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Governance
企業統治

Environment 
環境

掘削土の抑制
ガス導管の敷設工事などで発生する掘削土を削減する

ため浅層埋設を行っています。また、埋め戻しの際には、が
れき類をリサイクルした砕石を使用しています。2 019年度
のリサイクル砕石使用量は、96 8 8.4㎥で、77.0％使用とな
りました。

ポリエチレン管のリサイクル
耐震性や施工効率に優れたポリエチ

レン管の埋設に伴い、施工時に出る端
材などを回収し、固形燃料としてリサイ
クルしています。2 019年度は 1.1tを搬
出し、リサイクルしました。

ガスメーターの再使用
お客さま先に設置されているガスメーターは、10年の検
定期間ごとに交換します。取り外したガスメーターは、メ
ーター製造会社で消耗部品の交換や再検定を行い、新品同
様の性能にしたメーターを、再び購入しています。2 019年
度は、都市ガス用メーター
を 6,8 8 8台購入し、うち
2,492台が再使用メーター
でした。

環境理念と体制
19 9 7年に環境基本理念および環境行動指針を策定し、グループ全社を挙げて環境保全活動を推進しています。2 0 07年 6

月には環境行動指針を一部改訂し、より積極的な活動を展開しています。

環境マネジメントシステムの運用
岩瀬工場と太閤山供給所は、2 0 01年2月に環境マネジメントシステムの国
際規格である ISO14 0 01の認証を取得。2 019年2月に認証を更新しました。
環境活動の質を継続的に向上させるため、その運用は PDCAサイクルに沿って
全社的に推進しています。

環境基本理念
日本海ガス絆ホールディングスグループは、
エネルギー・コミュニケーションを通じて、人・
環境・技術の融和を実践し「人と環境にやさ
しく豊かな社会づくり」に貢献します。

環境行動指針
1 事業活動における環境負荷を低減します。

2 廃棄物を抑制し、リサイクル活動を推進します。

3 ���地域における環境保全活動を推進し、�
環境意識の高揚に努めます。

廃棄物の抑制とリサイクル活動の推進

環境 Environment

Plan
■計画
■環境目標

Check
■点検

Do
■実施
■運用管理

Action
■見直し
■トップヒアリング

事業活動と環境負荷
2 019年度の事業活動において投入したエネルギー量と排出した CO2や廃棄物の

量は次のとおりです。ガスの製造からお客さま先でのご使用にいたるまでの一連の事業活
動に伴う環境負荷の低減に努めています。

「ESG」は企業が持続可能な成長を目指すために必要な 3つの要素、環境（Environment）、社会（Social）、企業統
治ガバナンス（Governance）の頭文字をとったもので、これら 3つの要素は、「サステナビリティ分野において、企業
や組織、国家の取り組みがどれほど進歩しているか」を評価する指針として活用されています。

岩瀬工場 太閤山供給所

ショールームPrego 社有車
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INPEX富山ラインより天然ガス受入 LNGサテライト LPガス充填所

   PLガス 108,392千㎥
   LNG 12,838t
   LPガス 43,973t

原　料

ガス販売量
都市ガス 121,972千㎥
LPガス 44,479t
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環境 Environment 

事業活動における環境負荷の低減
都市ガス製造・供給時の CO2排出原単位の削
減2 0 0 4年から LNG（液化天然ガス）への転換を
実施したことにより、エネルギー使用量を大幅に削
減しています。LNG導入前の 2 0 0 3年度と比べ、
2 0 07年度では CO2排出原単位を 9 2％削減しま
した。2 0 0 8年度以降は、空温式気化器と温水式気
化器の運転パターンを見直すなど CO2の削減に取
り組んでいます。2 016年10月より INPEX富山ラ
インからの天然ガス受入れを開始したことにより、
LNGからのガス製造との併用供給を行っています。
このため、LNGからのガス製造量削減に伴う製造
工程のエネルギー使用量が削減されました。

環境性
天然ガスは、メタン（CH4）を主成

分とする可燃性ガスです。石炭や石
油と比べて、地球温暖化の原因とさ
れる二酸化炭素（CO2）や、光化学ス
モッグなど大気汚染の原因となる窒
素酸化物（NOx）の排出が少なく、
液化の際に硫黄分や不純物を取り
除いているため、酸性雨の原因とな
る硫黄酸化物（SOx）を排出しませ
ん。化石燃料の中では最もクリーン
なエネルギーです。

