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仙台市（以下「市」という。）は、仙台市ガス事業（以下「本事業」という。）を平成 22
年 4 月 1 日に事業譲渡することにより民営化すること（以下「本民営化」という。）を計画

している。 
本説明書は、市が本民営化を進めるにあたり、事業の譲渡を受ける事業譲受会社を設立

しようという民間事業者を公募型プロポーザル方式により選定する事業継承者選定（以下

「本公募」という。）及び事業契約締結に至るまでの地方自治法上の契約のプロセスに適用

するものである。 
 
1. 公募開始日 

平成 20 年 9 月１日(月） 
 

2. 担当部局等 
本公募において、本公募の事務を担当する部局（以下「担当部局」という。）は以下のと

おりとする。 
仙台市ガス局 民営化推進室 
〒983-8513 仙台市宮城野区幸町五丁目 13 番 1 号 
電話：022-292-5952／ファクシミリ：022-299-0953 
電子メールアドレス： ●●@spa.gas.city.sendai.jp 
 

また、市は、本公募に関して担当部局担当部局が行う事務に対する助言を者として以下

のアドバイザーを置く。 
PwC アドバイザリー株式会社 
日比谷パーク法律事務所 
プライスウォーターハウスクーパース HRS 株式会社 

 
3. 譲渡対象となる事業の概要 

 
本民営化は、一般ガス事業及びその他附帯事業（簡易ガス事業及び LNG 販売事業を含む

がこれらに限られない）を含む、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号。その後の改正

を含む。）及び仙台市ガス事業の設置等に関する条例（昭和 41 年仙台市条例第 39 号。その

後の改正を含む。）に基づき市に設置されたガス事業に属する一切の事業を一括して事業譲

渡しようとするものであり、譲渡される財産（契約を含み、雇用関係は含まない。）は、譲

渡日において、事業譲渡契約において明示的に除外されたものを除く、本事業を構成する

一切の財産（以下「譲渡対象財産」という。）であり、仙台市ガス事業会計に計上されてい

る企業債、買掛金その他の一切の負債は承継されない。 
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4. 事業者選定の手続き 
 
4-1. 契約締結及び事業譲渡までのスケジュール 
公募開始後、事業譲渡に至るまでのスケジュールは概ね以下のとおりである。なお、以

降の配布期間や受付期間は、営業日とする。営業日とは、行政機関の休日に関する法律（昭

和 63 年法律第 91 号）に定める行政機関の休日以外の日をいう。 

① 

② 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬

⑭ 

公募開始日        平成 20 年 9 月 1 日（月） 

募集要項の配布開始    9 月 1 日（月）～ 

③ 手続きに関する質問受付   9 月 8 日（月）～12 日（金） 

手続きに対する質問回答   9 月 17 日（水） 

資格審査申請書等の受付    9 月 24 日（水）～30 日（火） 

資格審査申請企業への資格審査結果通知 10 月 1 日（水）～ 

参加資格者（8-1.に定義する）のみに開示する募集要項の配布開始  

10 月 1 日（水）～ 

補足資料の提示期限   11 月 28 日（金） 

応募提案書類提出日    平成 21 年 2 月 2 日（月） 

優先交渉権者候補者の決定     3 月末を目処 

基本協定の締結      ⑩の後速やかに 

事業契約の締結    5 月 29 日（金）まで 

 仙台市議会による本民営化関連議案の議決 6 月予定 

事業譲渡      平成 22 年 4 月 1 日（木） 
 
なお、9.に定義する参加資格者等と、⑧の補足資料の提示期限まで、9.に規定する競

争的対話を実施する予定である。 
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4-2. 事業継承者選定委員会の設置 
 本公募で優先交渉権者候補者および次順位交渉権者候補者を選定するにあたり、市は「仙

台市ガス事業承継者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）を設置している。選定委

員会を構成する審査委員名は以下の通り。 
 

赤羽 貴  弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 
○金崎 芳輔  東北大学大学院経済学研究科 教授 
 田中 英隆  米国公認会計士 

株式会社格付投資情報センター 常務執行役員 
 福島 路  東北大学大学院経済学研究科 准教授 
 矢川 昌宏  公認会計士 YAC 税理士法人 
※：○は委員長           （敬称略） 

 
5. 募集要項 

5-1. 募集要項の構成 
募集要項は以下の①から⑥までの書類により構成される。⑥を除いた書類は 11-1.に示す

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。 
これらは、10.の手続きに則り配布される補足資料とあわせて読まれるものとする。また、

特段の定めがない限り、いかなる補足資料も事業契約締結時に契約関係当事者を拘束する

要件となるものとする。 
① 説明書 
② 要求水準書 
③ 基本協定書 
④ 事業契約書案 
⑤ 事業精査用資料 
⑥ 参考資料 
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5-2. 募集要項の配布 
 5-1.で示した募集要項は、守秘義務を課す必要のある情報（以下「本件守秘義務情報」と

