
Corporate  Soc ia l  Respons ib i l i t y  Repor tCorporate Soc ia l Respons ibb i l i t y Repor t

CSR報告書 2017



1

企業活動の基本方針

目 次

日本海ガスグループ経営理念

事業ミッション

快適で豊かなくらしの創造と地球にやさしい環境づくりに貢献する総合エネルギーグループを目指す

中期ビジョン（2018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

　日本海ガスはすべての役職員が常に誠実・公平な行動のもと、地域社会との協調を図り、公正かつ自由な競争を展開し、

すべてのステークホルダーからの信頼に応えられるよう活動を展開しています。

　2014年１２月に策定した「２０１５中期経営計画（２０１５～２０１８年）」において、当社の事業ミッションと中期ビジョンを

次のように定めています。
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お客さま満足 お客さまに納得いただける価格で最適なエネルギーをお届けし、快適で
豊かなくらしの提供と、省エネ、環境負荷低減に貢献する

社会への貢献 安全・安心を基本とし、社会活動に必要なエネルギーを提供する 

従 業 員 満 足 風通しの良い風土・人間関係づくりやワークライフバランスを考えた、安心と
働き甲斐のある職場環境を提供する 
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持続的な成長を支える
組織力の強化
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日本海ガス株式会社

取締役社長

　当社では2015中期経営計画（2015～2018年）に「2018年のありたい姿」を
示しています。この中期経営計画の前半2年間の取り組み状況をご報告申し上
げます。

　2016年10月、国際石油開発帝石株式会社の天然ガス輸送パイプライン（富
山ライン）からのガスの受入れを開始しました。また、これに併せて当社が整備を
進めていた幹線導管網や供給設備の運用を開始しました。
自然災害に強く安定した原料調達が実現したことで、都市ガスの供給能力が
大きく向上し、環境性に優れた基幹エネルギーである天然ガスを従来に増して
安定的にお客さまのもとへお届けできるようになりました。

　2004年のオープン以来、エネルギーや暮らしの情報発信源であるショールー
ムPregoには15万人を超えるお客さまがご来館されています。
　2016年5月には「くらしプロデュース」をキーワードに、「これからの暮らしのあ
り方」をご提案することができるショールームへと全面リニューアルを図りました。
　従来の最新ガス機器の展示やエネルギーのご提案、料理教室などのカルチ
ャースクールや各種イベントの開催に加え、住環境・暮らしのご提案、先進的な
エネルギーの利活用を発信することでお客さまと当社の交流の場としての役割
を担っています。

　2017年4月から都市ガス小売全面自由化がスタートし、お客さまは都市ガス
供給事業者を自由に選択することができるようになりました。現在のところ、当社
の供給区域において新規事業者の参入はありませんが、お客さまに引き続き当
社を選んでいただけるよう、ガス料金メニューの拡充、ポイント・電気通信などの
多様なサービスをご提供することで、お客さまとの絆を深めてまいります。

　さて、当社は2018年1月に持株会社「日本海ガス絆ホールディングス株式会
社」を設立します。持株会社体制に移行することで、当社グループは急速な経
営環境や事業環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる機動的な業務執行
体制を構築し、経営効率と企業価値の向上を目指します。併せて、持続可能な
社会の実現に向けた事業活動を今後も継続して展開してまいります。

