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企業活動の基本方針
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日本海ガス株式会社

取締役社長

　当社は2014年12月に「2015中期経営計画（2015～2018年）」を策定しました。
　この計画期間にあたる4か年のうちに、当社は二つの大きな経営環境の変化
を迎えることとなります。

　一つめの変化は『エネルギーの自由化』です。
　2015年6月、ガス事業法が改正され、2017年からはガスの小売が全面自由化
される見込みとなりました。既に改正された電気事業法と相まって、わが国のエネ
ルギー業界はガス業界・電力業界といったエネルギー市場の垣根が取り払われ、
大きな転換期を迎えることとなります。当社にもエネルギー自由化への対応、さらには
厳しい競争環境への対応が求められようとしています。
　二つめの変化はパイプラインによる天然ガスの受入れが始まることです。
　2012年4月に国際石油開発帝石株式会社が着手したパイプライン（富山ライ
ン）の建設工事が順調に進み、2016年秋には運用開始が見込まれています。
パイプライン開通後には天然ガスを安定的に調達し、より多くのお客さまへお届け
することが可能となります。

　これら二つの変化に的確に対応するための羅針盤が「2015中期経営計画
（2015～2018年）」です。この計画において、2018年には「エネルギー自由
化・環境政策の動向にあわせ、お客さまニーズを捉えたサービスを提供する」と
いう中期ビジョンを掲げました。
　私たち役職員一同は、厳しい環境変化の渦中であっても当社のDNAである
チャレンジ精神を心の拠りどころとして、今まで以上にお客さまとの絆を深め、
地域社会から信頼され、選ばれ続ける企業へと持続的な成長を遂げ、「日本海
ガスがあってよかった」と思っていただけるよう努めてまいります。

　ここに当社のＣＳＲ活動をご報告するにあたり、多くの皆様にご一読いただき、
忌憚のないご意見・ご要望をお寄せいただければ幸いです。

新田 八朗

2015年8月

※「2015中期経営計画（2015～2018年）」については本書3～4ページをご覧ください。
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中期経営計画　「2015 中期経営計画（2015～2018年）」

中期ビジョン実現のための基本方針・重点課題

　エネルギーの自由化等大きな環境の変化に対応するため、２０１８年までの４年間を計画期間とした新たな中期経営

計画「2015 中期経営計画（2015～2018年）」を策定しました。

今まで以上にお客さまとの絆を深め地域社会から信頼され選ばれ続ける企業となることを目指します。

総合エネルギー企業として地域社会とのつながりを大切にし、成長し

ながら、エネルギーサービスを通じて地域貢献する

長期ビジョン（2025年の姿）

エネルギー自由化・環境政策の動向にあわせ、お客さまニーズを捉えた

サービスを提供する

中期ビジョン（2018年の姿）

重点課題❶　天然ガスパイプラインの運用開始による産
　　　　　　業用需要の拡販推進

重点課題❷　業務用および小規模大口需要の開発強化
重点課題❸　ＬＮＧの拡販
重点課題❹　天然ガスの高度利用促進

重点課題❶　適正な料金設定とメニューの再構築
重点課題❷　お客さま密着の更なる推進とリフォーム事
　　　　　　業の強化

重点課題❸　ガスの魅力の訴求推進
重点課題❹　環境配慮型機器の普及と省エネ提案

産業用・業務用ガスの拡販

家庭用ガス販売の
競争力強化

重点課題❶　計画的な導管網の整備
重点課題❷　安全安心の高度化と安定供給の確保
重点課題❸　安全文化の醸成

安全高度化の推進と
エネルギーの安定供給

重点課題❶　省コストで効率的な業務運営
重点課題❷　社員教育体制の確立
重点課題❸　人事評価制度とリンクした中期経営計画評
　　　　　　価の実践

重点課題❹　ワークライフバランスの推進による活力あ
　　　　　　る組織づくり

持続的な成長を支える
組織力の強化

1基本方針 3基本方針

2基本方針

4基本方針



新基幹システム
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重点課題❶　ガスシステム改革への対応
重点課題❷　お客さまニーズを捉えた新サービスの展開
重点課題❸　ＬＰガス事業の見直しによる効率的な事業運営
重点課題❹　基幹システムの活用による環境変化に対する速やかな対応
重点課題❺　新たな事業領域への挑戦

エネルギー自由化に対応する事業基盤の強化

モット日本海ガス東店

経年管対策工事

総売上高
㎥）

ガス販売量
円）

設備投資額

5基本方針

前期中期経営計画の振り返り
　当社は、２０１１年６月「中期経営計画～総合エネル

ギー企業を目指して～」を策定し、お客さまとの Face to 

Faceの関係を構築するための新会社「モット日本海

ガス」の設立や、業務の効率化と更なるお客さまサー

ビスの向上に資する新基幹システムへの入替、経年管

対策工事の推進による安全安心の高度化など、中期経

営目標の達成に向けた取組みを進めてまいりました。

その結果、売上高・営業利益ともに目標を上回るなど

着実な成果をあげることができました。
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生産供給センター
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　岩瀬工場は4基のLNG貯槽を備えており、最大4,800

㎘のLNGを貯蔵することが可能です。

　最新システムが搭載されたサテライト設備には、各種安

全装置が設置されています。制御装置にはインターロック

機能を設け、トラブルの発生を未然に防止しています。

工場の保安体制安定操業

　万一の火災発生に備え自衛消防組織を編成しており、

定期的に初期消火活動の訓練を行い防災に努めていま

す。自衛消防隊消防操法大会では毎年好成績を収めてい

ます。

　また、電力会社から供給される商用電源が停電となった

場合でも、都市ガス製造に支障が生じないよう、全停電を

想定した訓練を行っています。

LNGサテライト設備
　LNG貯槽や球形ガスホ

ルダーは、耐震設計となっ

ています。

中央管制室

　都市ガスを燃料とした非
常用発電機を設置し、既存の
軽油燃料の発電機とともに、
保安電源を確保しています。

非常用発電機

　建屋屋上に、15.96kVA
の太陽光発電システムを設
置しました。

太陽光発電システム

消防操法大会

全停電訓練

消防操法大会

全停電訓練

　岩瀬工場では、2013年5月に生産供給センターの運用

を開始しました。震災被害を最小限にするため建物本体の

設計強度を病院や学校などと同等にして、機能の確保を

図っています。

　浸水被害が発生した場合
でもセンター機能を維持す
るため、監視・操作機能を2
階に設置しました。24時間
体制で、オペレーターが製造
設備の運転、監視を行って
います。

