
第１回仙台市ガス事業継承者選定委員会 議事要旨 

 

■日  時  平成２０年７月２８日（月）１０：００～ 

■会  場  ホテルメトロポリタン仙台３階「藤」 

■出席委員  金崎委員長、赤羽委員、田中委員、福嶋委員、矢川委員（５名） 

■事 務 局  仙台市ガス事業管理者、佐藤理事兼次長、宍戸次長、総務部長、民

営化推進室長他 

 ＰｗＣアドバイザリー㈱古澤マネージングディレクター他 

 



1. 開 会 

 

2. 委嘱状交付 

 

3. 管理者挨拶 

 

4. 委員紹介 

 

5. 委員長選出 

• 仙台市ガス事業継承者選定委員会設置要綱第４条の規定に基づき、委員の互選により、金

崎委員を委員長に選出。 

 

6. 委員長挨拶 

 

7. 職務代理者の指名 

• 仙台市ガス事業継承者選定委員会設置要綱第４条の規定に基づき、金崎委員長が田中委員

を職務代理者に指名。 

 

8. 議 事 

(1) 会議の公開・非公開について 

○ 委員長  

事務局より類似の事例における状況についてご説明願う。 

○ 事務局  

長野県におけるガス事業民営化の事例では、選定に係る会議はすべて非公開。事業者選定

後に評価報告書を公表。報告書以外の資料及び議事要旨は公開されていない。 

本市におけるＰＦＩの事例では、事業者の選定手続に係る会議は非公開。会議資料及び議

事要旨は、事業者の選定後に公開。ただし、情報公開条例の非開示事由に該当する情報に

ついては、選定後においても非公開になるものと考えられる。 

○ 委員 

仙台市のＰＦＩと同様の取扱いでよろしいと思う。 
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○ 委員長 

本委員会の会議資料や応募者から提出された図書の取り扱いについてはいかがか。 

○ 事務局 

対市民向けに議事の概要を公開する場合の考え方と、民営化関連の契約案件等の議決を頂

戴するにあたり議会に対して情報をお示しする場合の考え方と、二通りあろうかと思う。 

○ 委員 

審査のプロセス含めて透明性を担保することは非常に重要。そういう意味では仙台市のＰ

ＦＩ事例並みの公開はすべきだろう。会議の資料や議事要旨も公開した方がいいのではな

いかと思う。 

ただ、議事要旨については、逐語訳のような形で録音したものをそのまま記載すると、議

論があちこちにいっていて逆に要旨がよくわからないケースや、テープから起こす時に必

ずしもきちんとした理解ができていないケースもあるので、基本的にはポイントを押さえ

た形での議事録の方が望ましいと思う。 

○ 委員 

議事要旨も、対議会もしくは委員会については、必要に応じて報告する限りにおいてはい

いと思う。本契約後の時期などには、公平性・透明性を担保するために、公開は必要だと

思う。 

対仙台市民の関係では、当然、情報公開条例に則った形での非公開・公開の区別を遵守す

る形でいいかと思う。 

○ 委員長  

民間では事業売却に相当する話であり、民間では事業売却案件そのものが秘密の情報であ

る。今回のケースでは、公益事業であり、市が実施している事業なのでこういう形で公開

しているわけだが、選定会議の中身については、選定に影響を与えてしまうので、先行の

長野県やＰＦＩの事例に従い、本委員会の会議はこれより非公開とすることを提案したい

と思う。 

会議資料と議事要旨に関しては、市議会における民営化関連議案の審査等この公募実施に

関する報告等のために必要な場合を除いて、事業契約に関する市議会の議決を得た後に公

開するとしたいと思う。ただし、その際においても情報公開条例の非開示事由に該当する

情報は非公開とすることが妥当と考えられると思うが、いかがか。 

（「異議なし」の声あり。） 
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○ 委員長  

では、この委員会はただいまより非公開と決定する。 

（傍聴者等退席） 

 

