
説明資料 

第５回大津市ガス事業の 

    在り方検討委員会の概要説明 

平成２９年８月３０日 

企業総務部 官民連携推進室 
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 【開催日時等】 

  日   時：平成29年8月24日（木）  

        15時30分から17時40分 

  場   所：新館5階251A会議室 

  出席者：委員     5名 

        事務局   1１名  

 【次第】 

  １．開会 

  ２．報告事項 

  （１）お客様アンケート調査結果（速報）について 

  （２）マーケットサウンディング結果について 

  ３．議題 

  （１）経営シミュレーションについて  

  （２）在り方検討の論点における考え方について  

  （３）実施方針（素案）について  

  ４．閉会 

（委員） 
 委員長 ：赤井 伸郎 
      （大阪大学大学院国際公共政策研究科教授） 
 副委員長：草薙 真一 
      （兵庫県立大学経済学部教授） 
 委員  ：青原 みどり 
      （大津市地域女性団体連合会）  
      本城 正貴 
      （本城公認会計士事務所所長）  
      山形 康郎 

      （弁護士法人関西法律特許事務所弁護士）  

第５回委員会の開催概要 

 今回の委員会では、7月に実施したお客様アンケート調査やマーケットサウンディングの結果を報
告したほか、経営シミュレーションの検討状況や実施方針（案）の作成に向けた論点の方向性に
ついて審議した。 



報告事項の概要 
【報告１】 お客様アンケート調査結果（速報）について 

【報告２】 マーケットサウンディング（MS)結果について 

●報告概要 
・スイッチングを検討されると回答のあったお客様については、価格面を重視される方が多く、その次に、他のエネ 
 ルギー等とのセットでの販売などであった。 
・ガスの小売については、多くのお客様が、価格面と安全かつ安定したガス提供が必要との意見であった。 
  ⇒ 今回は、速報として報告したもので、９月通常会議の施設常任委員会までに詳細分析等を実施する予定 

●調査実施概要 
 
 
  
 
 
 
 
 

項目  実施結果 

実施方法 調査票郵送方式アンケート 

質問数 全13問（A4用紙４ページ分） 

回答期間 7月13日（木）～7月27日（木） 

アンケート配布数 3,000件（本市ガス事業顧客名簿より無作為抽出） 

回収結果 1,059件（回収率：35.3%） 

●概要    
 非公表を条件に実施しているため、詳細の公表は出来ないが、概要は以下のとおり。 
  

 ○参加事業者 → 昨年度のＭＳに参加した事業者１３社のうち、９社 
 

 ○主なヒアリング内容  → 事業期間、新会社への出資比率、既存出資２社との関係 他 
  ・事業期間 － 将来のｴﾈﾙｷﾞｰ需要等の不透明さなどから､比較的短期間（10～20年程度）を望む声が多かった 
  ・出資比率 － 民間が多くを持つべきではとの意見が多く、一部に少数でもいいとの意見もあった 
  ・既存出資会社との関係 － 概ね、基本方針で示した、受委託型での関係性で連携していくことが可能との 
                    意見であった 3 



議論の概要 

【議題１】 経営シミュレーションについて 

ⅰ経営シミュレーションの実施目的・概要等 
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考え方

100万㎥～
個別の契約更新時期に合わせ粗利の小
幅な減少を想定して試算

10万㎥～
　100万㎥

個別の契約更新時期に合わせ販売量の
一部減少と粗利の減少を想定し試算

～10万㎥
（家庭用）

販売量、粗利とも現状維持で試算

～10万㎥
（業務用）

スイッチング開始時期ををH３５年以
降と想定し、販売量・粗利とも10万㎥
から100万㎥と同等で試算

100万㎥～
個別の契約更新時期に合わせ粗利の減
少を想定して試算

10万㎥～
　100万㎥

個別の契約更新時期に合わせ販売量の
減少と粗利の減少を想定し試算

～10万㎥
（家庭用）

H35年以降の販売量のみの減少を想定
し試算

～10万㎥
（業務用）

スイッチング開始時期ををH３５年以
降と想定し、販売量・粗利とも10万㎥
から100万㎥と同等で試算

100万㎥～
個別の契約更新時期に合わせ販売量の
減少と粗利の大幅な減少を想定し試算

10万㎥～
　100万㎥

個別の契約更新時期に合わせ販売量、
粗利とも大幅な減少を想定し試算

～10万㎥
（家庭用）

H31年以降の販売量のみの減少を想定
し試算

～10万㎥
（業務用）

スイッチング開始時期ををH３1年以降
と想定し、販売量・粗利とも10万㎥か
ら100万㎥と同等で試算

パターン

楽観

中間

悲観

●議論の内容 

 公営継続、事業売却、小売事業のみ売却、公共施設等運営権（主に小売）ごとに、楽観、中間、悲観の３パターン
で実施した経営シミュレーションについて、その結果を説明した。 

●委員会からの意見等 

・事業期間等（論点）の議論の方向性に応じ、シミュレーション条件等を一部見直し、引き続き作業を継続していただ
きたい。 
・公共施設等運営権制度の活用において、ＶＦＭが見込めることについては理解できた。 