　当社のCSR活動につきまして、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

2017年9月
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工場の保安体制

　万一の火災発生に備え自衛消防組織を編成し、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。

日本海ガス製造・供給方式の変遷

非常用発電機緊急稼動訓練

パイプラインガス受入開通式

パイプラインガス受入開始

　2016年10月27日、国際石油開発帝石株式会社（以下、INPEX）富山ラインよりパイプラインガスの受入れを開

始しました。

　当社はこれまでLNGタンクローリーによる陸上輸送に頼っていましたが、これまで大雪や台風などで輸送道路が

通行止になるなど原料輸送体制が課題となっていました。

　INPEX富山ラインからのパイプラインガス受入れにより、ガスの供給安定性および供給能力が格段に向上しま

すので、製造業を中心に天然ガス需要の大きな伸びが予想される地域に

おいて、将来にわたり安定して天然ガス利用促進を図ることが可能とな

りました。

安定供給と保安の確保  ～都市ガス製造・供給の現場から～

都市ガス原料は石炭。低圧製造
ガスプラントのため、ガス圧送機
により昇圧して、お客さまへ供
給

石　炭

熱量：3,600kcal/㎥

ガスプラント製造供給
1942 （S17）年10月～

〈1955（S30）年10月　岩瀬工場完成〉

製造ガス

都市ガス原料は重油、軽油、原
油、ナフサ、LPGと変遷し、いず
れも低圧製造ガスプラントのた
め、ガス圧送機により昇圧して、
お客さまへ供給

油・LPG

熱量：3,600⇒ 3,960⇒ 5,000kcal/㎥

ガスプラント製造供給
1957 （S32）年11月～

LNGタンクローリーにより陸上
輸送した天然ガスをLNG貯槽に
貯蔵し、需要に応じてLNGを気
化させ、お客さまへ供給

LNG導入と熱変

熱量：20.93025 （5,000kcal/㎥）⇒46.0MJ/㎥

LNGサテライト供給
2004（H16）年3月～

〈2007（H19）年6月　天然ガス転換完了〉

天然ガス

INPEX富山ラインより天然ガス
を受入れ、お客さまへ供給

パイプライン

熱量：46.0⇒ 45.0MJ/㎥

バイプラインガス供給
2016 （H28）年10月～

岩瀬工場では、INPEX富山ラインからの受入れとLNGローリー車からの受入れを併用し、
ガス供給を行っています。「P15岩瀬工場の2つの供給方法」もご覧ください。

2017
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　供給区域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。

　2016年12月末の導管耐震化進捗率は91.8％と

なっています。敷設年度や管の材質などにより優先度を決

め、最も優先度の高い経年管（ねずみ鋳鉄管）の取替は、

2015年12月末に完了しています。

　INPEX富山ライン開通にあわせ、敷設工事を進めていた当社の幹線導管と供給設備も完成しました。

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4基を備えています。

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。

災害への備え経年管取替の推進

西部支社ガバナステーション
射水幹線からのガスを中圧・低圧にし、
① 高岡幹線に中圧ガスを送出
② 射水市内の中圧ラインにガスを送出
③ 射水市内の低圧ラインにガスを送出

【射水幹線の概要】
区 間：岩瀬工場 ～ 西部支社
距 離：17.4km 
管 径：400A （406.4mm） 、300A （323.9mm） 

岩瀬工場ガバナステーション
INPEX富山ラインからパイプラインガスを受入し、
① 射水幹線にパイプラインガスを送出
② 既存中圧幹線（日本海1号線、2号線等）にガ
スを送出
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　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

緊急車両

県警災害官民合同訓練

技術・技能の伝承

　ガス工事に係る技術・技能の伝承を目的に、当社と指定

工事店共同での実技実習を実施しています。

　2016年は5月に実施し、「穿孔とガス遮断」「ＰＥ管接

合」などの作業を指定工事店と、当社社員が二人一組で

行い、作業手順を確認しました。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。

防災訓練の実施

　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。

災害時のLPガス供給拠点

　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。

簡易ガス団地LPガス貯蔵所

　当社のLPガス充填・配送を担うグループ会社の株式会

社テルサウェイズ本社営業所（富山市中大久保）は、中核充

填所の認定を受けています。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ガスを供給します。

LPガス集中監視システム

　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

2017
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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（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

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等には、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
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省エネルギー・環境負荷低減への貢献

　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。

　INPEX富山ラインから受入している天然ガスは、新潟県

のLNG受入基地で気化されています。

LNGとは

　2016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　　　　　 1,222千kWh
都市ガス　　　　465千k㎥
LPガス　　　　 0.4t 

地下水 　　　 　148千t 

電力 418 千kWh
都市ガス 101 千m3

LPガス 3 t
　　

 地下水                15t
 上水道 5 t
 下水道 5 t
 車両用ガソリン 103 kl 
 車両用軽油 29 kl
 車両用天然ガス 5 千m3

CO2排出量 1,846 t

産業廃棄物 4 t
一般廃棄物 　0.9 t

産業廃棄物 18 t
一般廃棄物 24 t

岩瀬工場

太閤山供給所

CO2排出量 507 t CO2排出量 366,474t

ガス販売量
都市ガス 101,184千m3

LPガス      43,909t

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、0.627kg-CO2/kWh（北陸電力㈱2015年度実績値）を使用

