
【提案者名：膳所チーム】
管理
No

様式番号 項目名 具体的な項目
提案書
該当頁

本市からの確認事項・懸念事項 提案者からの回答

1 Ⅰ-1
全体事業計
画

• 本事業等への基本的
な取組方針

1
当初の緊急保安に関する事務所は本市市役所との理解でよいでしょうか。 ご理解のとおりです。

2 Ⅰ-2（1） 業務体制等
• 業務実施体制
▷新会社の人員構成

3

保安部における「貴市1」の記載について、取締役ではなく、職員との想定でよ
いでしょうか。

保安部の「貴市1」（保安部長）は、貴市からの派遣人員の方を想定しておりま
す。もし貴市がその方に取締役待遇をご要望されるようでしたら、取締役（非
常勤）の「貴市1」の代わりに常勤取締役として保安部長に就いていただくこと
も想定しております。

3 Ⅰ-2（1） 業務体制等
• 業務実施体制
▷新会社の人員構成

3
代表企業より派遣される取締役（4名）について、該当者の代表企業における職
位は、どの程度の方を想定されていますか。

部長職以上で想定しております。

4 Ⅰ-2（1） 業務体制等
• 業務実施体制
▷新会社の人員構成

3

新会社の役職員の総数について、常勤役員、常勤役員の内役員兼務職員、非
常勤役員、非常勤役員の内役員兼務職員、監査役役員兼務でない常勤職員
及び監査役役員兼務でない非常勤職員のそれぞれの数について現在の想定
をご教示ください。

（職員≠貴市からの退職派遣職員ではなく、職員=社員として記載いたします）
新会社の役職員総数は48名を想定しており、その内訳は以下としております。
・取締役員（常勤）：3名（代表企業：3名。内、役員兼務職員2名）
・取締役員（非常勤）：4名（貴市：1名、代表企業：1名、構成員A：1名、構成員
B：1名。内、役員兼務職員0名）
・監査役役員：2名（貴市：1名、代表企業：1名。いずれも非常勤）
・監査役役員兼務でない常勤職員：39名（貴市：28名、代表企業：9名、構成員
A・B：2名。うち、取締役員兼務職員2名）
・監査役役員兼務でない非常勤職員：2名（構成員A：1名、構成員B：1名）

他、実施体制図には記載しておりませんが、現在安全サービス課に所属して
おられる嘱託職員（2名）・臨時職員（2名）について（募集要項等公表後開示資
料「014_現行緊急保安及び修繕の人員体制について」より参照）は、貴市から
のご要望に応じ、非常勤職員として受入を行いたいと考えております。

5 Ⅰ-2（1） 業務体制等
• 業務実施体制
▷新会社の人員構成

3
事業企画推進室所属の非常勤職員については、取締役（非常勤）とは異なる人
物であるとの理解でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

6 Ⅰ-2（1） 業務体制等
• 業務実施体制
▷新会社の人員構成

3
「貴市との共同営業」とは何を指しますか。 お客様からの要望を受け、貴市と連携し対応していたことを指しています。

7 Ⅰ-2（1） 業務体制等
• 業務実施体制
▷新会社の人員構成

3

総合インフラ事業の将来展開を見据えて、「事業企画推進室」を設置すると記
載されていますが、当初の想定は非常勤職員が2名との認識でよいでしょうか、
異なる場合は想定をご教示ください。また、事業期間中の人員配置数の予定に
ついて、現時点の想定があればご教示ください。

当初は、「事業企画推進室」に非常勤職員を２名配置することを想定していま
す。
新会社の事業拡大など大津市企業局様のニーズを把握した上で、将来検討
の進展に応じて段階的な増員あるいは常勤職員の配置を考えています。

8 Ⅰ-2（1） 業務体制等
• 業務実施体制
▷新会社の人員構成

3

事業企画推進室への代表企業からの人員の派遣、総合インフラ事業の将来展
開に対する代表企業の関与の想定についてご教示ください。

人員の派遣については、総合インフラ事業の内容に応じて、代表企業からも
派遣いたします。なお、総合インフラ事業の将来展開に対しても、事業内容に
応じて代表企業についても関与いたします。

9/19
追
57

Ⅰ-2（1） 事業体制等
• 業務実施体制
▷新会社の人員構成

3

添付6附帯業務に係る積算根拠の人員数について、外部委託化を進め、新会
社人員の削減を想定されているが、業務内容や委託先の能力状況等を踏まえ
増員対応とするなど見直す場合はありますか。