地域における環境保全活動の推進
ノーカーデーの推進
マイカー通勤者が原則月2回マイカー以外の方法で通勤するノーカーデ
ーを実施しています。公共交通機関を利用したり、近隣の社員同士が「相
乗り」することでマイカー通勤時に発生する燃料使用量を削減し、CO2の
排出削減に貢献しています。マイカーを使用しない通勤方法への変更を推
奨するため、「エコ通勤手当」を支給しています。

ガスの高度利用と循環型経済の推進
ZEHへの貢献
エネファームは、都市ガスや LPガスの成分中に含まれ
る水素を取り出し、大気中の酸素と化学反応させること
により発電し、発電時の排熱を給湯や暖房に利用する家
庭用コージェネレーションシステムです。また、エネファ
ームはガスを燃焼することなく利用するため、CO2の排
出量が極めて少ないシステムです。

自然災害に強く 
環境に優しい街づくりへの貢献
ガスコージェネレーションシステムは、ガスエンジンやガスタ

ービンで発電すると同時に、発電時に発生した排熱を回収する
システムです。排熱を生産用蒸気や空調など無駄なく利用する
ことで約8 0％の高い総合効率が得られます。分散型発電シス
テムとして、電力需要のピーク時に運転することで、夏季日中の
ピークを抑制し、電力の負荷平準化や節電に貢献します。

累計販売台数とお客さま先でのCO2抑制量
累計販売台数
（台）

お客さま先での
CO2 抑制量（t）

エネファーム 862 1,071

エコウィル 126 53

エコジョーズ 16,567 3,534

ハイブリッド給湯器 514 173

太陽光発電システム 44 52
（出典：日本ガス協会『都市ガス事業の現況2018-2019』を基に作成）
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電気の使用するCO²排出係数は、0.640kg-CO²/㎥を使用（北陸電力㈱ 2017年度実排出係数）
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INPEX富山ライン
（日本海ガス供給所）
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会社案内、
環境・CSR 活動の

ご紹介

ショールーム Prego の
ご紹介 採用情報

行動理念
当社グループの企業活動は、お客さま、取引先、株主、地域社会、行政機関、従業員など、さまざまな利害関係を有する方々との
かかわりの中で進められています。ステークホルダーとの継続的なコミュニケーション機会を通じ、皆さまのご意見・ご要望に
真摯に耳をかたむけ、それらを企業活動に反映するとともに、タイムリーできめ細かい情報発信を行うことで信頼・評価される
企業集団を目指していきます。

CS 向上の取り組み
お客さまからのご要望にお応えし、ご満足いただけるよ
う常にサービスの向上に努めています。CS（お客さま満足）
向上のアクションプランとして、次の行動指針を定めていま
す。

お客さまコールセンター
ガス使用のお申込、ガス機器修理のご依頼、ガス工事の

お問合せなどお客さまからのあらゆるご要望、ご相談など
年間約6万5千件の電話をお受けしています。

社会 Society 

お客さま

地域社会

お客さまの声
お客さまから電話やインターネット、業務機会などを通じ
てお寄せいただいた貴重なご意見は、「お客さまの声」とし
てお客さまコールセンターに集約し、一元管理しています。
お客さまの声活用会議では、全社で「お客さまの声」を共有
し業務改善につなげています。

ホームぺージ・facebookページ
ホームページでは、さまざまな情報をお伝えするととも

に、お客さまからの各種お申し込みの受付、お問い合わせ
やご意見も承っています。インターネットの交流サイト「フ
ェイスブック（facebook）」にも３つの専用ページ（日本海
ガス・Pregoクラブ・日本海ガス絆ホールディングスグルー
プ リクルート）を開設しています。

エネルギー環境教育
工場・供給所施設見学会
岩瀬工場および太閤山供給所では、事業所周辺の

緑化や遮音により地域の環境保全に努めています。
また、工場・供給所への見学会を実施し、天然ガスの
クリーン性・環境保全活動を紹介しています。地元
自治体や中学校、児童クラブ、その他エネルギー関
連団体など、2 019年も多くの見学依頼をいただき、
工場設備や天然ガスの特性などをご紹介しました。