ⅱ 需要想定の考え方の概要 
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中間想定を基本と考えているが、今後、一部想定
の見直しを予定している。 

《概要》 

※需要想定等の詳細については、当該事業が自由競争環境下にあることや有識者委員会から一部精査の必
要性についての意見もあったことから、今後精査の上、時期をみてお知らせする予定です。 



【議題２】 在り方検討の論点における考え方について 

ⅰ在り方検討の論点について 
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●議論の内容及び委員会からの意見等 
 

現在 公共施設等運営事業期間 事業期間終了後 

新会社 

（緊急保安等の一部業務） 

市 

市 

ガス小売 

ガス導管 

⑥適切なモニタリング ⑦職員の派遣 

④利用料金設定 
及び変更方法 

③事業期間の設定及び事
業終了時の取扱い 

その他（水道の維持管理） 

モニタリング（事業監視） 

水道の 
維持管理 
（一部） 

市 （市又は市指定の第三者） 

⑤運営権対価等 

市 

①事業範囲 
②既存出資会社との連携

方法 

論点項目 議論の内容 委員会からの意見等 

①事業範囲  第４回から継続して検討した 引き続き、小売と緊急保安等導管事業の一部とする方向で、
最適な事業範囲を検討して頂きたい 

②既存出資会社との連携方法 第４回から継続して検討した 競争性に配慮しつつ、受委託型の方向で検討を進めて頂きたい 

③事業期間の設定及び事業終了
時の取扱い 

主に事業期間につきマーケットサウンディ
ング結果等を踏まえて検討した 

民間の参画意欲に配慮する方向で検討を進めて頂きたい 

④利用料金の設定及び変更方法 料金上限の設定方法を検討した 現状の料金水準をﾍﾞｰｽに上限の条例化することを検討頂きたい 

⑤運営権対価等 民間事業者が支払う対価の考え方
（方法論のみ）について検討した 

運営権対価と株式譲渡対価の２つの方法について、今後検討
を進めて頂きたい 

⑥適切なモニタリング モニタリングの枠組みについて検討した 通常のセルフモニタリングや市のモニタリングに加え、専門家による
モニタリングも実施する方向性で検討を進めて頂きたい 

⑦職員の派遣 
 

職員派遣において活用可能な制度等
について検討した 

職員派遣を行うとした場合の方法としては、PFI法と、公務員退
職派遣法に基づくものがあり、本件は後者が望ましいと考える 

現在 公共施設等運営事業期間 事業期間終了後

新会社

（緊急保安等の一部業務）

市

市

ガス小売

ガス導管

⑥適切なモニタリング ⑦職員の派遣

④利用料金設定
及び変更方法

③事業期間の設定及び事
業終了時の取扱い

その他（水道の維持管理）

モニタリング（事業監視）

水道の
維持管理
（一部）

市 （市又は市指定の第三者）

⑤運営権対価等

市

①事業範囲
②既存出資会社との連携

方法



【議題３】 実施方針（素案）について 

ⅰ 実施方針とは ⅱ 実施方針表紙  

ⅲ 実施方針に記載される主な内容 

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI法）
に基づき、公共が公共施設等の維持管理等（本事業）を任せる民間事業者を
選定する際に作成する方針である。 

 ①民間事業者に任せる事業（業務）の内容、②事業の期間、③事業の期間
が終了した後の取扱い、④料金の定めやその改定方法、⑤民間事業者が公共
に対して支払う対価など、本事業に関する基本的な事項を定めるもの。 

 まずは公共においてこれを作成し、民間に公表して意見を募るなどした後、実際に
本事業を任せる民間事業者を選定する手続を進めていく。 

第１ 特定事業の選定に関する事項 
    ・事業範囲、事業期間、ガス料金等に関する事項を記載 
第２ 民間事業者の募集及び選定に関する事項 
第３ 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関す 
   る事項 
    ・リスク分担、事業の実施状況のモニタリング等について記載 
第４ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 
    ・運営権設定対象施設の概要、大津市ガス供給区域図等について記載 
第５ 実施契約に定めようとする事項及びその解釈について疑義が生じた場合に 
   おける措置に関する事項 
第６ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 
第７ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 
第８ その他特定事業の実施に関し必要な事項 

●委員会からの意見等 

 本事業では本市が出資する可能性がある点やガス小売事業と導管事業の特性等を踏まえて、事業継続困難時の
取扱等についても、詳細に検討をお願いしたい。 7 

●議論の内容 
 次回委員会での審議に向け、作成中の実施方針の素案についての主な記載予定内容について説明した。 
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第６回委員会の開催予定 

 【開催日時等】 

  日   時：平成29年9月25日（月） 15時00分から 

  場   所：新館5階251A会議室 

  その他  ：非公開で開催 

 【議題予定】 

  ・ 事業内容の詳細検討について      ・ 実施方針（案）について 

  ・ 在り方検討答申（案）について    ほか 

【参考】 ※「第３回大津市ガス事業の在り方検討委員会」資料より抜粋 

今後のスケジュール（予定） 実施方針（案）の作成に向けた検討スケジュール（予定） 