安定供給と保安の確保  ～都市ガス製造の現場から～



供給体制の強化
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消防操法大会

全停電訓練

～供給の現場から～

　国際石油開発帝石株式会社が、新潟県糸魚川市から当社岩瀬工場まで約102キロの天然ガスパイプライン（富山ラ

イン）を建設中です。当社ではパイプラインの開通にあわせ供給体制を強化するため、幹線導管の敷設工事を進めていま

す。都市ガスの主要な幹線には、耐震性に優れた溶接鋼管を使用しています。

地震計（SIセンサー）

　導管による都市ガス供給

を停止した場合でも、公共

性の高い施設にガスを供給

できるよう移動式ガス発生

設備を備えています。

移動式ガス発生設備

移動式ガス発生設備

　供給区域内に合計１５台

の地震計を設置しています。

地震発生時には各地点の

データを自動収集し、被害状

況の早期把握が可能です。

災害への備え

　管内のガス導管は耐震性、耐食性に優れたポリエチレ

ン管への取替を順次進めています。

　2014年12月末の導管耐震化進捗率は89％となって

います。

経年管取替の推進

ガス工事に係る技術・技能の実技実習
　ガス工事に係る技術・技能の伝承を目的とし、当社

と指定工事店共同での実技実習を２０１４年５月に

初めて実施しました。

　「穿孔とガス遮断」「ＰＥ管接合」などの作業を指定

工事店が実演した後、当社社員が実技体験しました。

　また、多数の社員が見学し、工事技術や施工方法

への理解を深めました。

当



　2014年3月、当社のLPガス充填・配送を担うグループ会社の株式会社テルサウェイズでは、本社営業所（富山市中大

久保）が中核充填所の認定を受けました。中核充填所には、災害時に国からの要請に基づき、地域や公共性の高い施設等

に対し安定的にLPガスを供給する体制が求められています。テルサウェイズでは自家発電・LPガス自動車・衛星電話等を

設置し、災害発生時に備えた供給体制を強化しました。

安定供給と保安の確保  ～供給の現場から～
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　簡易ガス団地のLPガス

貯蔵所には、地震発生時に

ガスの供給を遮断する感震

自動遮断装置を設置してい

ます。

　LPガス貯蔵所やお客さま

宅には遠隔監視システムを

設置し、ガス漏れ・ガス圧力

異常などの緊急情報を24

時間体制で監視しています。

集中監視センター

衛星電話LPガス燃料非常用発電機 LPガス自動車と充填装置

災害時のLPガス供給拠点として

　本社、西部支社、金沢支社ではガス漏れなど万一の

緊急事態の発生に備え、24時間体制での通報受付・緊急

出動が可能な態勢を取っています。

緊急時の対応
　自治体や地域と連携した防災訓練に積極的に参加して

います。また当社では、災害発生時の行動マニュアルや

保安防災計画書を定期的に見直し、緊急時の保安体制の

整備に努めています。

防災訓練の実施

緊急車両 富山県警察本部災害警備訓練

簡易ガス団地 LPガス貯蔵所 LPガス集中監視システム
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安全なガス機器・ガス設備の普及促進

ガスと暮らしの安心点検・安全周知活動

　お客さまに安全かつ安心してガスをご使用いただくため、法律に基づ

いて、定期的に（都市ガスご利用のお客さま：3年に1度／プロパンガス

ご利用のお客さま：3年または4年に1度）お客さま宅のガス配管のガス

漏れ検査・ガス機器の設備点検などにお伺いしています。

　マイコンメーター・ヒューズガス栓・警報器などの安全・安心機能をご

紹介し、ガスを安全にご使用いただくためのご説明も行っています。

　また、イベント開催時やホームページ、テレビ・ラジオの媒体を活用し

てガスご使用時の注意事項や安全対策をお知らせしています。

敷地内
お客さまの
資産

道路部
日本海ガスの
資産

イベントでの展示風景

火災・ガス漏れ・不完全燃焼を
ランプと警報音でおしらせします。

火災・ガス・ＣＯ警報器

ワンタッチ接続で
接続ミスを防止し
ます。

ガスコンセント

転倒時にはガスが即時
にストップします。

ガスファンヒーター

2008年3月以降に販売している
ガスコンロの全てのバーナーに
　「調理油過熱防止装置」
　「立ち消え安全装置」
　「消し忘れ消火装置」
の3つの安全機能がついています。

Ｓiセンサーコンロ

ワ
接
ま

ガ

転
に

ガ
ガス漏れや震度５以上
の地震の際にガスを
自動的に遮断します。

マイコンメーター

ゴム管が外れるとガス
栓のヒューズが自動的
にガスをストップします。

ヒューズガス栓ヒュ ズガス栓

安心してガスをお使いいただくために

～保安の現場から～

お客さま宅でお使いいただいているガスメーターやガス器具には、さまざまな安全機能がついています。

●ガス機器
　安全なガス機器の普及促進を図るため、ショールーム

Pregoや各種イベントでは、多くのお客さまに安全機能の

充実したガス機器をご紹介しています。

　また、不完全燃焼防止装置のない屋内設置の湯沸器・

風呂釜をお使いのお客さまへは、安全にご使用していた

だくためのご案内と安全型機器へのお取替をお勧めして

います。

●ガス設備 
　お客さま敷地内に埋設さ

れたガス管（道路部との境界

部分からガスメーターまで

白ガス管である場合）につい

ては、耐震性・耐久性に優れ

たポリエチレン管などへの

お取替をお勧めしています。

小型湯沸器
不完全燃焼を防止する
装置がついています。

湯沸器



低炭素社会の実現に向けて
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●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、不純物をほとんど含まないクリーンエネルギーです。

●確認埋蔵量
　天然ガスは、世界中に広く存在します。

●日本の輸入先
　天然ガスの主な輸入先はアジア・太平洋諸国であり、中東

諸国への依存度が原油に比べて低くなっています。

●LNGとは
　天然ガスをマイナス162℃まで冷却すると気体から液

体へと変化し、これをLNG（液化天然ガス）といいます。

　液化することによって、気体のときと比べ体積が約600

分の1となり、大量に輸送することが可能となります。

天然ガスの特長

　環境性・供給安定性に優れた「天然ガス」を普及させ、更にガスエネルギーをより効率よく使っていただくことで、低炭

素社会の実現をめざしています。

（注）単位発熱量あたり排出量を石炭を100とした場合の割合　出典：「IEA：Natural Gas Prospects to 2010,1986他」
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天然ガスの確認埋蔵量の地域構成（2014年、単位：兆㎥）

天然ガス確認埋蔵量
合計185.7兆㎡中東

80.3

（出典：「エネルギー白書2014」を基に作成）

（出典：日本教育新聞社「天然ガスってなんだろう？」を基に作成）

原油（2013年度） 液化天然ガス（2013年度）

天然ガス天然ガス
20～3720～37
天然ガス
20～37

その他地域
（ロシア・インドネシア 他） 

　　中東
（サウジアラビア・
  アラブ首長国連邦 他） 

18%

82%

輸入量
2億1,035万㎘

70%

30% 輸入量
8,773万t

中東
（カタール・
 アラブ首長国連邦 他） アジア大洋州・

その他の地域
（オーストラリア・
 マレーシア 他） 

　
　天然ガスには、「在来型天然ガス」と、シェールガスなどの
「非在来型天然ガス」があります。
　在来型天然ガスの確認埋蔵量から算定した可採年数は約
60年とされていますが、在来型と非在来型をあわせた天然
ガスの回収可能な埋蔵量から算定した可採年数は233年
分に相当するといわれています。
 