業務内容や委託先の能力状況等を踏まえ、外部委託化することで保安リスク
が高まることが予見される場合は、委託を延期・中止し、引き続き新会社人員
で業務を継続するものと想定しています。

大津市ガス特定運営事業等

   提案書類に係る確認事項への回答

H30.10.9 
第２回大津市ガス特定運営事業等審査委員会 

資料6 
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9 Ⅰ-2（2） 業務体制等
• モニタリングについて
（セルフモニタリング実
施方法等）

4

「代表企業の関係会社管理基準」とはどのようなものでしょうか、概要をお示しく
ださい。

代表企業では、代表企業グループ会社共通の規程を複数整備しております。
その中で、代表企業グループ全体の円滑な組織運営ならびに業務の品質向
上および効率化を図るため、次の措置を講じるとともに、適正な運用に努める
よう定めております。
①代表企業グループの各事業分野において関係会社を管理する代表企業内
の基本組織（経営サポート組織）を定めること、およびこれらの長をして、関係
会社の日常的な経営管理を行わせること。
②代表企業グループの業務の法令および定款への適合性および効率性等に
ついて、代表企業の監査部門による内部監査を行い、その監査結果を受けて
必要がある場合には、速やかに改善措置を講じること。
③代表企業グループの業務執行取締役および代表企業の基本組織長をし
て、財務報告の信頼性を確保するため、これに係る内部統制の整備、運用お
よび評価を行わせること。

10 Ⅰ-2（2） 業務体制等
• モニタリングについて
（セルフモニタリング実
施方法等）

4
監査法人とは、会計監査人とは別の監査法人であるとの理解でよいでしょうか
（添付1関係）

ご理解のとおりです。

11 Ⅰ-2（3） 業務体制等
• 本市からの派遣人員
についての考え方

5

本市からの再任用職員の給与について、「貴市で・・・支給される水準を上回る
ものとします。」と記載されていますが、具体的にどのような対応を想定をされて
いますか。

具体的な給与の支給水準については現在検討中ですが、例えば調整給によ
る差額補填等を行うことで、支給される水準を上回りたいと考えております。具
体的な対応策については、新会社の人事制度のしおりとしてまとめ、貴市内で
11月上旬頃から関係者に説明ができるように準備中いたします。

12 Ⅰ-2（3） 業務体制等
• 本市からの派遣人員
についての考え方

5

「給与は貴市で再任用職員等に支給される水準を上回るものとします」との記
載がありますが、どの程度上回ることを想定されていますか。

具体的な給与の支給水準については現在検討中ですが、例えば調整給によ
る差額補填等を行うことで、支給される水準を上回りたいと考えております。具
体的な対応策については、新会社の人事制度のしおりとしてまとめ、貴市内で
11月上旬頃から関係者に説明ができるように準備中いたします。

13 Ⅰ-2（3） 業務体制等
• 本市からの派遣人員
についての考え方

5

「再任用職員等」の等については、嘱託職員を想定されていますか。その他に
想定があれば合わせてご教示ください。

「等」については、貴市が定義されている「非常勤職員」として、貴市開示資料
「現行の緊急保安及び修繕の人員体制について」の組織図に記載のある「嘱
託職員2名」「臨時職員2名」を想定しております。

14 Ⅰ-2（3） 業務体制等
• 本市からの派遣人員
についての考え方

5

営業部および企画総務部に退職派遣者を希望されているが、事業開始から何
年程度を想定されていますか。

業務引継ぎをより着実に行うための期間として、以下の想定としております。
・営業部：1年程度
・企画総務部：3年程度（貴市派遣人員と新会社プロパー社員等の融和を図
り、より円滑な組織運営を実現すべく、営業部と比較して長期の在籍を想定し
ております）

15 Ⅰ-2（3） 業務体制等

• 導管事業の中立性確
保の観点からの導管業
務と小売業務の情報分
離体制・方法等

5

兼務の禁止について、「・・・業務範囲を切り分けます。」と記載がありますが、具
体的にどのような方法を考えておられますか。

小売事業者が実施すべき消費機器保安の業務については営業部、導管事業
者として貴市から業務委託を受ける緊急保安・点検業務は保安部が実施しま
す。

16 Ⅰ-2（4） 業務体制等
• 業務引き継ぎについて
の考え方

6
業務引継期間中における、プロパー社員の採用活動は想定していますか。 現時点では想定しておりません。

17 Ⅰ-2（4） 業務体制等
• 業務引き継ぎについて
の考え方、方法

6

添付3事業承継計画書で想定される課題を想定していただいていますが、道路
占用料、溶接フィルム等の項目は導管事業者に係るもので本事業には無関係
と思います。これら課題は改めて洗い出すということですか。