いう。）及び市と守秘義務契約を締結した者とのみのプロセス（本説明書9.以降のプロセス。

以下「守秘義務前提プロセス」という。）における手続き詳細を定める資料を除き、以下の

とおり公表する。ただし、④の事業契約書案は優先交渉権者候補者選定後の契約交渉をな

くす観点から、8-1.に定義する参加資格者との 9.の競争的対話の手続きにより明瞭化したの

ちに、補足資料の提示期限までに、すべての参加資格者に対して同条件で提示する。 
 

① 公表方法：仙台市ガス局のホームページで公表する。 
② 公表日：平成 20 年 9 月 1 日(月) 

 
5-3. 手続きに関する質疑応答 
市は、7.の資格審査までの手続きのみに限定した質疑応答を行う。これ以外の質疑応答は

8-1.に規定する参加資格者のみを対象とする。 
資格審査を受けようとする意志がある者で、資格審査までの手続きに関する質問がある

場合は、「質疑書」（様式 4）に質疑の内容を簡潔に記入し、提出期間内に電子メールにより、

2.に掲げる担当部局の電子メールアドレス宛に送信するものとする。持参若しくは郵送によ

る書類、口頭、電話等による質疑は受け付けない。提出期間 終日における電子メールの

受付期間は午後５時までとする。 
質疑受付の終了時間に関しては受付場所における着信主義とし、受理するかどうかの判

断は担当部局が行うものとする。当該質疑に関する質問者からの受信確認の連絡は受け付

けないものとする。 
 
【提出期間】 

平成 20 年 9 月 8 日（月）から 9 月 12 日（金）まで 
 
【回答公表】 

平成 20 年 9 月 17 日（水）に市ガス局のホームページ上で回答を公表する予定である。

提出された質問等に関する回答については、質問者を特定できないようにした上で、

公表する。 
 
6. 参加資格基準 
本公募に参加する資格を有する者は、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、市提示条件を満足した

事業計画を自ら立案し遂行できる能力を示し、本事業の事業譲渡を受けるための事業譲受

会社を責任をもって設立しようとする法人もしくは法人のグループ（以下「応募者」とい
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う。）とする。 
 
6-1. 応募者について 
（1） 応募者 

応募者は 6-2.（1）に規定する中核企業及び 6-2.（2）に規定する構成員にて構成され

る。ただし、次の者は応募者を構成することは出来ない。 
① 選定委員会委員が属する法人及びその法人と「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則（昭和３８年大令第５９号）」第８条第３項に規定する親会社

及び子会社並びに同規則第８条第５項に規定する関連会社（以下これらを総称し

て「関係会社」という。）の関係にある法人 
② アドバイザー及びその関係会社 

 
（2） 応募者等 

応募者と 6-2.（3）に規定する協力企業を総称して応募者等という。 
 
（3） 応募者等の代表法人 

中核企業は、応募者等の代表法人として事業者選定手続きを行うものとする。中核企

業が複数法人の場合、応募者は中核企業を構成する法人のうち１者を選定して当該代表

法人とする。なお、応募者等を構成する代表法人以外の法人は、「委任状」（様式は補足

資料として配付する本説明書別紙●応募提案書類作成要領に定める。）により、本事業者

選定手続に係る権限を代表法人に委任する。 
 
（4） 応募者等を構成する民間企業の変更について 
11-1.の応募提案書類の提出から事業契約の締結に至るまで、応募者等を構成する民間企

業の変更は一切認めない。ただし、特段の事情があると市が認めた時はこの限りではない。 
 

6-2. 本民営化の実施に関与する法人の定義 
本民営化の実施に関与する法人の定義は、以下のとおりである。なお、応募者等を構成

するにあたって中核企業は必須であるが、その他の法人は任意である。 
 
（1） 中核企業 

① 中核企業とは、応募者の責務を自らの責任と費用で 終的に引き受ける法人

をいう。 
② 中核企業は他の応募者に参加することはできない。 
③ 関係会社の関係にある応募者を構成する各法人は、それぞれ他の応募者に参

加することはできない。 

 7



④ 中核企業は原則１法人とし、基本協定及び事業契約に定める期間、自らが設

立する事業譲受会社において 多数の議決権を有し、これを維持しなければ

ならない。中核企業が複数法人により構成される場合、各中核企業は、基本

協定及び事業契約に定める期間、自らが設立する事業譲受会社において中核

企業を除く他の株主より多数の議決権を有し、これを維持しなければならな

い。 
 

（2） 構成員 

① 構成員とは、応募提案に参加し、かつ中核企業とともに応募者としての責務

を果たす法人をいう。 

② 構成員は、事業契約締結時までに、中核企業が設立する事業譲受会社の議決

権付株式を１株以上保有しなければならない。 

③ 構成員は他の応募者等に参加することはできない。 

④ 関係会社の関係にある応募者を構成する各法人は、それぞれ他の応募者に参

加することはできない。 
 
（3） 協力企業 

① 協力企業とは、応募者を構成する法人となろうとするものではないが、応募

提案に参加し、応募者が設立する事業譲受会社が対象事業を遂行するにあた

って重要な機能を提供する法人をいう。 
 
6-3. 応募者等を構成する法人に求める資格 
応募者等を構成する法人は、以下のいずれにも該当しないこと。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

する者。 
② 会社法の施行に伴う関係法律整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）

第１０７条の規定によりなお従前の例によることとされる会社の整理に関す

る事件に係る同法施行による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３

８１条の規定による整理開始の申し立て又は通告がなされている者。 
③ 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による破産