（出典：日本ガス協会「都市ガス事業の現況」）

ヨーロッパ・ユーラシア
56.6

北米
11.7

中南米
7.7

アフリカ
14.2

アジア・オセアニア
15.2
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57
天然ガス
20～37

　工業炉やボイラなどの燃料を、A重油から天然ガスへ転

換することにより、CO2排出量は約25％削減されます。更

に、バーナーの効率化により、A重油＋従来バーナーと比

較して約55％削減が可能となります。

　熱需要(工業炉・ボイラ等)の天然ガスへの燃料転換を中心に、高効率バーナーの導入や、電力平準化・デマンド抑制策として

のコージェネレーションシステム導入など、ガスエネルギーの高度利用による省エネルギー提案を行っています。

　工業用バーナーとして用いられるリジェネバーナーシス

テムは、蓄熱体と一体化したバーナー2台を1組とし、これ

を交互に燃焼し排熱を回収することによって、高い省エネ

ルギー効率が得られる燃焼システムです。

天然ガス転換・高効率利用によるCO2削減

リジェネバーナーシステム

　
　都市ガス導管が敷設されていない地域においては、お客
さま先にLNGサテライト設備を設置することで天然ガスを
ご利用いただくことができます。

●サテライト供給

出典：日本ガス協会「低炭素社会実行計画」

株式会社ウーケさま

ガス

空気予熱中 蓄熱中

1200℃
リジェネ
レーティブ
バーナー

蓄熱室
蓄熱体

排気

四方切替弁燃焼用エアブロア 排気ファン

エア

BA

天然ガスへの転換

：CO2排出量 ※リジェネレーティブ・バーナーの場合

高効率機器の導入

A重油
＋

従来バーナー
天然ガス化

バーナー
高効率化

100 75 45※

%

%

温水パネル融雪設備

　軌道上に降った雪をラッセル車等で軌道脇に設

置したパネルの上に除雪し、パネル内に温水を循環

させることで融雪する装置。この温水を作る熱源とし

て、富山駅周辺においては、初めて都市ガスを採用い

ただきました。富山県内では富山駅舎周辺に設置さ

れています。

産業用エネルギーの高効率利用　

　２０１５年３月１４日に開業した北陸新幹線の軌道の融雪設備に、都市ガスを採用いただきました。

　２０１４年９月に設置工事が完了し、開業に向けて試運転を行いました。

熱風発生設備

　ラッセル車等が確実に発車できるよう、ダクトを

通して熱風(７０℃～８０℃)を送り込みレールを加熱

するとともにポイント及び軌間内外を融雪する設備

に都市ガスを採用いただきました。北陸新幹線の軌道

を整備する保線区

(富山市上赤江・上

冨居地内)に設置

されています。 

北陸新幹線　融雪設備に都市ガス採用



　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80％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。

　小型コージェネレーションシステム

「ジェネライト」は、ガスコージェネ

レーションシステムをより手軽に導入

できるよう、予めシステムに必要な機

器を一つにパッケージ化しています。

低炭素社会の実現に向けて

11

ガスコージェネレーションシステム

改正省エネ法の電気需要平準化部分が施行

●ジェネライト

電
力
負
荷

0 24時

ガスコージェネレーション発電

ガスコージェネレーションにより
ピーク電力負荷を

引き下げることができます。

ガスコージェネレーション
運転時の電力負荷

通常の電力負荷

%従来システム（火力発電）

送電ロス
火力発電所

送電線

利用エネルギー

40

1次エネルギー

100

利用されない廃熱

58%

2%

%
出典：日本ガス協会
「都市ガス事業の現況」を基に作成

%

LNGタンク

ガスエンジン
ガスタービン

パイ
プラ
イン

LNG LNG

LNG

LNG
LNG

ガスコージェネ
レーションシステム

利用困難な廃熱

15～30%

利用可能な廃熱

30～50%

電気エネルギー

25～48%

利用エネルギー

70～85

1次エネルギー

100%

　２０１３年に省エネ法が改正され、「電気の需要の平準化」
の概念が追加されました。
　「電気の需要の平準化」とは「電気の需要量の季節又は時
間帯による変動を縮小させること」をいいます。具体的には
全国一律で夏期(７～９月)・冬期(１２月～３月)の８時～２２時
の電気需要を低減することを指しています。
　この改正省エネ法の電気需要平準化部分が２０１４年４月
１日に施行され、工場等では新たな評価指標として策定され
た「電気需要平準化評価原単位」と従来の「エネルギー消費
原単位」とのどちらか一方を中長期的にみて年平均１％以
上低減させることが努力義務となっています。
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　ガスエンジンヒートポンプエアコンはガスエンジンで