出張授業
2 0 1 9年 5月 2 2日、

23日の 2日間に亘り、富
山県立富山工業高等学
校の全学科の 2年生を
対象に、「ものづくり」産
業が集中する富山において当社グループがどのよう
にエネルギーをお届けしているのか、そしてエネルギ
ー利用の最新状況などについて講義をしました。ま
た、11月7日には、富山国際大学現代社会学部で「ガ
スエネルギーの利用、日本海ガス絆ホールディング
スグループの環境活動、SDGsへの貢献」などにつ
いて講義をしました。

食育
料理教室
火を使った料理のおいしさや安全に料理をするこ

とを体験し、食の楽しさ・大切さを知っていただく機
会として、料理教室を開催しています。「ちゃんと火
を使える子どもになってほしい」というコンセプトの
もとでの子ども料理教室や親子料理教室を開催し
ています。

就業体験
大学生のインターンシップの受け入れ、中学生の就業体験などを

実施しました。大学生のインターンシップは、学生の希望に沿うよう
1day、3daysなど短期就業プログラムも編成し、延べ 4 3名を受け
入れました。中学
生の就業体験は社
員とともに、工場設
備点検などを体験
いただきました。

全社統一行動指針

1 訪問前のアポ取りの徹底
2 作業前の事前説明の励行
3 お客さまとの約束・ルールの遵守
4 作業完了時の清掃・後片付けの励行
5 作業完了後のアフターフォローの徹底
6 作業完了後、5分間のお客さまとの対話

お客さまの声活用会議
お客さまの声の分析

ＣＳ向上・業務品質向上の取り組み

ご
意
見

ご
要
望

ご
不
満

お
ほ
め

お客さま

全社業務改善とCS向上へ

担当部門

初期対応
結果と改善内容報告

お客さまコールセンター
お客さまの声の管理

富山県立富山工業高校出張授業
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社会 Society 

株主さま・社員

株主さま
情報開示とコミュニケーション
事業や決算の概要をご報告するための事業報告書「株主の皆さ
まへ」を定時株主総会決議ご通知とともにお送りしています。また
毎年9月から10月にかけ株主さまとの懇談会を開催し、各事業の
現状や今後の事業展開についてご説明し、オープンな意見交換の場
とさせていただいています。ホームページでは IR関連情報を公開し、
株主さまをはじめ多くの皆さまに情報を発信しています。

安全衛生の取り組み
社員の健康管理として、全社員を対象としたインフルエン

ザ予防接種、定期健康診断の検査項目に乳がん検診を追
加するなどしています。アルコール検知器を全事業所に設
置し前日飲酒した場合のチェックを行うなど、飲酒に対する
自己管理と安全運転の徹底に努めています。

7月の全国安全週間にあわせ、役員が工事現場を視察す
る安全パトロールと、各部署一斉の業務車両点検を実施し
ました。

育児・介護休業
子育てを支援するため、2 0 0 9年より育児休業の取得期
間を「子どもが 1歳6カ月になった直後の 3月末まで」に延
長しました。これにより最長約2年間にわたって休業取得
が可能となりました。また、家族を短期間看護するための
休暇制度を設けており利用者も増加しています。

ワークライフバランスの推進
週２回の「ノー残業デー」を設定し、定時退社を促すとと

もに、職場全体で年次有給休暇の取得促進に取り組むな

ど、グループ各社がワークライフバランスの充実に努めてい
ます。

次世代育成支援対策推進法に基づく 
行動計画
社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り、よ

り働きがいのある職場環境となるよう整備を行うため、次
世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定してい
ます。

計画期間 	 	2015年 4月 1日から	
2020年 3月 31日までの5年間

目標
	 	女性社員の業務の現状を把握、分析すると
ともに、職務の内容を精査し、担当できる
職務の研修を行い、職域の拡大に取組む。

対策 	 	・2015年4月～	
現状把握のための調査・集計・分析の実施。
及び社外研修への参加。

	 �・2016年4月～	
支援体制、研修制度の構築を検討。及び社
外研修への参加。2017年 4月～同実施

社員

人権の尊重
社員一人ひとりの人権を尊重し、性別、年齢、信条、宗教、
社会的地位などを理由として労働条件等において不当に差
別を行いません。

高齢者雇用
6 2歳から 6 5歳へ定年延長し、長年培った知識・技術を
活かしながら活躍しています。

障がい者の社会参加支援
2 019年の障がい者雇用率は 2.3 6％（日本海ガス）と

法定雇用率である 2.2％に達し、障がい者の自立と社会参
加を支援できるよう努めています。（法定雇用率は 2 0 21

年3月～2.3％へ変更。）

ハラスメント防止
セクハラ防止のための社内規程・対策マニュアルを整備

するほか、イントラネットによる情報発信、ハラスメント行為
全般に対応する相談窓口を設置して風通しの良い職場作り
に努めています。

人材育成・教育
『人材』を重要な経営資源の一つとして位置づけていま
す。人材育成の理念・目的を明確に定義したうえで、社員教
育の体系確立を目指しています。また、社員の能力開発や
自己啓発を支援するため、通信教育制度を導入しています。