手続き開始の申立て又は同法附則第３条の規定により、なお、従前の例によ

ることとされる破産事件にかかる同法施行による廃止前の破産法（大正１１

年法律第７１号）第１３２条又は第１３３条の規定による破産申立てとす

る。）がなされている者。 
④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定

に基づく更正手続開始の申し立て（同法附則第２条の規定により、なお、従
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前の例によることとされている更正事件にかかる同法による改正前の会社更

生法（昭和２７年法律第１７２号）第３０条第１項又は第２項の規定による

更正手続開始の申し立てを含む。）がなされている者。ただし、同法に基づく

更生手続き開始の決定を受けた者が、決定を受けた後に、仙台市の応募参加

資格審査を受け、かつ、更生計画が認可された場合には、更生手続き開始の

申立てはされなかったものとみなす。 
⑤ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定

に基づく再生手続き開始の申し立て、又は平成１２年３月３１日以前に同法

附則第３条の規定によりなお従前の例によることとされる和議事件にかかる

同法施行による廃止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項

の規定による和議開始の申立てがなされている者。ただし、民事再生法に基

づく再生手続き開始の決定を受けた者が、決定を受けた後に、仙台市の応募

参加資格審査を受け、かつ、再生手続きを終結した場合には、再生手続き開

始の申立てはされなかったものとみなす。 
⑥ 有資格者に対する指名停止に関する要綱（昭和６０年１０月２９日市長決裁）

第２条第１項の規定に基づき、現に指名停止の措置を受けている者。 
⑦ 直近営業年度の法人税、消費税及び地方消費税並びに仙台市の法人市民税の

いずれかを滞納している者。 
 

6-4. 中核企業に求める資格 
中核企業は、以下のすべての要件を満たすこと。 

① 中核企業は、「公営の制約から離れて株式会社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」強い意志を有

し、またそのために求められる機能を提供する能力があること。 
② 中核企業は、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、

応募者等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。 
 

6-5. 参加資格の抹消 

参加資格審査後、応募提案書類の提出までの間に、8-1.に定義する参加資格者または 8-2.

に定義する承認協力法人が 6-3.に掲げる資格を欠くことになった場合は、当該法人はその資

格を失う、あるいはその承認が取り消される、ものとする。 

応募提案書類の提出後、優先交渉権者候補者の決定までの間に、応募者等を構成する法

人が 6-3.に掲げる資格を欠くことになった場合は、当該法人は応募者等を構成する法人とし
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ての資格を失う。また、当該法人が中核企業の場合、当該法人が所属する応募者は参加資

格を失うこととする。 

優先交渉権者候補者の決定後事業契約の締結に至るまでの間に、応募者等を構成する法

人が 6-3.に掲げる資格を欠くことになった場合は、当該法人は応募者等を構成する法人とし

ての資格を失う。また、当該法人が中核企業の場合、当該法人が所属する優先交渉権者（優

先交渉権者候補者含む）あるいは次順位交渉権者候補者は、その資格を失う。 

 
7. 資格審査 

 
7-1. 資格審査申請書類の提出 
中核企業となることを希望する者（以下「資格審査申請者」という。）は、6-3.及び 6-4.

①に掲げる参加資格を有することを証明するため、資格審査申請書（様式１）及び資格証

明書類（以下総称して「資格審査申請書類」という。）を担当部局に提出し、担当部局から

参加資格の有無について確認を受けなければならない。担当部局は、別紙１資格審査基準

に従い参加資格の有無を確認する。なお、１つの応募者の中核企業は原則１法人であるこ

とから、中核企業を複数法人により構成しようとする場合、資格審査も当該複数法人のグ

ループとして資格審査申請書類を担当部局に提出し、担当部局から参加資格の有無につい

て確認を受けなければならない。ただし、参加資格者となったのちに、複数法人を構成す

る法人が、①当該参加資格者より離脱して独立した参加資格者となること、②当該法人の

中核企業としての資格を放棄すること（その場合でも他の参加資格者が組成する応募者の

構成員となることは認められない。）ができる。提出期間内に資格審査申請書類を提出しな

い者並びに参加資格がないと認められた者は、7-3.を除き以降の手続に参加できない。 
① 提出期間   平成 20 年 9 月 24 日（水）～30 日（火） 
② 提出時間    午前 9 時～午後 5 時（以下「受付時間」という。） 
③ 提出場所  2.に示す担当部局 
④ 問い合わせ窓口 2.に示す担当部局 
⑤ 提出方法  資格審査書類の提出は、提出期間内の受付時間に提出場所へ持

参することとし、郵送、電送によるものは受け付けない。 
 
なお、資格証明書類は以下の書類とする。 

① 資格審査申請者の登記簿謄本 
② 資格審査申請者の事業経歴書 
③ 資格審査申請者の営業案内書 
④ 6-4.①の資格を有することを示す書類（別紙１「説明書 6-4.①の資格を有するこ

とを示すために求める内容」参照のこと。） 
⑤ ①～④を格納した電子媒体（①～③は PDF、④は Word） 
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7-2. 資格審査 
資格審査申請者の資格審査結果は平成 20 年 10 月 1 日（水）以降に仙台市ガス局のホー