道路占用料については、譲渡資産で占用が発生する物が無ければ不要となり
ます。
溶接フィルムについては、例えば設備点検中に漏えいを発見し、漏えい要因
について推定・報告を行う場合、過去の施工状況に関する資料が必要と考え
記載しております。
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18 Ⅰ-2（4） 業務体制等
• 業務引き継ぎについて
の考え方

6

「貴市派遣人員の登用」について、業務総括責任者（部長）やその下位社員の
配置について、本市の人事制度上の昇格等との関連について現時点での考え
があればご教示ください。

貴市派遣人員の昇格があれば、その職務階級に対比させた配置を検討いた
します。

19 Ⅰ-3（1） 地域貢献 • 地元企業の活用 7

地元委託先企業B及び地元企業に対し、「新会社保安部を通じた保安関連業
務再委託の維持・拡大を実現」とありますが、拡大の対象となる業務の想定が
あれば、ご教示ください。

緊急保安業務の一部（平日昼間1班2名分）の再委託を考えています。
また、貴市と協議の上とはなりますが、緊急修繕および設備管理等における
地元委託先企業Bへの再委託の範囲拡大についても前向きに検討したいと考
えています。

20 Ⅰ-3（1） 地域貢献 • 地元企業の活用 8

「設備管理」との記載がありますが、具体的にどのような設備の管理を想定され
ていますか。

要求水準書に定められた以外の業務であり、例えばガス管に関する他工事対
応等を想定しています。　提案書31頁　Ⅱ―2(1)-6の『導管業務の更なる業務
範囲の拡大』に記載の通り、導管業務全般への拡大については貴市との協議
を通じて検討してまいります。

21 Ⅰ-3（2） 地域貢献
• 地域雇用の維持、拡
大についての考え方

9
設立当初はプロパー職員は不在との理解でよいでしょうか。 ご理解のとおりです。

22 Ⅰ-3（2） 地域貢献
• 地域雇用の維持、拡
大についての考え方

9

ガス・水道事業の業務量増加とは具体的にどのような業務を想定しています
か。

新会社及び当コンソーシアムが自発的に業務量の増加を図ることができるも
のとしては、地元委託先企業Aの営業支援を通じたガス機器拡販による営業・
施工業務の増加、ガス需要拡大による地元企業の工事業務の増加等を想定
しています。
また、ガス・水道事業を問わず、貴市からの要望に応じて、業務範囲の拡大に
ついても対応を検討いたします。

23 Ⅰ-3（2） 地域貢献
• 地域雇用の維持、拡
大についての考え方

9

人員数および外部委託が共に増加しているような表現になっていますが、添付
6附帯業務に係る積算根拠では新会社人員は減少となっているのはなぜです
か。

P3の総合的インフラ事業の将来展開や、P31の導管業務の更なる業務範囲の
拡大が実現することで、新会社の人員数が増加し得ると考えております。
ただし、現時点で定量的な想定が難しいことから、添付6附帯業務に係る積算
根拠においては上記業務量の拡大を織り込んでおりません。

24 Ⅰ-3（3） 地域貢献
• 地域経済・社会への貢
献

9

新規採用について、本事業は20年間と期限が定められていますが、採用活動
ではどのような説明をお考えですか。

本事業期間にわたる有期限の雇用である前提で採用活動を行います。但し、
事業期間終了後も、本事業等の承継先での継続雇用が可能となるよう協議さ
せていただきたいと考えております。

25 Ⅰ-4(1)
収支計画の
妥当性

• 全体収支計画書（販売
量、損益計算書、キャッ
シュ・フロー計算書、貸
借対照表）

11

使用量100万m3以上の顧客について事業期間中のスイッチングが生じない計
画であるが、販売量維持の具体的な施策はありますか。

料金、商品・サービスに関して総合的な提案を顧客に対して行うことで、維持
に努めたいと考えています。
特に商品・サービス面において、提案書本紙P18・19に記載している高効率な
機器の導入やICT・メンテナンス・ファイナンスといったサービスラインナップか
ら、顧客個別のニーズに応じた最適な提案を行ってまいります。