(2) 事業継承者の選定方式について 

○ 事務局 

財産処分の場合、地方自治法上は入札が原則だが、本件の場合、昨年度の民営化検討委員

会での議論や市議会での議論も踏まえ、安全安心や適切な料金水準の確保、円滑な事業継

承といった価格以外の要素も含めて一番よい提案をした方に事業をお譲りする必要がある

と考えている。 

非価格要素の評価も必要となるが、総合評価競争入札制度は、支出の原因となる契約に適

用が限られており、財産処分には適用がない。従って、本件については、公募型プロポー

ザル方式による随意契約により対応したいと考えており、ご議論をお願いしたい。 

○ 委員 

公募型プロポーザルでいいと思う。総合評価一般競争入札は、国も事業売却の場合にはほ

とんど使っていない。ただ、公平性と透明性を確保するために公募型とし、地方自治法上

は形に当てはめると随意契約という形がいいのではないか。 

○ 委員 

私も同意見。価格以外の要素には、むしろ勘案しないといけない要素が多い。本件につい

ては、公募型プロポーザル方式による随意契約の方が適切だと思う。 

○ 委員長 

では、この件に関する本委員会の意見としては、仙台市ガス事業継承者の選定に当たって

は、公募型プロポーザル方式による随意契約により行うことが適切である、ということと

したいが、よろしいか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 

(3) 事業継承者募集スキームの骨格について 

• 資料３について、事務局より説明。 

○ 委員 

基礎審査については当委員会の責任外であるという認識でよいのか。資料６頁中、「事業
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者選定基準の考え方」の①では「報告」とあり、②は「確認」となっている。確認すると

いうことは、当委員会でアプルーブするということで考えると、責任内ということになる。

もし責任外であれば、これも報告とすべきではないかと思うが、この点いかがか。 

○ 事務局 

資格要件や形式要件は、誰が見ても判断できるようなものに限定したいという考え方から、

①については報告としている。もちろん、事務局側の作業について、選定委員会として本

当の意味で責任範囲外になるのかというのは難しいところ。ただ、逆に、実務的に①にし

ても②にしても、全ての作業を選定委員の方にしていただくのも非現実的。 

そういった意味で、②については、基本的には事務局で審査するという考え方ではあるが、

委員会に確認していただく責任がないという形ではない、という理解をしていただきたい。 

○ 委員 

②の実質的審査で応募者を排除するということになると、その実質的審査の考え方をしっ

かりしておく必要がある。また、委員会での審議項目になるのかどうかというところは、

やはり明確にしておく必要があると思う。 

○ 事務局 

例えばビジネスプランについてリスク分析をするといった部分などについては市が責任を

持って行う必要があるが、法律やファイナンス、会計といったそれぞれの専門家の視点か

ら、市側の作業を確認していただくことはお願いしたいと思う。 

○ 事務局 

基礎審査の段階で委員会の確認が必要な事態としては、複数の応募があり、要求水準を満

たしていない理由でそのいずれかを排除する場合が考えられる。その場合、事務局の審査

だけで排除し、その後誰もチェックしないということでは対外的に説明が難しい。 

○ 委員 

基礎審査の具体的なイメージはまだ事務局で検討中ということだが、実質的な審査がどれ

ぐらいのハードルなのかイメージできないといけないと思う。 

○ 事務局 

事務局で検討しているベースとしては、ビジネスプランを見て判断しようという考え方に

なっている。例えば過大な需要予測などが提示された場合、機械的に事業価値が高くなる

のでそれでよいというわけにはいかない。国土交通省のＰＦＩ事業の事例では、その現実

妥当性について、実質は事務局で判断していて、ただし適宜委員にきちんとそのプロセス
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についてご意見をいただくという形であった。 

