野における官民の役割分担を見

直し、公益事業を担う民間の事業者との新たなパートーナーシップを構築し

ます。 
 
●市の一般会計からの負担は行わず民営化を図ると共に、雇用の民間へのシフ

トによる職員定数の削減や企業債の一括償還による市債残高の縮減や資産の

譲渡収入、市税収入などにより市財政の健全化を図っていきます。 
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5. 民営化の進め方 

（1）民営化の手法及び時期 

【ステップ１】市内に新たに設立される株式会社へ、平成２２年４月に事業

を譲渡し、市も経営を見守りながら円滑に事業を継承します。 

民間の主導により市内に新たに設立される受け皿となる株式会社に平成 22

年 4 月 1 日に事業を譲渡します。同社に対して本市も出資を行うと共に、職

員を派遣し、経営を見守りながら、円滑に事業を継承します。市が経営に関

与することにより公益性の継承がより確かなものとなる一方、事業の運営主

体はあくまでも民間であるため、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、経営合理化効果による料金の引き下げなどが期待されるこ

となどのメリットがあります。本市は事業譲渡後 5 年程度、事業継承者の経

営を見守り、円滑に事業を継承していきます。 

 
【ステップ２】事業譲渡後５年程度を目途に民間の創意ある経営に委ねます。 

円滑な事業継承がなされた後、本市は、職員の派遣を終了し、事業譲渡後 5

年程度を目途に経営への市の関与を終了し民間の創意ある経営に委ねます。

その後、事業継承者は市の関与を離れますが、関連法令に基づき他の民間公

益事業者と同様のガバナンスにより事業を運営します。 

   

（2）事業継承者の選定方法 

本市ガス事業の受け皿となる株式会社を設立し事業を継承する事業者は公

募します。外部の有識者からなる選定委員会を設置し、保安の確保やガスの

安定供給、サービス水準、譲渡価格などの項目を総合的に評価する基準を作

成し、その基準に基づき、事業主体から提出させる事業計画を審査し、事業

者を選定します。なお、事業者の募集に際して、地域経済活性化の観点から、

受け皿となる株式会社の本社は本市内に置くことを義務づけます。 

 

（3）資産の譲渡 

 事業譲渡の時点において本市ガス局が保有する固定資産及び流動資産（一

部資産を除く）は、事業継承者に有償で譲渡します。 
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【参考】「本市ガス局の資産」（単位：百万円、平成 19 年 3 月 31 日現在） 

固定資産                     65,734 

流動資産（現金・預金は除く）  4,394

  計                         70,128 

 

（4）企業債の償還 

本市がＬＮＧ導入のための設備投資などに要した企業債の残高は、事業を

譲渡する平成 21 年度末では約 621 億円に減少する見通しですが、これについ

ては、事業譲渡による収入等を原資とし、事業譲渡の際にすべて償還します。

この際、一般会計からの繰入などは行いません。 

なお、平成 18 年度に専門家の助言を得ながら本市ガス事業の適正な事業価

値を算定したところ、この償還原資を確保できる見通しを得ています。 

 

【参考】「本市ガス局の企業債残高」（単位：百万円） 

   平成 19 年度末（20 年 3 月 31 日見込）  75,609 

   平成 21 年度末（22 年 3 月 31 日見込）  62,074 

 

（5）民営化前の引継ぎ 

民営化後も変わらずにお客様が都市ガスを安心してお使いになれるよう事

業継承者決定後に各業務のマニュアルやノウハウなどを着実に引き継ぎます。 

 

（6）新会社への出資 

 民営化当初において、事業継承者の経営を見守ると共に職員の派遣を可能

とするため、民間の主導により新たに設立される受け皿となる株式会社に対

し、資本金の一部を本市が出資し、円滑な事業継承を図っていきます。 

 

（7）新会社の経営への関与 

 新会社の経営が事業者選定の際に提出された事業計画どおりになされてい

るかどうか見守るため、民間の創意ある経営に委ねるまでの間、事業譲渡後 5

年程度を目途に毎年度、計画の進捗について本市へ報告を求めます。 

 また、円滑に事業を引き継ぐため、事業継承者と協議の上、職員を派遣し

ます。 
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（8）職員の処遇 

現在、ガス局に勤務する職員は、原則として市長部局等へ配置転換となり、

ガス事業以外の業務に従事します。ただし、民営化後 3～5年程度、事業を円

滑に継承するために必要な職員については「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」第 10 条の規定に基づき、新会社へ派遣を行い、