26 Ⅰ-4(1)
収支計画の
妥当性

• 全体収支計画書（販売
量、損益計算書、キャッ
シュ・フロー計算書、貸
借対照表）

11

10万m3未満の顧客（業務用）の離脱率を20年間で14%との記載がありますが、
その算定根拠についてご教示ください。

代表企業の供給区域において発生している、10万m3未満の顧客（業務用）の
競合状況を加味し、算定しております。
なお貴市の顧客分布想定については、公開いただいた資料の「事業年報」「
契約種別ガス販売量」等のデータを元に試算しております。

27 Ⅰ-4(1)
収支計画の
妥当性

• 全体収支計画書（販売
量、損益計算書、キャッ
シュ・フロー計算書、貸
借対照表）

11

10万m3未満の顧客（家庭用）の離脱率を20年間で15%との記載がありますが、
その算定根拠についてご教示ください。

代表企業の供給区域において発生している、10万m3未満の顧客（家庭用）の
競合状況を加味し、算定しております。
なお貴市の顧客分布想定については、公開いただいた資料の「事業年報」「
契約種別ガス販売量」等のデータを元に試算しております。

28 Ⅰ-4(1)
収支計画の
妥当性

• 全体収支計画書（販売
量、損益計算書、キャッ
シュ・フロー計算書、貸
借対照表）

11

添付5全体収支計画の貸借対照表に「仮受消費税」が毎期6億円超計上されて
いますが、なぜ期末に「仮受消費税」が残るのかご説明ください。

賃借対照表上、期末に計上されるのは「仮受消費税」ではなく、「仮受消費税」
と「仮払消費税」の差分としての「未払消費税」になります。
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29 Ⅰ-4(1)
収支計画の
妥当性

• 全体収支計画書（販売
量、損益計算書、キャッ
シュ・フロー計算書、貸
借対照表）

11

添付5全体収支計画のガスの販売量において、100万㎥以上に関しては、契約
の維持が掲げられていますが、もし大幅な販売量の減少が生じた場合の影響
と対応策についてお教えください。

代表企業における100万m3以上の顧客については、競合が激しく、利益率は
低下傾向にあります。したがって大幅な販売量の減少が生じた場合において
も収支上の影響はさほど大きくないと考えております。減少後の対応策として
は、No.25で回答したように、総合的な提案を重ねて販売量の回復を目指しま
す。

30 Ⅰ-4(1)
収支計画の
妥当性

• 全体収支計画書（販売
量、損益計算書、キャッ
シュ・フロー計算書、貸
借対照表）

11

添付5全体収支計画の損益計算書のその他の内容をお教えください（業務別に
記載していただいても可です）。

各業務の「その他」の内容は、以下の通りです。
【小売業務】：諸経費、登録免許税、等
【導管業務及びLPガス業務】：消耗品費、諸経費、保険料、講習費、引越費
用、等
【水道業務】：共通仮設費、諸経費、保険料、引越費用

31 Ⅰ-4(1)
収支計画の
妥当性

• 全体収支計画書（販売
量、損益計算書、キャッ
シュ・フロー計算書、貸
借対照表）

12

基本料金があるため、通常販売量が減少する局面ではでm3当たりガス売上原
価は逓増すると思料しますが、事業期間中逓減しているのはなぜですか。

売上原価の低い10万m3以上顧客の販売量減少影響よりも、売上原価の高い
10万m3未満顧客の販売量減少影響の方が大きいため、結果的に全体のm3
当たりガス売上原価は逓減しています。

32 Ⅰ-4(1)
収支計画の
妥当性

• 全体収支計画書（販売
量、損益計算書、キャッ
シュ・フロー計算書、貸
借対照表）

12

初年度赤字であり自己資本が少ないが、債務超過とならないための方策はあ
りますか。

貴市公表データ及びコンソーシアム企業の豊富な知見に基づき、実現可能性
の高い計画を策定していますので、債務超過に陥る可能性は僅少であるもの
と認識しています。

33 Ⅰ-4(1)
収支計画の
妥当性

• 資金調達の確実性
▹事業期間における資
金調達に関する考え方

12

代表企業のグループ会社の資金過不足を一括で管理する資金管理システムに
ついて、その概要をご教示ください。

資金管理システムとは、代表企業が、代表企業およびグループ会社の資金を
集中し、また、一元的に資金調達を実施して、貸付を行う等の仕組みのことで
す。
新会社は、資金調達・運用業務の効率化と、経済的に有利な資金調達・運用
が可能になります。