ムページ上で公表すると共に、資格審査申請者に対して書面（確認結果通知書）により通

知する。 
 

7-3. 参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 
参加資格がないと認められた者は、次により、その理由について、書面（様式は自由）

により市に説明を求めることができる。 
① 提出期間  確認結果通知書受領後 7 営業日以内の受付時間内。 
② 提出場所  2.に示す担当部局 
③ 提出方法  郵送、クーリエサービス又は持参により提出する。電送による

提出は認めない。 
市は、説明を求められたときは、書面を受領後、原則として 7 営業日以内に説明を求め

た者に対し書面により回答する。 
 
8. 資格審査合格者との守秘義務契約 

 
8-1. 守秘義務誓約書の提出 

7.に示す資格審査に合格して、中核企業としての資格を得た者であって、担当部局に様式

２－１に示す守秘義務誓約書を提出した者（以下「参加資格者」という。）は、5-2.で配布

した以外の募集要項を受け取ることができる。 
 

8-2. 協力法人への資料の開示 
 6-2.（2）及び（3）で定義した構成員若しくは協力企業となる意志を有する法人（以下「協

力法人」という。）に対して本件守秘義務情報を開示したい場合、参加資格者は、様式３に

示す協力法人等への資料開示申込書により 2.に示す担当部局に届け出て、担当部局の承認

を得なければならない。担当部局により承認を与えられた協力法人は様式２－２に示す守

秘義務誓約書を担当部局に提出する。参加資格者は、担当部局に様式２－２で示す守秘義

務誓約書を提出した協力法人（以下「承認協力法人」という。）に対して、本件守秘義務情

報を開示することができる。なお、承認協力法人は、その協力する参加資格者がその資格

を喪失した場合、ただちにその資格を喪失する。 
 
8-3. 参加資格者及び承認協力法人のアドバイザーへの資料の開示 
 参加資格者のアドバイザー及び承認協力法人のアドバイザーに対して本件守秘義務情報

を開示したい場合、参加資格者は、様式３に示す協力法人等への資料開示申込書により 2.
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に示す担当部局に届け出て、担当部局の承認を得なければならない。担当部局により承認

を与えられた参加資格者のアドバイザー若しくは承認協力法人のアドバイザーは様式２－

２に示す守秘義務誓約書を担当部局に提出する。参加資格者は、担当部局に様式２－２で

示す守秘義務誓約書を提出した参加資格者のアドバイザー若しくは承認協力法人のアドバ

イザーに対して、本件守秘義務情報を開示することができる。なお、参加資格者のアドバ

イザーは、その協力する参加資格者がその資格を喪失した場合、ただちにその資格を喪失

し、承認協力法人のアドバイザーは、その協力する承認協力法人がその資格を喪失した場

合、ただちにその資格を喪失する。 
 
9. 競争的対話 
市は、参加資格者、承認協力法人（以下総称して「参加資格者等」という。）のみを対象

として、競争的対話を行うものとする。競争的対話とは、質疑の受付および回答、現場説

明会、現地視察、ならびに資料の閲覧の対応等を行うことにより、参加資格者等の本事業

に対する理解を深めよりよい提案をしてもらうことを目的とする。競争的対話に係る担当

部局との意思疎通は、参加資格者が当該参加資格者の承認協力法人のものも取り纏めて行

うものとする。なお、担当部局より参加資格者に電子メールで連絡を行う際には、登録電

子メールアドレス宛に行うものとする。 
 

9-1. 質疑の受付及び回答 
質問の受付期間及び当該質問への回答日時は 10.の手続きに従って示す参加資格者との

質疑応答要領にて示す。質問回数は、参加資格者等の本事業に対する理解を深めよりよい

提案をしてもらうことを目的とすることに鑑み、限られた時間内ではあるが、競争的対話

期間中に複数回確保する予定である。 
 
9-2. 質疑の方法 
参加資格者等のうち質疑のある者は、参加資格者が様式４に則った質疑書に、質疑の内

容を簡潔に記載し、2.に掲げる担当部局の電子メールアドレス宛に送信するものとする。特

段の事情がある場合を除き、持参若しくは郵送による書類、口頭、電話等による質疑は受

け付けない。ただし、質疑応答を正確に表現するために、図面等が必要な場合、図面等を

持参若しくは郵送することは認める。持参の場合の受付時間はそれぞれの質疑受付期間の

受付時間とし、受付場所は 2.に示す担当部局とする。なお、郵送の場合はそれぞれの質疑

の受付期間の 終日午後 5 時までに必着とする。 
担当部局は、質疑受付期間の毎日午後 5 時までの受領分について、受信したことを確認

する旨の返信メールを、登録電子メール宛に当日中に発信する。ただし、担当部局が休日

の場合は次の営業日に発信する。 
質疑受付の終了時間に関しては受付場所における着信主義とし、受理するかどうかの判
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断は担当部局が行うものとする。当該質疑に関する質問者からの受信確認の連絡は受け付