○ 委員 

「能力」といった場合は、事業者の背景にいるスポンサーが能力を持っているかどうかが

判断の根拠になる。スポンサーがきちんとオペレーションをやれるかとか、例えば格付で

もいいがスポンサーがそれだけの財務的なバックグラウンドがあるかとかを実質的に審査

するイメージである。今の説明だと、そうではなくて、ビジネスプランがフィージブルか

どうかのみを見るということか。 

○ 事務局 

中核企業のマネジメント能力をどう示すかという観点は、具体のＡという会社の格付や信

用力とは本来的には関係なく、具体にマネジメントに携わるＸという人間に能力があるか

どうかを見なければいけないという議論になるが、事務局でも議論中であり、まだオーソ

ライズされたものではない。 

○ 事務局  

次回までにここはお預かりさせていただき、委員会の領域とそうでないところをクリアに

する作業をさせていただければと思う。 

○ 委員  

実質的な審査の項目の考え方を明確にすることは大事だと思うので、ぜひよろしくお願い

したい。 

資料３－２における事業者選定時と契約締結時の譲受価格の評価も、透明性を担保すると

いう意味において非常に重要だ。この案では、最初に市で想定事業計画を考え、計画に基

づいて最低譲渡価格帯を設定して、その価格帯に合っているかどうかで事業者選定時の提

案譲受価格を判断する。最低譲渡価格帯に合っていれば、市の評価とずれがないので提案

譲受価格が正当であると評価できるわけだが、前提条件が変わった契約締結時においては

譲受価格がそのバンドに入らないケースが出てくる可能性はある。 

譲受価格が妥当であったかどうかということが非常に重要で、選定時には妥当だったが契

約時には妥当でなかった、といういうことがないように担保されなければいけない。その

ためには、契約締結時の譲受価格が、仙台市のガス事業が生み出すキャッシュフローから

考えて妥当であるということを言わなければいけないということになるので、資料３－２

の一番右側にあるビジネスプラン（Ｂ）に対して、仮定条件が変わった後の第三者評価な

どがあって妥当であることを証明しないと、契約締結時には妥当性の評価が抜けるのでは
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ないかという印象がある。 

複数の応募がある場合には、ベストの提案を採用したということで半分以上説明している

ことになるが、仮に１社しか応募がなかった場合には、譲受価格が適正な価格だったかど

うかというところは論点になりやすい。 

応募者が提出するビジネスプランは、譲受価格を低く抑えたいということになるので、当

然保守的になる可能性が高い。最終的に事業者選定で担保されたのは何かというと、最低

譲渡価格帯でチェックされているというのが前提だ。 

選定時はそれでクリアだが、契約時に譲受価格のずれが出てくる。当然ずれが出てくるこ

とも容易に理解はできるが、例えばそのずれが出たところでもう一回算定して比較するの

も一つのやり方ではないか。 

○ 事務局 

どの項目についてどこまで調整するのか、精算するのかという具体案がまだ固まっていな

いので、いかにも後から何でもできるような格好に見えてしまうのだが、そういう趣旨で

はない。ただ、一旦提示された譲受価格が、条件を詰めていった結果変更されるという仕

組みが、市民や議員の目から見たときに逆に不透明に映るのではないかという考え方だ。 

お示ししている案は、例えば派遣職員の人件費などが確定すれば移動するお金が出てくる

ので、その分については精算金として取り扱うという考え方だ。何について精算するのか、

どこまでどういう範囲で精算するのか、ルールも含めて予めきちんと市議会、市民の方々

にもご説明しようという考え方である。 

漠然と精算金が市に入るのではなくて、事業として契約内容が確定し、予め設定したルー

ルで調整した結果、精算金がプラスマイナス幾らであるという格好で、市の予算として計

上するという調整を考えている。民営化後は、ガス事業清算会計を設けるプランなので、

清算会計の予算案として明示的に数字は計上され、その数字の中身についてはきちんと説

明資料があって、「こういう調整の結果生じた精算金です」というご説明をする考えだ。 

○ 委員 

道路占用料の取り扱いについての事務局の考えはどうか。 

○ 事務局 

過去のガス事業の民営化の案件では、大なり小なり減免の措置を講じているというのが通

常と理解している。長野県の事例では、該当する市町村の理解もいただいて、一定期間３

０％の減免措置を講じたところ。 
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ただ、本市の場合は、現時点では減免措置を講じる決定はしていない。 