34 Ⅰ-4(1)
収支計画の
妥当性

• 資金調達の確実性 12

当初の仕入れコストはいつ・どのように決済することを想定されていますか。 新会社が上記の資金管理システムに参加することで、代表企業からの資金貸
付枠を設定し、新会社が借入を行った資金で、当初の仕入れコストの決済を
行うことを想定しています。

9/26
追
1

Ⅰ-4(1)
収支計画の
妥当性

• 資金調達の確実性 12

売上原価については、10万ｍ3未満の顧客と10万ｍ3以上の顧客で別の単価を
用いているという理解でよろしいでしょうか。具体的に両者はどの程度の差があ
るのでしょうか。

①10万ｍ3未満の顧客②10万ｍ3以上100万m3未満の顧客③100万m3以上の
顧客の3種類で別の単価を想定しております。①と③の間では15円/m3程度
の差を想定しています。

9/26
追
2

Ⅰ-4(1)
収支計画の
妥当性

• 資金調達の確実性 12

仮に計画が下振れし、債務超過に陥った場合の対応策について、現時点で想
定されているものがありましたら教えてください。

貴市公表データ及びコンソーシアム企業の豊富な知見に基づき、実現可能性
の高い計画を策定していますので、債務超過に陥る可能性は僅少であるもの
と認識しておりますが、万が一想定外の事象により計画が下振れし、債務超
過に陥った場合については、増資を行うことも検討いたします。

9/26
追
3

Ⅰ-4(1)
収支計画の
妥当性

• 資金調達の確実性 12

売掛金の回収サイト及び買掛金の支払サイトについて、どのような想定をおい
ているのか教えてください。

売掛金の回収サイト及び買掛金の支払サイトは、貴市および代表企業の財務
データを基に
・売掛金：1.6ヶ月
・買掛金：1.4ヶ月
・未払金：1.0ヶ月
と想定しています。

4/8



管理
No

様式番号 項目名 具体的な項目
提案書
該当頁

本市からの確認事項・懸念事項 提案者からの回答

資料6 

35 Ⅰ-4（2）
収支計画の
妥当性

• 附帯業務に係る収支
計画

13

「導管業務及びLPガス業務」については、損益ゼロ、「水道業務」については、
事業期間を通じて赤字の想定となっていますが、これを改善する術はないとお
考えですか。

貴市とのやりとりに基づき、「導管業務及びLPガス業務」及び「水道業務」の収
支については、原則、売上と費用が同額になるとの理解の下、計画を策定して
います。
水道業務の赤字想定については、同業務が高度な専門性と迅速な対応力を
必要とする業務であるとの認識の下、確実･効果的･効率的な技術承継及び業
務履行を実現するため、十分な人員を配置する計画としていることに起因して
います。
あくまで、貴市設定の想定金額を念頭に置いた計画となっていることから、当
コンソーシアム企業が業務を引き継いだ以降の企業努力による費用削減によ
り、改善することも有り得ると考えています。

36 Ⅰ-4（2）
収支計画の

妥当性
• 附帯業務に係る収支
計画

13

人件費について、提案書では平均単価を設定し計上しているとありますが、添
付6では本市からの派遣者の人件費の変動幅が非常に大きいのはなぜです
か。
（\9,032～17,200千円/人・年）

添付6 附帯業務に係る積算根拠の、１．（２）水道業務に係る費用負担額（Ｂ業
務）の積算について、本市からの派遣人員に再任用職員等人員の雇用を合算
した収支計画想定をしていることに起因しています。また、同２．（２）水道業務
に係る人員について、その他の人員の欄に再任用職員等人員の記載があり
ませんが、再任用職員の雇用を含む人員計画を想定しています。
２．（２）水道業務に係る人員 について再任用職員を含めた場合の人員計画
は、以下の通りになります。
　・H32/3月期～H34/3月期：現在の添付6の資料と相違なし
　・H35/3月期～H45/3月期（11年間）：
　　・再任用職員等人員：1→1→2→2→3→2→3→2→2→1→1　名を計上
　　・その他の人員：3→3→4→4→5→4→5→4→4→3→3　名に変更
　　・合計：7→7→7→7→7→6→6→5→5→4→4　名に変更
　・H46/3月期～H51/3月期：現在の添付6の資料と相違なし
この時、２．（３）附帯業務に係る人員の合計について再任用職員を含めた場
合の人員計画は、以下の通りになります。
　・H32/3月期～H34/3月期：現在の添付6の資料と相違なし
　・H35/3月期～H45/3月期（11年間）：
　　・再任用職員等人員：6→8→11→10→14→13→14→10→8→4→3　名を計
上
　　・その他の人員：12→16→19→19→23→23→24→23→23→22→22　名に
変更
　　・合計：30→32→31→29→29→28→26→25→25→24→24　名に変更
　・H46/3月期～H51/3月期　現在の添付6の資料と相違なし