けないものとする。なお、担当部局のシステムダウン等により受付場所にて電子メールを

受信できなくなった場合は、担当部局が参加資格者に、速やかに対応方法について連絡を

行う。 
 
9-3. 質疑に対する回答 
担当部局は、参加資格者等からの質問とそれに対する市の回答を示した質疑回答書を作

成し、全参加資格者の登録電子メールアドレス宛に発信する。質疑回答書においては、質

問者を特定できないようにする。 
 

9-4. 現場説明会 
参加資格者等の本事業の理解を深めるために、参加資格者別に、現場説明会を行うこと

を予定している。開催時期は、参加資格者等が確定した後、補足資料提示の期限までに設

定する予定である。詳細は、10.の手続きに従って示す現場説明会等要領による。 
 

9-5. 現地視察及び調査 
参加資格者等は、現場説明会等要領に従って事業実施場所の視察及び調査を行うことが

でき、かつ 11-1.に示す応募提案書類作成に必要とされる全ての情報について自己の責任に

おいて入手することができる。 
現地視察の費用は参加資格者等の負担とする。 

 
9-6. データルーム 
参加資格者等は、11-1.に示す応募提案書類作成に必要とされる情報を入手するために担

当部局が設営するヴァーチャルデータルームと物理的データルームを利用することができ

る予定である。詳細は、10.の手続きに従って示すデータルーム等利用要領による。 
 
10. 募集要項の補足 
市は、募集要項の補足資料を参加資格者等に提示することができるものとする。市の補

足資料の提示期限は平成 20 年 11 月 28 日(金)とし、以降補足資料の提示は行えないものと

する。ただし、競争的対話の趣旨に照らし、参加資格者全員の合意が得られた場合、市は

補足資料の提示期限を延長することができる。その場合であっても応募提案書類の提出日

の 30 日前の日時を超えて延長することはできない。 
補足資料の提示及び補足資料の提示期限の延長の通知（以下「補足資料提示期限延長通

知」という。）は、参加資格者に対し、登録電子メールアドレス宛への電子メールの送信ま

たはその他市が適当とみなす方法により行うものとする。参加資格者は、補足資料及び補

足資料提示期限延長通知の受領後速やかに、担当部局の電子メールアドレス宛に補足資料
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若しくは補足資料提示期限延長通知を受領したことを通知するものとする。 
公募開始時点で、以下の補足資料の提示を予定している。 
① 参加資格者との質疑応答要領 
② 現場説明会等要領 
③ データルーム等利用要領 
④ 応募提案書類作成要領（応募提案書類の作成様式は当該要領の別紙として配布する） 
⑤ 競争的対話プロセスを経た事業契約書 

 
11. 応募提案書類の提出 

 
11-1. 応募提案書類の提出 
参加資格者他で構成される応募者は、応募提案書類を、以下に従い提出する。なお、提

出日に応募提案書類を提出しない者は、本公募の 11.以降のプロセスに参加することができ

ない。また、応募提案書類を提出する者は、応募提案書類の審査の結果、次順位交渉権者

候補者に選定された場合、一定期間提出した応募提案書類が有効であることを、譲受申込

書にて約束するものとする（ここでいう一定期間については様式６を参照のこと。なお、

市より応募提案書類が有効である期間の延長について申し入れがあった場合、次順位交渉

権者候補者は誠意をもって協議する。）。 
 
11-1-1. 応募提案書類の種類及び部数 
応募提案書類は、以下のとおりとし、指示のない書類その他説明用資料等の添付は認め

ない。なお、応募提案書類は、応募提案書類作成要領にしたがって作成すること。 
① 譲受申込書 
② 提案事業計画書 
③ 参加資格者以外の応募者等の資格証明書類 

 
上記②の提案事業計画書は、①の譲受申込書記載の譲受申込価格を応募者が算定するに

あたっての基礎となった資料であるとともに、応募者の応募提案が市提示条件を満足して

いるか、本事業を遂行するにあたっての能力を有しているか等を審査するために使われる。

提案事業計画書の一部として、応募提案書類作成要領に別添する形で配布するエクセルシ

ートによる事業収支シミュレーションを求める。当該事業収支シミュレーションは、審査

における比較容易性を担保するために科目等の並び等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保護するが、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予定である。 
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11-1-2. 提出日及び提出場所 
① 提出日 平成 21 年 2 月 2 日（月） 
② 提出時間 受付時間 
③ 提出場所 2.に示す担当部局 
④ 提出の方法 応募提案書類の提出は、提出日に提出場所へ持参することによ

り行うものとし、郵送、電送によるものは受け付けない。 
 

市は 10.の補足資料の提示期限を延長した場合に限り、応募提案書類の提出日を上記提出

日より後の合理的な日付に変更することができる。この場合、市は、当該補足資料提示期

限延長通知に、応募提案書類の提出日を変更する旨と変更後の当該提出日を記載するもの

とする。 
 

11-1-3. 提案の辞退 
 参加資格者は、応募提案書類の提出日の１営業日前まで、随時提案を辞退することができ

る。 

 本提案を辞退する場合は、平成 21 年 1 月 30 日（金）までに「提案辞退届」（様式●）を

担当部局に直接持参するか、平成 21 年 1 月 29 日（木）必着で郵送すること（市が提出日

を変更した場合の上記日付は補足資料提示期限延長通知に記載する。）。 

 