○ 委員 

原料高等により経営環境が悪化している中、より多くの応募者に参加してもらうためには、

道路占用料の減免も検討の視野に入れるべきではないかと思う。 

○ 事務局 

募集要項策定作業の中で検討させていただきたい。 

 

(4) 事業継承者公募スケジュールについて 

○ 委員長 

次順位交渉権者がプレーヤーとして登場する場合のスケジュールはどうか。 

○ 事務局 

３月末にこの委員会で１番と２番を決めていただく。基本協定を１番と結んでいただくと

優先交渉権者になり、交渉を行っていくが、どうしても事業契約を結んでいただけそうに

ないという場合に次順位交渉権者との交渉に移るという整理である。 

１番だけだと、やはり決定後には交渉上の立場が非常に強くなる。そういった意味で２番

目の交渉相手を何とか確保しておこうという考え方である。 

○ 委員 

３月末に選定した後、６月中に仮契約を結ぶスケジュールのようだが、次順位交渉権者が

いるどうかによっても違ってくるが、Ｍ＆Ａの場合でも、この間にやりとりすることが多

いので、そのスケジュール感がどうか質問させていただきたい。 

○ 事務局 

できる限り選定後の交渉事項は限定的にして、市議会の議決を条件に契約が発動する状態

へ速やかに進めていくという考え方に基づいて、このスケジュールを組んでいるところで

ある。 

○ 委員 

優先交渉権者になった途端に交渉の立場が強くなってしまうので、その点からすると、ど

れぐらいのスケジュールが必要か検討する必要があると思う。 

議会への議案提出との関係で、時間に縛られて最終的に妥結するという方向は余りよろし

くないという気はするので、その点お考えいただければと思う。 

○ 事務局 
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今後検討させていただき、次回までに成案としてまとめてまいりたい。 

○ 委員長 

頂戴したご意見を踏まえて今後事務局で作業を進めていただき、次回の委員会で作業結果

をお示しいただくということで進めたいと思うが、よろしいか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 

(5) その他 

○ 委員長 

事業価値把握に関する基本的な考え方について、事務局より説明願う。 

○ 事務局 

最低譲渡価格帯を設定するに当たっては、ＤＣＦ法により算定した事業価値を参考に、譲

渡価格帯を設定したいと考えている。本件は、いわゆる清算価値という考え方ではなく、

継続する事業の売却なので、インカム・アプローチであるＤＣＦ法により事業価値を把握

すべきと考えているが、その考え方でよいか確認させていただきたい。 

平成１８年度に実施した修正簿価純資産額法による算定結果では、土地の含み益は１５億

円弱、出資会社の有価証券で４億円強、合わせて２０億円弱の含み益があるという結果で

あった。仙台市内の基準地価は、商業地では１８年度１．６％、１９年度１２．３％、そ

れぞれ上昇しているが、含み益の額を考慮した場合に、これを精査することに果たして意

味があるのかどうか。 

また、天然ガス導入時にＬＮＧ受入基地を建設した関係などで、現在は減価償却が急速に

進んでいる状況にある。天然ガス導入当時は９５０億円ほどの資産価額だったが、民営化

直前の２１年度末時点では、恐らく６００億円台前半くらいまで、毎年数十億円のペース

で総資産は減少していく。１筆ずつ不動産の再鑑定を行い含み益の額を精査することは、

費用対効果を考えても今回の案件については不要かと考えており、ご相談するものである。 

○ 委員長 

確かに今の説明にあったとおり、資産を再評価、時価評価する必要はないように思うが、

いかがか。 

○ 委員 

私もそう思う。清算価値ではないので、普通であればＤＣＦ法で評価すべきだろう。 

ただ、最低譲渡価格帯をどう出すかという問題があり、通常であれば、清算価値は論外と
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しても、幾つかのアプローチで値段を出し、最後はジャッジになるが、価格を評価すると