コンプレッサーを駆動し、ヒートポンプによって冷暖房を

行います。

高効率ＧＨＰ「エグゼア

(XAIR)」は、消費電力を大

幅に抑えることができ、電力

のピークカットにも寄与しま

す。環境性、経済性に優れた

空調システムです。

ガスエンジンヒートポンプエアコン（GHP）

　業務用厨房を涼しく快適にする

ご提案をしています。

　「涼厨」は機器から排出される熱

を排気フード近くに排気する「集中

排気方式」を採用。また、空気冷却

構造により機器表面の温度を下

げ、輻射熱による厨房内の温度上

昇を抑えます。

　ナチュラルチラー（ガス吸収冷温水機）は、オゾン層破

壊物質の1つに挙げられるフロン冷媒を用いない空調機

器です。水の状態変化と吸収剤（臭化リチウム溶液）への

水蒸気吸収作用を組み

合わせることで、高効率

で環境にやさしい冷暖

房を実現します。

ナチュラルチラー（ガス吸収冷温水機）

　天然ガス自動車はガソリンや軽油を燃料とする自動車に

比べ、環境汚染物質の排出量が非常に少ない自動車です。

全国で40，000台以上、富山県内では90台（※）の天然

ガス自動車が走行しています。

　当社では、天然ガス自動車の普及基盤となるエコ・

ステーション（天然ガススタンド）を運営しています。エコ・

ステーションでは、コンプレッサーにより高圧に圧縮した

天然ガスを、数分間で自動車に充てんすることができます。

現在、富山市内に2店舗を構え、軽自動車から4トントラック

まで幅広い車種に天然ガスを提供しています。

（※）2013年12月末現在での、当社エコ・ステーションにおける天然ガス充填カードの発行状況に
 　　 より算定した台数です。

エコ・ステーション新庄東店

天然ガス自動車の構造

天然ガス自動車

※「涼厨」は大阪ガス株式会社の登録商標です。

ガス空調

業務用厨房　～涼厨（すずちゅう）～　



　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。

　エコウィルは、ガスエンジンで発電し、その排熱を利用し

てお湯を作り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。従来

システムと比較して、CO2

排出量を約32％削減でき

ます。

　ハイブリッド給湯器は、エコ

ジョーズ（ガスの熱）とヒートポ

ンプ（空気の熱）を組み合わせ

て効率よくお湯を作ります。

　一次エネルギー効率は

125％となっています。

エネファーム（家庭用燃料電池）

低炭素社会の実現に向けて

13

エコウィル（ガス発電給湯暖房システム）

　エコジョーズは、従来型の給湯器で利用されることの

なかった約200℃の排熱を有効活用することで、従来型

の給湯器に比べ給湯時の熱効

率を80％から95％に大幅

アップするとともに、燃焼時に

排出するCO2を約13％削減し

ます。

エコジョーズ（省エネガス給湯器）

家庭用エネルギーの高効率利用

累計販売台数とお客さま先でのCO2抑制量

2014年12月末
までの累計販売
台数（台）

お客さま先での
CO2抑制量（ｔ）

エネファーム 238 309

エコウィル 117 50

エコジョーズ 8,494 1,954

ハイブリッド給湯器 150 51

太陽光発電システム 44 52

　　合　　計 － 2,416

ハイブリッド給湯器



14

　月々わずかなお支払で、高効率給湯器エコジョーズにお

取替いただけるよう、「あんしんスマートリース」というリース

制度を導入しています。

　また、政府による再生エネルギーの固定価格買取制度に

よる、太陽光発電の買取単価（35円/kWh※）とダブル発電

の買取単価（29円/kWh※）の差額相当を、ポイントとして

お客さまに還元する「ダブル発電サポートキャンペーン」を

行っています。　※2015年4月1日現在の買取単価

　エコジョーズやダブル発電の普及促進により、お客さま

先でのCO2排出削減を図っています。

家庭用高効率機器の普及促進のために

　環境配慮型ガス機器のフィールド試験により、従来型ガ

ス機器と比較して一次エネルギー消費量やＣＯ2排出量の

削減効果の検証を行っています。

　寒冷地対応型の暖房に排熱を利用した家庭用ガスエン

ジンコージェネレーションシステム（商品名：コレモ）は継続

してその性能を検証しています。

　２０１４年度は、新たにヒートポンプとエコジョーズを組み

合わせたハイブリッド型給湯暖房システムのフィールド試験

を開始し、給湯時や暖房時における一次エネルギー消費量

やＣＯ2排出量の削減効果の検証を開始しました。

環境配慮型ガス機器のフィールド試験

または

　ダブル発電は、太陽光発電システムと、エネファーム

またはエコウィルの両方で自家発電を行います。

　エネファームまたはエコウィルで発電した電気を家庭

内で優先的に使用し、太陽光発電で発電した電気を効

率的に売電できます。

　ガスと太陽光、2つのエネルギーのベストミックスで

省エネと創エネを同時に実現します。

ガス＋太陽光のダブル発電



環境行動体制

● 環境委員＝グループ各社の代表者
● 全社的な環境方針の協議と決議

● 活動方針・計画の立案
● 活動の推進・進捗管理　など

● 職場単位での活動の推進

グループ環境委員会

環境ワーキンググループ

事務局（コンプライアンス室）

Ecoリーダー・サブリーダー

グ
ル
ー
プ
会
社

製  

造  

部  

門

供  

給  

部  

門

営  

業  

部  

門

管  

理  

部  

門

環境活動報告／環境理念と体制
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　岩瀬工場と太閤山供給所は、2001年2月に環境マネジ

メントシステムの国際規格であるISO14001の認証を取

得。2014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。

環境マネジメントシステムの運用

　各職場からメンバーを選出して開催する環境ワーキング

グループでは、環境活動方針・計画の立案や活動の推進・進

捗管理などを行っています。

　2014年度は各職場から8名のメンバーを選出し、環境

ワーキンググループ会議を4回開催しました。ノーカーデー

アンケートや産業廃棄物の分別周知を企画・実施しました。

また、グループ内へのメールニュースを作成・発信してい

ます。

　各職場内への周知や事務局への活動報告は、24名の

Ecoリーダーと10名のサブリーダーが行っています。

環境ワーキンググループとEcoリーダー

　当社では1997年に環境基本理念および環境行動指針を策定しました。以来、グループ全社を挙げて環境保全活動を

推進しています。

　2007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。

環境基本理念

日本海ガスグループは、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。

PP

AA

DD

CC

Plan
●計画
●環境目標

Action
●見直し
●トップヒアリング

Do
●実施
●運用管理

Check
●点検

TOPICS

全国植樹祭　苗木育成ボランティアに参加
　２０１７年春に富山県で開催される全国植樹祭の

苗木育成ボランティアに参加しています。２０１４年

１２月に、環境ワーキンググループメンバーがどんぐ

りの種まきを行いました。
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環境活動報告／事業活動と環境負荷

　Ecoリーダーが全業務車両の燃費状況を管理してい

ます。

　このデータを基に、前年度

との燃費比較をしています。

　2014年度は、燃費3％向上

を目標に掲げましたが、全業務

車両の平均燃費は0.9％の

向上でした。

　業務車両の使用頻度が少ない部署には業務車両を配置

せず、シェアリングカーを予約制で利用しています。現在5

台を15部署で共有しています。

　車両の維持費や駐車スペー

スの削減の他、過剰な自動車の

利用を抑制する効果もあり、ガ

ソリン使用量の削減につながっ

ています。

業務車両の燃費向上 業務車両のカーシェアリング

　2014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。

ショールームPrego

社有車

電力　　　　　 1,349千kWh
都市ガス　　　　 615千k㎥
LPガス　　　　 0.8t 

地下水 　　　 　180千t 

電力 498 千kWh
都市ガス 93 千m3

LPガス 3 t
　　

 地下水 22t
 上水道 6 t
 下水道 5 t
 車両用ガソリン 110 kl 
 車両用軽油 33 kl
 車両用天然ガス 5 千m3

CO2排出量 2,278 t

産業廃棄物 6 t
一般廃棄物 　1 t

産業廃棄物 27 t
一般廃棄物 27 t

岩瀬工場

太閤山供給所

CO2排出量 539 t CO2排出量 365,186t

ガス販売量
都市ガス 99,407 千m3

LPガス 44,854 t

岩瀬工場
供給所

事務所 お客さま

エネルギー エネルギー

※CO2排出量は、地球温暖化対策の推進に関する法律の「算定・報告・公表制度」に基づき算出
※電気の使用によるCO2排出係数は、0.630kg-CO2/kWh（北陸電力㈱2013年度実績値）を使用

LNGサテライトとローリー車

充填所

LNG 76,167 t
LPガス 50,781 t

原　料

全車両にステッカー貼付



環境活動報告／環境行動目標と実績
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　2014年度の環境行動目標と実績は下表のとおりです。