このとき、収支への影響はございません（再任用職員分含めた人件費として費
用計上済み）が、１．(２)水道業務に係る費用負担額（B業務）の積算　につい
て、「人件費（本市からの派遣人員）」を「人件費（再任用職員等人員）」と細分
化した場合、３．(２）平均人件費単価については以下の通りになります。
　・H32/3月期～H34/3月期：現在の添付6の資料と相違なし
　・H35/3月期～H45/3月期（11年間）：
　　・本市からの派遣人員：いずれの年度も9,032千円に変更（うち給与・手当
7,677千円、社会保険料（事業主負担分）1,355千円）
　　・その他の人員：6,416→6,331→6,192→6,258→6,117→6,172→6,141→
6,336→6,446→6,664→6,721千円に変更
　　　（うち、給与・手当：5,454→5,382→5,263→5,319→5,199→5,246→5,220→
5,386→5,479→5,664→5,713千円
　　　　　　　社会保険料（事業主負担分）：962→950→929→939→918→926→
921→950→967→1,000→1,008千円）
　・H46/3月期～H51/3月期　現在の添付6の資料と相違なし

5/8
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37 Ⅰ-4（2）
収支計画の
妥当性

• 附帯業務に係る収支
計画

13

役員報酬と人件費について、その内訳をご教示ください。 附帯業務に係る役員報酬及び人件費の内訳は以下の通りです。
＜導管･LPガス業務＞
役員報酬 ： 0百万円　※役員なしのためゼロ
人件費 ： 152百万円（20年平均）
＜水道業務＞
役員報酬 ： 0百万円　※役員なしのためゼロ
人件費 ： 56百万円（20年平均）

尚、上記2業務に係る人件費単価（法定福利費含む）の前提は以下の通りで
す。
＜導管･LPガス業務＞
貴市からの派遣人員 ： 約9.0百万円/年
代表企業からの派遣人員 ：約9.2百万円/年
直接雇用人員 ： 約6.7百万円/年
再任用職員等人員 ： 約5.4百万円/年
＜水道業務＞
貴市からの派遣人員 ： 約9.0百万円/年
再任用職員人員 ： 約5.4百万円/年
構成員A･Bからの派遣人員 ： 約15.0百万円/年

38 Ⅰ-4（2）
収支計画の
妥当性

• 附帯業務に係る収支
計画

13

収支計画の試算にあたり、原料調達価格をどのように設定されていますか、ご
教示ください。

事業期間を通じ、原料調達価格を47,080円/ｔonで設定しております。
こちらの数字は、2018年7月11日貴市開示資料「006_平成30年度事業年報」の
「平均原料価格の推移表」におけるH30.3時点の値を採用しています。

9/26
追
4

Ⅰ-4（2）
収支計画の
妥当性

• 附帯業務に係る収支
計画

13

添付6の3(2)においては、「※上記の平均人件費単価は20年間同額で推移する
ものとし、事業期間にわたって一致させてください。」に関して、現状は一致して
いないものと認識しております。
このため、「本市からの派遣人員」については、「※上記の平均人件費単価は
20年間同額で推移するものとし、事業期間にわたって一致させてください。」を
満たすよう関連項目も含め修正の上、再度添付6をご提出ください。
なお、「その他の人員」については、一致しない場合があるため、必ずしも平均
人件費単価を20年間同額で推移するものとする必要はございません。

別添でファイル送信いたします。

39 Ⅰ-4（3）
収支計画の
妥当性

• 事業リスク管理
▷想定されるリスク

14

原料価格高騰のリスクに関して、料金上限の発意後、議会の議決を得るのに
一定の期間が想定されますが、その間、新会社の収支安定が必要な場合は、
代表企業のもつ資金管理システムによる融資で対応するという理解でよいで
しょうか。

原料価格高騰リスクに限らず、収支安定が必要な場合は代表企業がその時
点で最適と考えられる資金調達手法を検討し調達します。

40 Ⅰ-4（3）
収支計画の
妥当性

• 事業リスク管理
▷想定されるリスク

14

代表企業グループの「関係会社保険プログラム」とはどの様なものですか。 財物損害・賠償責任等を保険種目としており、代表企業グループ会社は加入
する保険を選択できます。
代表企業グループ全体で加入することで安価な保険料で加入できる保険で
す。