ハラスメント防止の企業方針

1 	ハラスメントは、「しない」「させない」「許さ
ない」「見過ごさない」の『4N運動』を推進し
ます。

2 	当事者の人権を尊重し、プライバシーを守り、
素早い問題解決とハラスメント防止の措置を
講じます。

3 	加害者には、社則に則り厳罰に処し、再発防
止を図ります。
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監査体制

監査室
内部監査組織として設置。業務活動
の適正性・健全性、内部統制の有効
性について監査を実施

監査役会 監査役は監査計画、監査役監査基準
に基づき、取締役会、経営会議など
重要な会議への出席、取締役から業
務執行に関する意見を聴取するなど
して取締役の業務執行状況を監査

監査役4名
（うち社外監査役3名）

経営体制

経営会議

取締役会

各委員会

取締役会規程に基づき、経営上の重
要事項、業務執行の基本事項の意思
決定と、取締役の業務執行状況を監
督する機関

常勤取締役で構成する社長の諮問機
関や、経営会議の諮問機関として各
委員会を設置。承認された事項は経
営会議に報告

取締役会を補完する機関として設置。
取締役会で決定した基本方針に基づ
き、経営に関する重要事項全般を協
議、決定

取締役10名
（うち社外取締役3名）

コーポレートガバナンス体制

企業統治 Governance社会 Society 

情報保護体制の整備
2 014年以降、個人情報保護の観点からセキュリティ体

制の向上に取り組んでおり、2 016年度は情報セキュリティ
関連の社内規程を改定しました。2 017年度は、日本海ガ
スの事業所内でのセキュリティレベルの異なる区画設定や
訪問者の入退館受付など施設管理について強化し、パソコ
ンや電磁的記録媒体などの IT資産利用についての遵守事
項を整理しました。2 018年度以降は、これを他のグループ
会社に広げ、グループ全体での情報保護体制の整備に取り
組んでいます。
情報セキュリティ委員会
本社および各事業所のセキュリティ管理体制の整備やネッ
トワーク監視ソフト導入によるモニタリングを実施するな
ど、情報漏洩リスクへの対策を推進します。

内部統制システム基本方針

会社法への
対応

経営の健全化・
透明性の確保

経営理念の
実現

内部統制システムの整備

内部監査
規程の遵守状況などを調査し、不備が認められた点にお

いて各部署へ改善を求め、改善状況を確認します。

コンプライアンスへの取り組み
当社グループは、ライフラインの一翼を担う企業として、お客さまに快適な暮らしをご提案することはもちろんのこと、すべて
のステークホルダーから絶対的な信頼を得られるよう社員一人ひとりが社会人として高い倫理観を持つ企業であり続けるよう努
めています。

2018年6月弁護士に！よるハラスメント研修

社員の行動基準
社員として共有しなければ
ならない価値観、倫理観、判
断基準として 2 0 07年に「行
動基準」を制定しました。行
動基準の実践により、常に信
頼され選ばれ続ける企業であ
ることを目指しています。

コンプライアンス委員会の設置
グループ傘下の各事業会社のコンプライアンス担当者で
構成するコンプライアンス委員会を設置しています。

再発防止に向けた取り組み
社内において不祥事、事故などが発生した場合には、そ
の原因の究明および分析を行うとともに、再発防止を図る
ために再発防止委員会を設置しています。

教育・啓発活動
ハラスメント（セクハラ、パワハラ、マタハラ）が社会問題

化する昨今、グループ会社の役職員を対象に、ハラスメント
防止のための研修会を開催しています。
ハラスメントの事例について研修用 DVDを視聴した後、

社内弁護士からハラスメントの具体的な判断基準や法的責
任、問題が起きた際の対応などについて説明を受けました。
働き方や人材の多様化が進むなか、働きやすい職場環境

作りのために、定期的な研修会等の開催を通じてグループ
全体の教育・啓発活動に取り組んでいます。
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