派遣期間終了後に引き続き本市職員として復職させるものとします。また、

新会社への転籍を希望する職員については、新会社において採用されるよう

事業継承者へ求めていきます。 

なお、新会社へ派遣される職員の労働条件については、市職員との不均衡

を生じないよう事業継承者と取り決めを行います。また、新会社へ転籍する

職員の労働条件は事業継承者が決定するものですが、可能な限り処遇に配慮

するよう求めていきます。 

 

（9）お客様や市民への広報 

 ガス事業の民営化を円滑に推進するため、「市政だより」や本市ホームペー

ジ、ガス局広報誌「くらしの炎」における広報、本市市政情報センターへの

閲覧用図書の配置などにより、現在ガスをお使いいただいているお客様や市

民、関連の事業者の方々などへ民営化の計画をお知らせしていきます。 

 

（10）議決・認可事項 

 本計画の推進に当たっては、以下のような内容に関して市議会の議決や監

督官庁の認可が必要となります。 

 

＜議決事項＞ 

・新会社への出資に関する「ガス事業会計予算」 

・資産の譲渡に関する「ガス事業会計予算」 

・「仙台市ガス供給条例」の廃止 

・「仙台市ガス事業の設置等に関する条例」の廃止 など 

  

＜認可事項＞ 

・ガス事業法第 10 条の規定に基づく事業の譲渡し及び譲受けの認可申請（一

般ガス事業） 

・ガス事業法第 37 条の 7の規定に基づく事業の譲渡し及び譲受けの認可申請

（簡易ガス事業） など 
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6. 安全・安心と適正な料金水準の確保に向けた取り組み 

安全・安心と適正な料金水準の確保については、特段の配慮が必要と判断さ

れることから、以下の取り組みにより、その実現を担保していきます。 

 

（1）事業継承者の選定時における条件設定 

5（2）事業継承者の選定方法に記載のとおり、事業継承者の選定に当たって

は、外部の有識者からなる選定委員会を設置し、保安の確保やガスの安定供給、

サービス水準、譲渡価格などの項目を総合的に評価する基準を作成し、その基

準に基づき、応募者から提出させる事業計画を審査し、事業継承者を選定しま

す。 

選定基準の作成に当たり、安全・安心と適正な料金水準の確保のための必要

条件を定め、応募者にこの条件の遵守を担保するための事業計画の提出を義務

づけることとします。その具体的な内容は、選定委員会の意見を踏まえ、今後、

本市が決定していきます。 

 

（2）事業継承者の選定後における契約等 

本市は事業譲渡後5年程度を目途に事業継承者の経営を見守っていきますが、

その間、事業継承者の選定時における事業計画の実現をより確実なものとする

ため、事業譲渡に係る契約に際して、安全・安心と適正な料金水準の確保に関

する内容を盛り込んでいきます。 

 

（3）事業譲渡後の進捗管理 

 事業譲渡後 5年程度を目処に毎年度、事業継承者に報告を求め、ガスの保安

や安定供給、サービス水準、料金水準などが事業計画に基づき、適正に確保さ

れていることを確認していきます。 
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7. 民営化のスケジュール 

平成 22 年 4 月に事業を譲渡するまでのスケジュールは概ね次のとおりで

す。 
 

5 月 仙台市ガス事業民営化計画策定 

6 月 20 年第 2回定例会に本計画推進に係る 20 年度補正予算（案）提案

7 月 （仮称）「仙台市ガス事業継承者選定委員会」設置 

8 月 事業継承者募集要項公表・募集開始 

3 月 選定委員会において事業継承者選定 

20 年度 

 

 

3 月 市において事業継承者決定 

5 月頃 事業継承者において新会社（受け皿会社）設立 

6 月 21 年第 2回定例会に民営化関連議案提案 

7 月 新会社へ出資 

7 月 事業継承者への引継ぎ開始 

8 月頃 事業譲渡譲受認可申請 

9 月頃 事業譲渡譲受認可 

10 月頃 事業継承者において一般ガス供給約款認可申請 

3 月頃 一般ガス供給約款認可 

21 年度 

3 月 事業継承者への引継ぎ終了 

22 年度 4 月 事業譲渡 
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