41 Ⅰ-4（3）
収支計画の
妥当性

• 事業リスク管理
▷想定されるリスク

14

初期投資期中の資金不足への対応に関して、「コンソーシアム企業の出資・・・
合意しています。」とあるが、これにより初期の資金不足に対してどの様に機能
するのでしょうか。

同表2点目に記載のとおり、代表企業の資金貸付枠を設定することで、資金不
足に対応することを想定しております。

42 Ⅱ-1（1） 小売業務
• 料金施策
▷料金水準・料金メ
ニュー

17

事業期間中に設定を検討される具体的な割引メニューとして、各割引メニュー
の記載がありますが、選択約款料金の追加メニューという認識でよろしいです
か。

ご認識の通り、選択約款料金の追加メニューという認識でございます。

6/8
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資料6 

43 Ⅱ-1（1） 小売業務
• 商品設計（料金施策を
除き、任意事業として行
う事業も含む）

18

例示しているAmazonプライム等、代表企業の実施している商品・サービスは、
全て新会社でも実施するとの理解でよろしいですか。

Amazonプライムをセットにした電力料金については新会社が代表企業の代理
販売を行うことで展開してまいります。その他、一部サービスはシステム等の
環境が整い次第、展開します。

44 Ⅱ-1（1） 小売業務
• 商品設計（料金施策を
除き、任意事業として行
う事業も含む）

20

本市への要望事項が記載してありますが、本市が対応できないことで不可能と
なる提案はありますか。

事業開始時において、貴市が対応いただけないことで不可能となる提案はご
ざいません。ただし、余剰電力の買い取りは、現行の代表企業でのスキームを
貴市エリア内で展開する場合、より一層、市民にメリットを享受いただくため
に、貴市から小売事業者に対して、託送収支増加分の一部を還元いただくこと
も視野に入れ検討させていただきたく存じます。

45 Ⅱ-1（1） 小売業務
• 商品設計（料金施策を
除き、任意事業として行
う事業も含む）

20

新会社において提供・展開される予定の商品・サービス（例：警報器リース）等
の情報管理は、新会社で準備されるという認識でよろしいですか。

提供・展開される予定の商品・サービス（例：警報器リース）等の情報管理は代
表企業が準備いたします。

46 Ⅱ-1（1） 小売業務
• 商品設計（料金施策を
除き、任意事業として行
う事業も含む）

20

要望事項のサービスのワンストップ化による利便性向上のためのシステム連
携・統合について、第１回ヒアリング（回答Ｎｏ139）でシステム連携・統合は不可
と回答しています。
要望が実現できないことにより、ご提案内容に影響はありますか。

貴市が対応いただけないことで不可能となる提案はございません。市民サー
ビスのさらなる向上に向けて、事業期間中においても、サービスのワンストップ
化をはじめとした取組みを貴市と協議したいと考えております。

47 Ⅱ-1（3） 小売業務
• 需要家保安に関する
業務体制、実施方法

24

臨時供給の実施として提案されている移動式ガス発生設備は代表企業所有の
ものを使用することを想定されているのか。それとも新規に購入するなど別の
想定をされていますか。

代表企業所有のものを使用することを想定しています。

48 Ⅱ-1（3） 小売業務
• 需要家保安に関する
業務体制、実施方法

24

災害時の対応体制について、「代表企業では災害発生時の迅速対応をめざし、
予め体制を定めており、災害発生後すみやかに体制を構築し、他部門と連携し
ながらお客様対応を行います。」とありますが、新会社においても同様の体制を
構築するとの理解でよいでしょうか。又は代表企業としてバックアップする想定
とのことでしょうか。後者の場合、広域的な災害時は、本市の復旧に係るベース
要員がいなくなるということは無いですか。

新会社が同様の体制を構築し、対応していくことと想定しております。災害発
生時に新会社が迅速に対応できるよう、平時より代表企業のマネジメントノウ
ハウ等を新会社に展開していきたいと考えております。

49 Ⅱ-1（4） 小売業務
• コンプライアンス管理
体制

25

グループ会社としてのコンプライアンス体制に組み込まれるとの理解でよいで
しょうか。

貴市のコンプライアンス推進における取組みを十分に理解したうえで、貴市が
実施している施策及び代表企業で実施している施策の中から、最適な施策を
新会社にて実施することで、より高いレベルでのコンプライアンス管理体制の
構築を目指します。