行動指針 2015行動目標2014実績 参照ページ

9～14

18

18

16

19

19

19

19

19

20

20.23.24

年間
4,800t 抑制

年間
7,500t 抑制

2014年度より
1％削減

2014年度より
1％削減

70％以上使用

430㎥削減

2014年度より
2％削減

2014年度より
30％削減

CO2排出量
15t抑制

2013年度より
3％削減

2013年度より
3％削減

70％以上使用

430㎥削減

2013年度より
7％削減

2013年度より
30％削減

CO2排出量
17t抑制

お客さま先における
CO2排出量の抑制     

ガス製造・供給時のCO2排出原単位の
削減

事務所（オフィス）におけるCO2排出原単
位の削減

業務車両の燃費向上によるCO2排出量
の削減

ガス導管工事における
埋め戻し材の再生砕石使用促進

非開削工法による掘削土量の削減
　

一人あたりのコピー用紙購入枚数削減
　

産業廃棄物の発生量削減
　

グリーン購入を積極的に推進する

ノーカーデーによる一人あたりのCO2
排出量削減

1. 事業活動における
 環境負荷の低減

2. 廃棄物の抑制と
 リサイクル活動の推進

3. 地域における環境保
全活動の推進と

 環境意識の高揚

※CO2排出量は、地球温暖化対策の推進に関する法律の「算定・報告・公表制度」に基づき算出
※電気の使用によるCO2排出係数は、0.630kg-CO2/kWh（北陸電力㈱2013年度実績値）を使用

2,361t 抑制

 

　

8.1%削減

0.9%削減

78%使用

0㎥

　2.2%増加

30％削減

13ｔ抑制

地域の環境保全活動に積極的に参加する

CO2排出原単位
22.3　　　　

以下
CO2排出原単位
22.6　　　　

CO2排出原単位
22.3　　　　

以下

2014行動目標

グループ会社の環境活動

2014実績 2015行動目標2014グループ行動目標

グループ会社6社集計：目標・実績とも前年度比

事務所におけるCO2排出原単位削減

業務車両の燃費向上によるCO2排出量削減

一人あたりのコピー用紙購入枚数削減

一人あたりの産業廃棄物の発生量削減

ノーカーデーによる一人あたりのCO2排出量削減

2％削減

1％削減

1％削減

3％削減

22t抑制

5％削減
 
2％増加

3％増加

9％削減

25t抑制

1％削減

1％削減

3％削減

1％削減

　日本海ガスグループでは、グループ環境行動指針に基づきグループ各社が独自の環境活動を展開しています。また、

グループ社員全員が日々の業務・各々の立場でできる環境活動を「Ecoチャレンジ運動」として取り組んでいます。

26t抑制



環境行動指針1　事業活動における環境負荷の低減
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CO2 排出量
原単位

CO2排出量と原単位推移

2003 2007

0.461

25.9

2.0

0.036 0.022

2.3

2013

2.32.3

2014

2.4

20122011 （年度）

都市ガス製造フロー

LNG空温式気化器

ローリー車

LNG貯槽

LNGポンプ

温水式気化器

空温式気化器

熱量調整
設備

付臭

温水

ガスホルダー

ミキシング
タンク

LPG

お
客
さ
ま
へ

※電力の使用によるCO2排出係数は、前年度の北陸電力CO2実排出係数を使用
　2013年度 0.663(2012年度実排出係数）→2014年度 0.630(2013年度実排出係数） 
※都市ガス製造・供給時のCO2排出原単位は、製造量1㎥あたりのCO2排出量
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　2004年から2006年にかけてLNG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2003年度と比べ、2007年度ではCO2

排出原単位を92％削減しました。

　2008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。

　2014年度は、BOG圧縮機の運転時間削減などによ

り、CO2排出原単位は前年比2.6％削減しました。

都市ガス製造・供給時のCO2排出原単位の削減

　昼休みなどの消灯、クールビズ・ウォームビズの実施、ノー

残業デーの導入などオフィスにおいてのエネルギー使用量

削減に取り組んでいます。2014年度のCO2排出原単位は

前年比8.1％削減しました。　

　2014年度は、2011年度に設定した12項目の節電対

策を引き続き実行しました。

　また、各事業所では、温度

計を設置し、オフィスの

28℃設定に努めています。

事務所におけるCO2排出原単位の削減

※事務所におけるCO2排出原単位は、延床面積1㎡あたりのCO2排出量

夏の節電対策

3.2

608
545 526 528 498

117 92 103 97 93



　ガス導管の敷設工事などの際に発生する掘削土を削減

するため、浅層埋設や非開削工法を推進しています。

　
●浅層埋設
　従来、ガス導管は120cmの深さに埋設していましたが、

深さを60～100cmにすることで、掘削土の発生量を抑制

しています。

　
●リサイクル砕石の利用
　道路を掘削する際に発生するコンクリート等のがれき類

は、これまで産業廃棄物として処分場に埋め立てられてい

ましたが、これらを加工処理することにより道路の埋め戻し

材の一部として再利用することが可能となり、砕石資源の

有効活用に寄与しています。

●非開削工法
　ガス導管工事の非開削工法は、工事区間の両端だけを掘

削し、新しい導管を引き込みます。従来の工法に比べ掘削土

量を抑制し、工事による騒音・振動を軽減し、交通規制も緩和

できます。2014年は施工に適した現場がありませんでした。

掘削土の抑制

　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。

　2014年度は、0.9tを搬出

し、リサイクルしました。

ポリエチレン管のリサイクル

　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、当社が再び購入しています。

　2014年度は、都市ガス用メーターを11,094台購入

し、うち1,847台が再使用メーターでした。

ガスメーターの再使用

　ゴミの分別・古紙回収によるリサイクルを推進していま

す。また、社員がマイカップ・マイはしを持参・使用することに

より、紙コップや割りばしなど廃棄物の発生量を抑制してい

ます。

リサイクルの推進

環境行動指針２　廃棄物の抑制とリサイクル活動の推進
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非開削工法の概要

引込み装置

ロッド スプリッター

引込み方向 ポリエチレン管

断面図 断面図
新設ポリエチレン管

BA

既設の鋼管発信立坑
到達立坑

リサイクル砕石使用量

2010 （年度）

（m3）

10,311
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20142013
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2011

8,148

　　　　　　　　　

非開削工法の施工実績
（m）
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施工
延長数（m）

削減
砕石量（m3）

（m3）

2010 （年度）2011 2012

1,914

1,222

746

152
325

66

2013 2014

490

220
0 0

10,836



ノーカーデーの推進

環境行動指針３　地域における環境保全活動の推進と環境意識の高揚

20

　マイカー通勤者を対象に、月2回の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。

　2014年度のノーカーデー参加者はのべ2,626名、マ

イカーを使用しなかったことによるCO2削減量は約13tで

した。

18

（年度）2010

18

2011 2012

17

2013

13

2014

13

20

15

10

5

0

Ｃ
Ｏ
２
削
減
量（
t
）

※地域の環境保全活動への参加については、P23、24「地域社会」でもご紹介しています。

　富山市ファミリーパークで実施し

ている緑化推進運動は14年目を迎

え、以前に植樹した木々も立派な

森に成長しています。

　2014年度は、「生き物つどう豊かな

森づくり」として社員と家族７６名が

参加し、みはらし広場でサクラやモミ

ジなど７２本の植樹を行いました。

また、事前の下草刈には社員１５名が

参加しました。

森づくり活動

TOPICS

エコ通勤研修会を開催
　２０１４年１０月２１日、「公共交通を軸としたコン

パクトなまちづくり」を提唱し環境未来都市となって

いる富山市と連携して、エコ通勤の研修会を開催

しました。　

　私たちがノーカーデーに取り組む意義を再確認

し、富山市の政策と連携し、まちづくりを共に行う地

域貢献活動として公共交通の利用を増やすこと

の重要性も学びました。

　研修会の翌月１１月を強化月間として、各部署で

の強化策を挙げてノーカーデーに取り組みまし

た。(１１月の参加者は前年比１２０％増の２９１名、

ＣＯ2削減量は前年比７２％増の１．３ｔでした。)