11-1-4. 提案の無効 
 次のいずれかに該当する場合は無効とする。 

  ① 提案に参加する資格がない者がした提案 

  ② 「資格審査申請書類」その他の一切の書類に虚偽の記載をした者の提案 

  ③ 応募提案書類の記載事項が不明なもの又は応募提案書類に記名若しくは押印のな

いもの 

  ④ 応募提案書類が不足しているもの 

  ⑤ ２通以上の応募提案書を提出したもの 

  ⑥ 他人の代理を兼ね又は２人以上の代理をしたものに係る提案 

  ⑦ 譲受申込書の金額を改ざんし又は訂正したもの 

  ⑧ 一定の金額で価格を表示していないもの 

  ⑨ 応募提案書類の提出について不正な行為があったとき 

  ⑩ 予定価格を下回る金額で提案したもの 

  ⑪ その他本公募に関する条件に違反したとき 

  
11-1-5. 応募提案書類の修正等 
応募提案書類の提出後の修正、差し替え、再提出は認めない。ただし、この規定は審査
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過程における応募提案書類の市による明瞭化作業を妨げるものではない。 
 
11-2. 応募提案書類の取り扱い 
11-2-1. 著作権 
応募提案書類の著作権は、応募者に帰属する。ただし、本公募実施に関する報告等のた

め、市が必要と認める場合は、市は応募提案書類の全部又は一部を無償で使用できるもの

とする。 
 
11-2-2. 提出書類の取扱い 
応募提案書類、その他応募者から提出された書類は、本公募実施に関する報告等のため

市が必要と認める場合及び仙台市情報公開条例（平成 12 年仙台市条例第 10 号）に基づく

場合を除き、応募者の許可を得なければ公表しない。 
なお、これらの書類について、仙台市情報公開条例に基づく開示請求がなされた場合で

あって市が開示決定をしようとするときは、市は応募者に対し、同条例第 14 条に規定する

意見書を提出する機会を与えるものとする。 
 
11-2-3. 提出書類の返却 
応募提案書類、その他応募者から提出された書類は返却しない。 
 

11-3. その他 
① 市は、応募者等の名前を公表することができるものとする。 
② 応募提案書類に関する問い合わせ先は 2.に示す担当部局とする。 

 
12. 事業者の決定方法 

 
12-1. 優先交渉権者候補者の決定方法 
優先交渉権者候補者は、以下の二段階の手順を経て決定される。 

 
12-1-1. 基礎審査 
以下の形式審査及び適格な応募者か否かの審査を行う。①の資格を満たしていない場合、

当該応募者等を構成する法人は失格とし、②及び③の基礎項目が不備の場合、当該応募者

を不合格とする。 
①  参加資格者以外の応募者等を構成する法人の資格審査 
② 応募提案書類についての形式審査 

1) 必要な書類がそろっているか 
2) 書類間で整合しているか 
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③ 提案事業計画と市提示条件及び譲受申込価格との適合性の確認 

i） すべての市提示条件を満たした提案事業計画が提案されているか 

ii） 提案事業計画と譲受申込価格との間に一定の整合性が認められるか 

iii） すべての市提示条件を遵守する約束をしているか 

iv） 6-4.②の要件を充足しているか否か 

v） 提案事業計画の実行性可能性及び妥当性 
 
12-1-2. 提案審査 
提案審査では、基礎審査を通過した応募者（以下「適格な応募者」という。）を対象に、

選定委員会が、「事業者選定基準」（別紙２）に従い 11-1．で提出された応募提案書類の書

類審査と、応募者が事業譲受会社を設立するにあたり経営面の主要な役割を担うことを予

定する者に対する選定委員会による面接（以下「提案審査面接」という。）とによって、非

価格点について審査し、非価格点を決定する。 
提案審査面接には、優先交渉権者として設立する事業譲受会社の 高経営責任者として

移行期間中にわたり経営担当チームを率いていくことを約束する者の参加を求める。提案

審査面接の日時及び場所は、適格な応募者に対して、当該適格な応募者の登録電子メール

アドレス宛に別途通知するが、概ね 2009 年 3 月第●週又は第●週を予定している。 
市のあらかじめ定めた予定価格を下回らない適格な応募者の譲受申込価格を「事業者選

定基準」４に定める価格点算定式により価格点に換算し、この価格点と上記で決定した非

価格点とを「事業者選定基準」５に定める総合評価式により合算して、 も高い総合評価

点の者を優先交渉権者候補者とし、それに次ぐ高い総合評価点の者を次順位交渉権者候補

者とする。 
 
12-1-3. 選定結果の通知 
市は優先交渉権者候補者及び次順位交渉権者候補者選定後、速やかに選定結果を応募者

全員に通知する（この通知を「選定結果通知」という。）。 
 
12-2. 基本協定の締結 

① 優先交渉権者候補者に選定された応募者は、速やかに市と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を優先交渉権者とする。 
② 優先交渉権候補者が選定結果通知を受領してから 7 営業日以内に基本協定を締結

しない場合、市は次順位交渉権者候補者を新たな優先交渉権者候補者とすることが

できる。この場合、この優先交渉権者候補者と①の手続きを実施する。 
 
12-3. 事業譲受会社の設立 
優先交渉権者は、基本協定の締結後速やかに、基本協定他の募集要項の定めに従い事業
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譲受会社を設立する。 
 