50 Ⅱ-1（4） 小売業務 • 苦情受付方法 25

小売事業登録上必要な苦情受け付け体制に関しての現時点での考え方をご教
示いただけますか。

受付業務は貴市に委託しますが、委託元としては新会社の営業部が行いま
す。
お客さまからの苦情及び問合せの方法については、電話およびホームページ
上の問合せフォームにおいても苦情及び問合せを受付する予定です。

51 Ⅱ-1（4） 小売業務 • 苦情受付方法 26

代表企業の苦情対応システムを記載いただいていますが、本市お客様セン
ターとの連携はどのように行う想定ですか。

代表企業がこれまで培ってきたノウハウを新会社の営業部に移管します。新
会社は委託先の貴市および貴市の再委託先との協議の中で、代表企業のノ
ウハウ等を貴市お客さまセンターにも連携していきたいと考えております。

52 Ⅱ-2（1） 附帯業務

• 導管業務の業務体
制、実施方法
▷緊急保安・修繕・点検
等の業務体制

28

緊急保安は常時6名必要であり、28ページの図では新会社社員の体制は3名×
5班と記載があります。残り3名×5班は新会社からの委託先の社員が配置され
るという理解でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、事業開始時点においては、円滑な事業承継のた
め、新会社の人員にて平日昼間の6名×5班を確保いたします。
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管理
No

様式番号 項目名 具体的な項目
提案書
該当頁

本市からの確認事項・懸念事項 提案者からの回答

資料6 

53 Ⅱ-2（3） 附帯業務

• 水道業務の業務体
制、実施方法
▷漏水等緊急対応・修
繕・点検等の業務体制

34

体制図に記載されているコンソーシアム社員が担う水道業務連携担当者の職
務・位置づけについて具体的にはどのような役割を担う想定ですか。

現在、貴市より受託、実施中の水道施設運転管理業務の総括責任者または
副責任者を水道業務連携担当者として選任予定です。
水道業務連携担当者は、水道施設運転管理業務において発生した、異常や
緊急事態等の連絡・情報共有窓口の役割を果たします。例えば、配水池の異
常水位低下を貴市に伝えると同時に新会社へも連絡することにより、断水リス
クを低下させます。

54 Ⅱ-2（3） 附帯業務

• 水道業務の業務体
制、実施方法
▷漏水等緊急対応・修
繕・点検等の業務体制

34

水道の漏水等緊急対応業務に関する班体制は具体的にはどのようになってい
るか。2名（直営1名＋委託1名）×5班ということでよいでしょうか。

水道の漏水等緊急対応業務に関しては、2名×5班の体制を想定しています。
直営、委託の内訳（班構成）については、貴市派遣職員数や、委託先従事者
のスキルレベルに応じて決定します。

55 Ⅱ-2（3） 附帯業務

• 水道業務の業務体
制、実施方法
▷漏水等緊急対応・修
繕・点検等の業務体制

34

要求水準書上求めている給水装置工事主任技術者は配置可能という理解でよ
いでしょうか。

要求水準書上で求められている給水装置工事主任技術者を確実に配置しま
す。
同資格者は、貴市派遣職員またはコンソーシアム派遣人員または委託先従事
者より配置します。

56 Ⅱ-2（3） 附帯業務

• 水道業務の業務体
制、実施方法
▷漏水等緊急対応・修
繕・点検等の業務体制

34

P34の水道業務の実施体制において、記載されている人員数と添付6の附帯業
務における人員数に相違が見受けられるがなぜですか。

P34の水道業務の実施体制に記載のとおり、貴市派遣職員、再任用人員、当
コンソーシアム派遣人員、外部委託により構成する段階的人員計画を想定し
ています。
貴市派遣職員は最大限に受入れ、定年後も６５歳まで再任用人員として雇用
することを見込んでいます。

添付6 附帯業務に係る積算根拠の、１．（２）水道業務に係る費用負担額（Ｂ業
務）の積算については、段階的人員計画に基づき、再任用人員の雇用を考慮
した収支計画となっています。

同２．（２）水道業務に係る人員についても、その他の人員の欄に再任用職員
等人員の記載はありませんが、前述のとおり再任用人員の雇用を含む段階的
人員計画を想定しています。
（再任用職員等人員を記載した場合の人員計画については、No.36にて回答
済）
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