いうのが通常の買収で行っている形式。そういう意味では、マーケット・アプローチなど

による評価を実施するかどうかという問題はあるのかもしれない。 

○ 委員長  

ＤＣＦ法による算出結果も結構幅があるので、複数の手法は用意しておいてもいいと思う。

単純ないくつかの倍率法でもよいし、類似企業法でもよい。幾つかの数字は用意しておい

た方がよい気がする。 

この件に関する本委員会の意見として、１点目は、仙台市ガス事業の事業価値はＤＣＦ法

を基本に把握していくこと、ということでよろしいか。 

（「はい」の声あり。） 

２点目として、不動産鑑定による資産の再評価は必ずしも必要とは認められない、という

ことを確認したいが、よろしいか。 

（「結構です」の声あり。） 

○ 事務局 

通常、予定譲渡価格はピンポイント、点で設定するだが、今回ＤＣＦ法による算定価値を

参考に設定するということなので、バンド、価格帯で設定したいと考えるがいかがか。 

公正な価格形成プロセスを確保するという観点からは、当該予定譲渡価格帯は公募に際し

て応募者に対しては提示しないことを基本にしたいと思うが、ご意見を頂戴したい。 

○ 委員 

ピンポイントの方がかえって難しい。バンドでやるべきではないか。 

○ 委員長  

バンドの幅についての考えは。 

○ 事務局 

一定の幅は持たなければいけないという発想はあるが、現在作業中である。 

○ 委員長 

そこはお任せする。では、予定譲渡価格に関する基本的な考え方に関する当委員会の意見

として、①予定譲渡価格は一定の金額の幅を持たせて設定することが適切と考える、②公

正な価格形成プロセスを確保するために当該予定譲渡価格帯は予め応募者に対しては提示

をしないことが適切と考える、このようにしたいと思うが、いかがか。 

（「異議なし」の声あり。） 
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○ 委員 

市が事業をモニタリングする関係で保有する株式について、移行期間終了後はその株式は

どうするのか。 

会社法上は拒否権付きや特別議決権付きの株式あるので、そういった種類株式の保有も検

討できるのではないか。会社をつくる立場から見れば、そういうことも考えられるが、い

かがか。 

○ 事務局 

種類株式の取得については、現実的に今回の案件で導入できるかどうかという観点で議論

を進めている。 

モニタリング期間終了後の市の出資金の取り扱いについては、経営に関与する意思がない

ことを明確化する意味で、モニタリング期間終了時点で株主に買い取っていただくといっ

たやり方も議論した。その一方で、市民向けに市の保有する株式を売却できないかという

議論も市議会にあり、そうした対応もあり得るという答弁している。 

○ 委員長 

今後の進め方について、次回は８月１８日に第２回委員会を開催し、募集要項の内容など

について審議を行いたいと思う。 

第３回以降についての具体的な開催スケジュールは委員長にご一任いただき、委員長が事

務局と調整した上、今後のスケジュールをお示ししたいと思うが、いかがか。 

（「異議なし」の声あり。） 

○ 委員長 

では、そのように進めさせていただく。 

 

9. その他 

○ 事務局 

議事要旨について、事務局にて要約の形で原案を作成し、個々の委員の方々に自身の発言

について趣旨・内容の取り違えがないか確認いただいた後、全体の流れも含めて委員長に

最終確認をお願いし、議事要旨として確定するという進め方にさせていただきたいが、い

かがか。 

○ 委員長 

そういうことでよろしいか。 
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（「異議なし」の声あり。） 

○ 委員長 

では、本日の会議を終了する。 
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