12-4. 事業契約の締結と事業者の決定 
市と、優先交渉権者及び事業譲受会社とは、市が特段の理由があると認める場合を除き

平成 21 年●月●日（以下「事業契約締結期限」という。）までに事業契約を締結しなけれ

ばならない。事業契約を締結した優先交渉権者を事業者とする。事業契約締結期限までに

事業契約が締結されない場合、市は次順位交渉権者候補者を新たな優先交渉権者候補者と

することができる。この場合、この優先交渉権者候補者と 12-2.①の手続きを実施後、12-3.
以降の手続を順次行うものとする。 

 

13. 事業譲渡契約の締結と実行 
事業契約締結後、市と事業譲受会社とは事業譲渡契約を締結する。 

 

14. その他総則 
 
① 事業契約締結に至る上記のすべての手続のうち、応募者（資格審査申請者、参加資格者、

優先交渉権者候補者、優先交渉権者、事業者等本説明書の各手続において規定する民間

事業者に係るすべての定義も含む。）として実施する行為に関しては、応募者は自らの

責任と費用負担によりこれを行う。 
② 本事業に関する全ての意思疎通は原則として書面（電子メールを含む。）によるものと

し、使用する言語は日本語とする。 
③ 応募提案書類、質疑、審査等における通貨は円、単位は計量法（平成４年法律代５１号）

に定めるものとする。 
④ 本説明書に関して用いる日時は、日本標準時とする。 
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別紙１：資格審査基準 

 

１ 資格審査の項目と配点 

【形式審査項目】 

 審査の視点 応募者に記入を求める 低限の内容 配点

資格審査申請者

の資格審査 

・資格審査申請者が説明書に定める参

加資格を満たしていることを確認

する。 

・資格証明書類が過不足なく提出され

ていることを確認する。 

・資格審査申請書類及び資格証明書類

の内容が書類間で整合しているこ

とを確認する。 

― － 

【説明書 6-4.①の資格を有することを示すために求める内容（実質審査項目）】 

 審査の視点 

 
配点

経営体制構築能

力 

・中核企業としての責務を責任をもって果たす意志を有しているか。 

・中核企業としての機能を適切に発揮するためにどのような体制を構築する

考えを有しているか。 

・事業環境の変化に対応した事業譲受会社の迅速な意志決定を行いうる適切

な経営管理体制を構築できるか。 

 

[40]

点 

本事業の既存資

源活用方針 

・「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」という趣旨を理解し

ているか。。 

・そのために本事業にどのような基本方針で臨もうとしているか 

[20]

点 

公共サービスに

関与した実績 

・実際の公共サービス（注）に、単に資金を提供するだけではなく、経営に

関して長期に関与することを約束し、現にその約束を実行中あるいは履行

完了した実績を有していること。 

 

[20]

点 

事業リスクに関

する理解と対応

方策の考え方 

・今後の仙台ガス事業を取り巻く環境変化を踏まえた上で、どのようなリス

クを想定しており、概ねどのような方針で当該リスクに対応する考えを有

しているか。 

・ 

[20]

点 

計 100

点 
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２ 資格審査の基準 

  以下を資格審査の要件とする。 

・ 資格審査申請者が形式審査項目を満たしていること。形式審査項目を満たしていな

ければ欠格とする。 

・ 実質審査項目の合計点が５０点以上であること。 

・ 実質審査項目４項目すべての評価項目において０点に該当しないこと。 

 

【実質審査項目】 
 配点 基準 

5 4 3 2 1 

40 点 30 点 20 点 10 点 0 点 

経営体制構築

能力 

[40]

点 

・中核企業とし

ての責務を

責任をもっ

て果たす意

志を有して

いる。 

・求めている機

能を発揮す

る大変優れ

た体制を構

築すること

が期待でき

る。 

・事業譲受会社

のガバナン

スについて

の体制も含

めた大変優

れた記述が

ある。。 

・中核企業とし

ての責務を

責任をもっ

て果たす意

志を有して

いる。 

・求めている機

能を発揮す

る優れた体

制を構築す

ることが期

待できる。 

・事業譲受会社

のガバナン

スについて

の体制も含

めた優れた

記述がある。

・中核企業とし

ての責務を

責任をもっ

て果たす意

志を有して

いる。 

・求めている機

能を発揮す

る体制を構

築すること

が期待でき

る。 

・事業譲受会社

のガバナン

スについて

の体制も含

めた具体的

な記述があ

る。 

・中核企業とし

ての責務を

責任をもっ

て果たす意

志を有して

いる。 

・求めている機

能を発揮す

る体制を構

築すること

が期待でき

る。 

・事業譲受会社

のガバナン

スについて

の一定妥当

な具体的な

記述がある。 

・中核企業とし

ての責務を

責任をもっ

て果たす意

志を有して

いると認め

られない。 

・求めている機

能を発揮す

る体制を構

築すること

が期待でき

ない。 

・事業会社のガ

バナンスに

ついて記述

があるがあ

まりに抽象

的である。 

5 4 3 2 1 

20 点 15 点 10 点 5 点 0 点 

本事業の既存

資源活用方針 

[20]