　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7万件の電話をお受けしています。

　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。

　当社では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。

CS向上の取り組み
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●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」の活用

ご
意
見

ご
要
望

ご
不
満

お
ほ
め

お 客 さ ま

初期対応

結果と改善
内容報告

全社
業務改善と
CS向上へ

お客さまコールセンター

お客さまの声活用会議

お客さまの声の管理

お客さまの声の分析
ＣＳ向上・業務品質向上の取り組み

担当部門

ステークホルダーとのかかわり／お客さま

　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。

　毎月開催する会議では、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。

お客さまの声 お客さまコールセンター

　ホームページでは、当社の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・日本海ガスリクルート)を開設しています。

ホームページ・facebookページ

ショールームPregoの
ご紹介

採用情報会社案内、
環境・CSR活動の
ご紹介

いTOPICS

ホームページをどんな端末でも見やすく
　2014年12月、スマートフォン、タブレット、パソ

コンなどアクセスする様々な種類の端末画面サイ

ズに合わせて、最適な大きさで情報を自動表示する

「レスポンシブ

Webデザイン」を

ホームページに

導入しました。



TOPICS

　ショールームPrego（富山市黒崎）では、ガス機器や

住宅設備、住まいに関するご相談にお応えしています。

また、料理教室やイベントを通して、お客さまとのふれ

あいを大切にしています。

ショールームPrego

情報誌mogmug [モグマグ]
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　法定の定期点検（3～4年ごと）に加えて、いつも安心して

快適にガスをお使いいただけるようガス機器の無料点検や

お手入れ方法をご紹介しています。

ほっとガス巡回

　ガスのある楽しい暮らしの情報をお届けするととも

に、お客さまからのご意見やご質問も承っています。

アーティフィシャルフラワー教室

Ｐｒｅｇｏ10周年記念企画開催
　ショールームＰｒｅｇｏのオープン１０周年を記念し

て、ミニカルチャー教室（全１０教室）と夏休み特別企

画として「工場見学＆収穫体験親子バスツアー」を開

催しました。

ＬＰガス料金に原料費調整制度を導入
　当社のＬＰガス料金にも都市ガスと同様に原料

費調整制度を導入し、２０１４年６月検針分のガス

料金から適用しました。

原料価格や為替レートといった外部要因で変動す

る原料価格を毎月見直し、その価格が上昇あるい

は低下した場合に速やかにガス料金に反映させる

ことにより、料金の透明性を高めることを目的とし

た制度です。



　富山県が主催する「社会に学ぶ14歳の挑戦事業」や、大

学生のインターンシップを受け入れ、就業体験をしていた

だいています。

　2014年度、14歳の挑戦では4名の中学生を受け入

れ、社員とともに、工場設備点検などを体験していただきま

した。

　また、大学生のイン

ターンシップは3名受

け入れ、学生の希望に

沿うよう就業プログラ

ムを編成しました。

　2014年10月に「環境への配慮」をテーマに富山国際

大学で出張授業を行いました。エネルギー事業者として

当社が行っている環境・CSR活動について講義しました。

出張授業

ステークホルダーとのかかわり／地域社会
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エネルギー環境教育

インターンシップ

富山国際大学出張授業

　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。

　8月には、「とやまエコキッズ探検隊」(主催：富山県）と題し

た夏休みの親子工場見学のイベントで、小学生とその保護

者24名に岩瀬工場を見学いただき、冷熱実験を通して天然

ガスの特性などについてご紹介しました。

工場・供給所施設見学会

工場見学

就業体験

とやまエコキッズ探検隊

工場見学参加者数（人）

ふるさと美化大作戦

●自治体との連携
　富山市が主催する環境活動「チーム富山市」に参加し、

通勤時のノーカーデーと事務所の省エネに継続的に取り

組んでいます。

　8月の「ふるさと富山美化大作戦」にも参加しました。

地域のみなさまとともに
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Gライン
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●朝のあいさつ・清掃・交通安全運動
　毎朝7：45～8：15の30分間、本社周辺の清掃、地域の

みなさんへのあいさつ運動

を行っています。また、本社前

の横断歩道では、歩行者の安

全確保に努めています。

●富山のスポーツチーム支援
　2014年6月、富山県営野球場で、プロ野球BCリーグ

「富山サンダーバーズ対群馬

ダイヤモンドペガサス」の冠試

合を開催するなど、地元スポー

ツチームを応援しています。

料理教室

食育

　2014年5月、水橋東部小学校5・6年生を対象に、エコ・

クッキングの出張授業を行いました。

　材料から調理し片付けるまでに使うエネルギーについ

て学んだ後、極力ゴミを出

さない調理方法や水を無

駄にしない洗い方を実践

して、美味しいドライカ

レーを作りました。

出張授業（エコ・クッキング）

　毎年開催している「ウィズガス全国親子クッキングコン

テスト」富山県大会（主催：Gラインとやま）では、1,013組

の親子に応募いただき、ガ

スの炎でつくるわが家の

おいしいごはんをご紹介

いただきました。

ウィズガス全国親子クッキングコンテスト

　富山・石川・福井の3県のガス事業者で結成する「Gラ
イン北陸」に加盟し、オリジナルキャラクター「とろ火
ちゃん」を活用した広報活動
などにより、お客さまから選
択される安心・安全なエネル
ギーの普及を図りました。

料理教室参加者数
（人）

2011 2012 2014（年度）2013

2,008
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水橋東部小学校

　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。

　子ども教室では、子ども達により深く“食”について考えて

もらうため、春休みや夏休みを利用して3日間コースの教

室を1回、2日間コースの教室を1回開催し、22名の子ども

達が参加しました。



　2014年3月時点での障がい者雇用率は1.74％と法定

雇用率である2.0％に達してはおりませんが、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。

ステークホルダーとのかかわり／株主さま・社員
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情報開示とコミュニケーション

●株主さま

　当社の事業や決算の概要をご報告するための事業報告

書「株主のみなさまへ」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月には株主さまとの懇談

会を開催し、当社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。

障がい者の社会参加支援

　定年退職を迎えた社員のうち、希望者には「シニア再雇

用制度」により就業の機会を提供しています。定年退職者

のうち約80％が、長年培った知識・技術を活かしながら引

き続き活躍しています。

高齢者雇用

　当社では、出身校・学部、性別などを区分けすること無く、

会社と共に成長し、将来をしっかりと見据え、『自己実現』

『社会への貢献』を求めることができる『人財』の採用を目

指しています。

採用 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。

　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。

人権の尊重

　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。

ハラスメント防止

●社員

　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。

　当社の人事処遇制度は、組織の一員としての個々の

役割・貢献度を重視するとともに、社員一人ひとりがPDCA

サイクルを確実に回し、これを期中に反復します。

　期首には自身の重点業務と評価ポイントを設定し、期中

のプロセスチェック、期末には達成状況の評価と、それぞれ

の機会に本人と上司が面談し相互に確認を行います。

人事処遇制度



　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。

　２０１４年度は、全社員対象のメンタルヘルス対策の

一環として、社外から講師をお招きして、モチベーション

マネジメント研修を開催しました。

　ポジティブ思考の向上、ストレスに直面した際の自己

コントロールの方法を学びました。

　安全運転講習会の実施や、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務めています。
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安全衛生の取り組み

　『人材』を重要な経営資源の一つ

として位置づけています。当社で

は、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。

人材育成・教育

　子育てを支援するため、2009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。2014年度の育児介護休業制度による

休業取得者は9名でした。

　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。

育児・介護休業

一般事業主行動計画
　育児や介護と仕事の両立を支援する制度の充実を目指
し、次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動
計画」を策定しています。

計画期間 2010年4月1日から2015年3月31日までの5年間　
 育児休業の取得状況において現状の水準以上に

し、職場復帰率を維持する。　　
 子どもを持つ社員において、その看護のための

休暇取得促進を図る。　
 所定外労働時間を削減する。　
 年次有給休暇の取得促進を図る。

目標Ⅰ

目標Ⅱ

目標Ⅲ

目標Ⅳ

モチベーションマネジメント研修

安全運転講習会

社員昼食会開催
　２０１４年６月から、毎回約１２名ずつ、様々な部署

の社員を組み合わせて、昼食会を開催しています。

社長も毎回参加し、情報交換・情報提供の機会とし

て和やかに懇談しています。昼食会には、各自「マイ

箸」を持参しています。
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●経営体制
　取締役会は3名の社外取締役を含む10名の取締役で構

成されており、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

況を監督する機関としての機能を有しています。

　取締役会を補完する機関として経営会議を設置し、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、決定しています。

　また、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しており、承認された

事項は経営会議に報告されます。

●監査体制
　監査役会は、社外監査役3名で構成されています。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しています。

　また、内部監査組織としてコンプライアンス室を設置し、

業務活動の適正性・健全性、内部統制の有効性について

監査を実施しています。

　当社は、会社法への対応、経営の健全化・透明性の確保、

経営理念の実現を目的に、2006年6月開催の取締役会に

おいて「内部統制システム基本方針」を決議しています。

コーポレート・ガバナンス体制

内部統制システムの整備

　当社は、想定される内外のリスクに対応するため「リス

クマネジメント基本マニュアル」を制定し、部門ごとに

組織的な対処行動フローを体系化し、明文化しています。

業務遂行上、リスクが顕在化した場合はマニュアルに基づき

対策本部を設置し、その指示のもと当該リスクに対処する

こととしています。セキュリティ機能の向上、リスクの再評価、

潜在可能性の想定・関知に努めています。

リスクマネジメント体制

 

　お客さまの個人情報をはじめ、業務で活用する情報の

保護体制などを「情報保護マニュアル」にまとめています。

　2009年度にIT資産のセキュリティ確保を目的に、従来

の関連規程を統合して「情報セキュリティ規程」を制定しま

した。また、IT担当部署が管理すべき専門的な基準につい

ては「情報セキュリティ標準」として別途とりまとめました。

　２０１４年度は個人情報保護の観点からの第三者評価を

受けました。今後当社において必要な情報セキュリティ

対策等をご指摘いただき、順次対策に取り組んでいます。

　また、１１月に標的型メール攻撃対処訓練を実施しまし

た。１２月から翌２０１５年２月に情報セキュリティ研修会を

開催し、訓練結果とともにウィルスメールやサイバーテロの

被害から情報を守るための対策などについて、パソコン等

の情報機器を取り扱う全社員に伝えました。　

情報保護体制の整備

企業活動の体制

地震リスク・マネジメントマニュアル改定
　１９９６年に作成し、その後随時改定を重ねている

「地震リスク・マネジメントマニュアル」を７月に改定

しました。出社基準や組織編成を見直すとともに、

各対策班マニュアルの整備を行いました。

　社内説明会において改定内容を全社員に周知

し、携帯版の簡易マニュアルを配布しました。

○内部通報制度○情報提供
○内部通報制度

○情報提供
　（教育・啓発）

○会社方針の明示
○施策実施の指示

地震リスク説明会

盗難防止ワイヤーフロア入口

行動指針
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　当社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。

●日本海ガス行動基準
　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

2007年に「日本海ガス行動基準」

を制定しました。行動基準の実践に

より、当社が常に信頼され、選ばれ

続ける企業であることを目指してい

ます。

●コンプライアンス推進体制
　コンプライアンスに関する施策の検討機関としてコンプ

ライアンス室担当役員を委員長とし、各本部長、常勤監査

役で構成するCSR委員会を設置しています。

○方針・施策の上申
○報告

社　長

日本海ガス従業員

お客さま、お取引先、株主さま、地域社会

CSR委員会

コンプライアンス室

○方針・施策の上申

連携

○健全な企業活動の展開
○コンプライアンスを意識した行動

○内部通報制度○内部通報制度○情報提供○情報提供
○内部通報制度○内部通報制度

○内部通報制度○情報提供○情報提供
　（教育・啓発）　（教育・啓発）

顧問弁護士

○会社方針の明示○会社方針の明示
○施策実施の指示○施策実施の指示

○情報提供
○内部通報制度

○情報提供
　（教育・啓発）

○会社方針の明示
○施策実施の指示

●教育・啓発活動
　2014年度は、4月に新入社員研修を実施し、コンプラ

イアンスの定義や「日本海ガス行動基準」について説明しま

した。

　１２月には、管理職を対象にコンプライアンス研修を実施

しました。

　また１２月から翌２０１５年２月にかけて実施した情報セ

キュリティ研修会の機会にあわせて、当社の「情報保護マ

ニュアル」の内容について、再確認を行いました。各事業所

を巡回し２６５名が受講しました。

　同じく１２月に、グループ会社を含む全社員に「コンプラ

イアンスカード」を配布しました。カードにはグループ経営

理念・コンプライアンス行動基準・日々の行動チェック項目

を記載しており、常時携行し、判断に迷う場合や自身の行動

の振り返りに活用しています。

　その他、イントラネットを活用し、相談窓口の周知や、法令

の解説・Q＆Aなどの情報提供を行っています。

●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。

コンプライアンスカード

コンプライアンス研修会

イントラネット
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国立大学法人　
富山大学経済学部経営法学科教授