点 

・趣旨を理解

し、基本方針

が大変優れ

ており極め

て具体的で

ある。 

・趣旨を理解

し、基本方針

が優れてお

り具体的で

ある。 

・趣旨を理解

し、具体的な

基本方針が

ある。 

・趣旨を理解し

ているが、基

本方針は抽

象的である。 

・趣旨を理解し

ていない。 

公共サービス

に関与した実

績 

[20]点 実際の公共サービス（注）に、単に資金を提供するだけではなく、経

営に関して長期に関与することを約束し、現にその約束を実行中あ

るいは履行完了した実績を有していること【20 点】。 

左記の実績を

有していない 

【０点】 

※：公共サービスの民営化、PFI を含むアウトソーシングやエネルギー事業、上下水道など

のインフラ事業 
※：経営体制構築能力は A４×２頁、本事業の既存資源活用方針は A4×１枚以内に簡潔に

記載すること。公共サービスに関与した実績については、実際の実績を市が理解できるよ

うに簡潔にまとめた資料を用意すること。 
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【実質審査項目】（つづき） 
5 4 3 2 1 

20 点 15 点 10 点 5 点 0 点 

事業リスクに

関する理解と

対応方策の考

え方 

[20]

点 

・リスク想定に

ついて必要

な項目を挙

げており、そ

の対応方策

の考え方が

大変優れて

おり、極めて

具体性もあ

る。 

・リスク想定に

ついて必要

な項目を挙

げており、そ

の対応方策

の考え方が

優れており、

具体性もあ

る。 

・リスク想定に

ついて必要

な項目を挙

げており、そ

の対応方策

の考え方と

して一定の

ものを示し

ている。 

・リスク想定は

一定の具体

的項目を挙

げているが

市の想定と

合致してい

ない。リスク

対応方策の

考え方につ

いても一定

のものを示

しているが

具体性に欠

ける。 

・リスク想定及

び対応方策

の考え方が

抽象的で事

業リスクに

ついての理

解が不十分

と判断せざ

るをえない。

※：事業リスクに関する理解は A4×１枚以内に簡潔に記載すること。 
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別紙２：事業者選定基準 

 

１ 総合評価の審査項目と配点 

【基礎審査項目】 

審査項目 配点 

書類についての形

式審査 

・応募提案書類が過不足なく提出されていることを確認する。 

・応募提案書類の内容が書類間で整合していることを確認する。 

参加資格者以外の

資格審査 

・資格審査基準が満たされていることを確認する。 

 

 

満たしていなけ

れば当該法人は

失格。 

 

基礎審査項目 
提案事業計

画 

・市提示条件を満足する提案事業計画が提案されている

ことを確認する。 

・提案事業計画と譲受申込価格とに一定の整合性がある

ことを確認する。 

・すべての市提示条件を遵守する約束をしていることを

確認する。 

・6-4.②の要件を充足していることを確認する。 

・提案事業計画の実行可能性／妥当性を確認する。 

満たしていな

け れ ば 不 合

格。 

【実質審査項目】 

審査項目 配点 

価
格
点 

譲受申込価格 

・譲受申込金額が予定価格以上であることを確認する。 

 [70]

点 

[70]点

（70%）

安全・安心の確保 

・安全・安心の確保のために必須と考える現仙台市ガス

職員の派遣条件及び派遣職員を事業譲受会社に転籍を

促す仕組みや条件を含み現職員のやる気を引き出す仕

組みに関する提案の優劣を、選定委員会総体として、

適格な応募者間で順位付けして、当該順位に応じて得

点を与える。 

・第 1位 20 点  

第ｉ位 20×(ｎ-ｉ）/(ｎ-１）点  

： 

下位 ０点 

※適格な応募者数ｎ≧３のとき、ｎ＝２のときは第１位

20 点、第２位０点 

[10]

点 

円滑な事業移行 

・市ガス局の関連事業者との連携についての考え方も含

めた円滑な事業移行の考え方を５段階評価（10 点、8

点、6 点､4 点、2 点）で審査委員会が委員会総体とし

て評価して得点を与える。 

 

[10]

点 

非
価
格
点 

経営体制構築能力 

・資格審査時の経営体制構築能力をより具体化した考え

方・体制・意志について書類審査と提案審査面接にお

ける 高経営責任者予定者他の経営担当チーム予定者

の面接を踏まえて、経営体制構築能力に係る提案の優

劣を、５段階評価（10 点、8 点、6 点､4 点、2 点）で

審査委員会が委員会総体として評価して得点を与え

る。 

[10]

点 

[30]点

（30%）
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３ 非価格点決定の方法 

選定委員会総体で、上記【実質審査項目】の非価格点の表中のルールに従い付与された

得点を、適格な応募者ごとに集計して決定する。 

 

４ 価格点算定式   

価格点＝70×(1－［（Pmax－P）／（Pmax－Pmin）］) （Pmax - P ＜Pmin×[X]%） 

  ※１：譲受申込価格（P）：当該適格な応募者の譲受申込価格 

     高価格（Pmax）：すべての適格な応募者の譲受申込価格の中で も高い価格 

     予定価格（Pmin）：本公募において定めている予定価格（非開示） 

※２：Pmax - P ≧Pmin×[X]%の譲受申込価格を提示した適格な応募者については、価

格点及び総合評価点の算定をおこなわない。 

 

５ 総合評価式 

  総合評価点＝非価格点＋価格点 
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