国際取引法学会理事
企業法学会理事
グローバルビジネスロー研究所理事

　ＣＳＲに関する著名な法学者であるElhaugeは、その論
文の中で、経営者が株主に対し信認義務を負うことを前提
に、従来の株主利益最大化義務論を否定し、経営者はＣＳＲ
のために積極的に活動する裁量権を有すると論じている。
日本海ガスのような資源エネルギーを主な業とする企業
にとって、Elhaugeの言はまさに妙を得た提言であろう。
　ガス事業を巡る環境は、大きく変化しようとしている。本
年6月17日、改正ガス事業法が参院本会議で可決・成立し
た。長年の地域独占による硬直的なエネルギー市場を、自
由な市場参入と競争に基づくサービス産業に変貌させる
改革が、この数年で本格的に具体化されようとしている。
　その中で、日本海ガスは「2015中期経営計画」を基に、
富山市を中心にガス事業を展開している企業であり、公共
性・公益性という面からみても、この地域にはなくてはなら
ない存在である。その日本海ガスがCSRを積極的に展開
しているという事実は、本ＣＳＲ報告書からも明らかであり、
その社会的な貢献度は図りしれないものがある。
　ガス供給事業会社にとって、ガスの安定供給、安全の確
保・維持および災害・環境対策は、もっとも重要な課題であり、
これにどう取り組み実効性を上げるかがＣＳＲの柱である。

　この点、日本海ガスは、ガスの安定供給のためのパイプ
ラインの建設、災害時に対するLPガス供給拠点の整備、ま
たそれに伴う安全対策に対して積極的に取り組んでいるこ
とは大いに評価できる。特に、安心点検・安全周知活動の徹
底は、地域社会から信頼される企業としての責務であり、日
本海ガスはこの対応も十分に行っていることが伺われる。
　環境対策としては、CO2の削減を中心に、低炭素社会の
実現に向けてガスコージェネレーションシステムの導入な
ど積極的に取り組んでいる。また、家庭用燃料電池の導入・
推進など、家庭用エネルギーの高効率利用にも取り組んで
いる。これらの積極的な取り組みは、日本海ガスが、単なる
顧客満足度向上のみならず将来に向けても信頼される企
業であり続けることへの証であろう。
　ＣＳＲを積極的に展開していくには、企業に相応の負担を
強いることになることは否定できない。しかし、企業として
の営利目的の使命と、社会に貢献を行う公的な器としての
企業の在り方のバランスが、今後益々問われる時代になる
ことは間違いない。言い換えれば、ＣＳＲは、企業の健全な
財政状態と、ガスの安定供給及び日々の完全確保・維持等
の企業努力に支えられたものであり、これらなくしてＣＳＲ
はありえない。この意味において、日本海ガスのＣＳＲは、未
来志向の企業としての大きな挑戦ともいえるであろう。こ
の挑戦が、最終的には株主に利益をもたらすことは言うま
でもない。
　日本海ガスには、なお一層ＣＳＲを積極的に展開してい
ただき、この分野のリーディング・カンパニーとしての地位
を確立するとともに、より一層、社会から信頼され愛される
企業へと成長されることを願ってやまない。

髙田 寛

第三者意見を
受けて

　東日本大震災以降、わが国におけるエネルギー政策は大きな見直しを迫られ、更にはエネル
ギーシステム改革によって、エネルギー市場は大きな変革の時代を迎えることとなりました。
　このような社会環境の変化のもと、エネルギーに対するニーズも当然に変化していくも
のと理解いたしております。弊社は、これら変化に呼応するために中期経営計画に基づき、
新たな時代に向けたチャレンジを始めたところです。
　今回、高田様からは「ガスの安定供給と保安の確保なくしてＣＳＲはありえない」とのご意
見を賜りましたが、社会やお客さまニーズが如何に変わろうともエネルギー事業者としての
基本的使命は変わらないことを改めてお示しいただいたものと受け止めております。
　弊社は「日々の変革」と「基本の遵守」を両輪として、新たな企業価値の創出とお客さま
をはじめとするステークホルダーの持続的な発展に貢献できるよう努めてまいります。

コンプライアンス室　室長

森川　徹
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射水市

供給区域
主要導管

富山市高岡計量所高岡計量所 岩瀬工場岩瀬工場
西部支社西部支社

本社本社太閤山供給所太閤山供給所

ショールームショールーム
PregoPrego

高岡計量所 岩瀬工場
西部支社

本社太閤山供給所

ショールーム
Prego
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●事業内容
1. ガス事業
2. 液化天然ガス、液化石油ガスおよびその他
高圧ガスの製造、供給、販売

3. 灯油、重油、その他石油製品の販売
4. ガス機器の製作、販売および賃貸
5. ガスに関する工事の請負
6. 鉄管、継手、弁類等ガス供給設備に関する機
材の販売

7. ガス発生装置の保守および改修
8. 熱供給事業
9. 建築工事、土木工事、管工事の設計、施工お
よび監理

●お客さま戸数の推移 ●ガス販売量の推移

●登録など
ISO14001 JSAE344　岩瀬工場
ISO9001 JSAQ1788　ハウジンググループ

●主要事業所

●日本海ガスグループ会社

※都市ガスの販売量は 1m3 当たり 46MJ（メガジュール）換算で表示しています。
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2010 2011 2012 2013 2014（年度） 2010 （年度）

本社社屋

　都市ガス 　LPガス 　都市ガス（単位：万m3） 　LP ガス（単位：t）

西部支社 射水市作道691
金沢支社 金沢市松島2丁目205
ショールーム Prego
 富山市黒崎405-6
岩瀬工場 富山市上野新町1-43

104,579

67,529

37,050

103,321

66,655

36,666

102,182

65,913

36,269

101,255

65,133

36,122

100,049

35,758

2011 2012 2013 2014

9,037 9,607

●会社概要
社　　名 日本海ガス株式会社
本　　社 富山市城北町2番36号
 URL http://www.ngas.co.jp
      0120-18-1107
創　　立 昭和17年10月15日
代 表 者  取締役社長　新  田  八  朗
資 本 金 6億7,950万円
総売上高   225億531万円
連結売上高 268億1,931万円
総 資 産 231億5,917万円
従 業 員 278名

㈱サプラ
㈱モット日本海ガス※

㈱テルサウェイズ
ユナイテッド・リース㈱
㈱北雄ホームサービス
㈲七尾ホームサービス
※株式会社モット日本海ガスは、2015年1月1日をもって、
　当社の連結子会社であったユナイテッド・リース株式会社を
　吸収合併いたしました。

日本海ガス会社概要

（2014年12月31日現在）

10. 空調、冷暖房、厨房、浴槽、衛生等の住宅設
備機器の製作、販売および賃貸

11. 環境保全事業

46,266 46,286 46,836

9,711

46,111

9,940

44,854

8,553

本社
新川営業所

西部支社

七尾営業所

金沢支社

高岡営業所
砺波営業所

LPガス供給エリア都市ガス供給エリア

富山県石川県

64,291
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●お問い合わせ先　
　コンプライアンス室 〒930-8588 富山市城北町2-36
          0120-18-1107
　CSR報告書は当社のホームページでもご覧いただけます。 
 　http://www.ngas.co.jp