LNGサテライトとローリー車

充填所

LNG 77,929 t
LPガス 50,775 t

原　料

ＬＮＧ

LNGローリー LNGタンカー

日本へ

約━160℃
1/600の体積

外国の産出基地

精製（硫黄、水などの不純物除去）

クリーンなエネルギーへ！
採取 液化

ＬＮＧ

日本海ガス
岩瀬工場

受入

日本のLNG受入基地
LNGローリーに払出し

従来型ガス
434兆㎥

非従来型ガス
342兆㎥

コールド
ベッドメタン
50兆㎥

シェールガス
218兆㎥

タイトガス
81兆㎥

2017
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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。

●供給安定性
　天然ガスは、世界中に広く存在します。

　天然ガスには、地下に穴を掘ると自然に噴出し従来どお

り掘削可能な「在来型ガス」と、シェールガスなどの「非在

来型天然ガス」があります。

　近年の技術革新により、回収が難しいとされてきた「非

在来型天然ガス」も効率的に採掘できるようになっていま

す。天然ガスの技術的可採埋蔵量は784兆m3と言われて

います。

（出典：日本ガス協会『都市ガス事業の現況2015』を基に作成）

（出典：日本ガス協会HPグラフを基に作成）

（出典：日本ガス協会『都市ガス事業の現況2015』）

天然ガスの確認埋蔵量の地域構成（2017年、単位：兆㎥）

天然ガス確認埋蔵量
合計186.6兆㎥中東

79.3

ヨーロッパ・ユーラシア
56.7

北米
11.2

中南米
7.7

アフリカ
14.2

アジア・オセアニア
17.5

天然ガスの技術的可採埋蔵量と種類

　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。

天然ガスの高度利用促進

化石燃料の燃焼生成物等発生量比較（石炭を100とした場合）
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硫黄酸化物（SOx）窒素酸化物（NOx）二酸化炭素（CO2）

コールドベッドメタン

タイトガス シェールガス

シール層 石油

水圧破砕法

従来型天然ガス

出典：日本ガス協会HP

従来型ガス従来型ガス
434兆㎥434兆㎥
従来型ガス
434兆㎥

コールドコールド
ベッドメタンベッドメタン
50兆㎥50兆㎥

シェールガスシェールガス
218兆㎥218兆㎥

タイトガスタイトガス
81兆㎥81兆㎥

コールド
ベッドメタン
50兆㎥

シェールガス
218兆㎥

タイトガス
81兆㎥

784兆㎥

❶従来型天然ガス
隙間の多い岩石の中の貯留槽から産出される天然ガス

❷コールドベッドメタン
比較的浅い石炭層に存在している天然ガス

❸タイトガス
ガス田近くに存在する流れのよくない天然ガス

❹シェールガス
深い岩石（頁岩）層の存在しているガス

非従来型ガス非従来型ガス
342兆㎥342兆㎥
非従来型ガス
349兆㎥
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　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。

ガスコージェネレーションシステム

発電と熱利用

　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）

　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）

%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%

ガス空調

照明など

給湯
暖房など

都市ガス
LPガス

当社ショールームPrego （富山市黒崎）

ガスコージェネレーションシステム導入

　本社に続き、5月の改装時にショールームPregoにもガ
スコージェネレーションシステムを導入しました。システム
で作った電気と熱を利用しています。停電時にもスタッフ
ルームや階段に電気を供給することができます。

省エネルギー・環境負荷低減への貢献　－ 産業用 ものづくりの現場で －

2017
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　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。

富山駅舎周辺には温水パネル融雪設備、保線区（富山市上

赤江・上冨居地内）には熱風発生設備が設置されています。

北陸新幹線　融雪設備

　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。

リジェネバーナーシステム工業炉・バーナー

熱利用　

　業務用厨房では、高火力を

生かした様々な機器でガスが

利用されています。

厨房内の温度を効果的に抑え

るガス厨房機器シリーズ「涼

厨」により、冷房に頼らない

快適な厨房にするご提案をし

ています。

エコ・ステーション新庄東店

天然ガス自動車の構造

熱処理 塗装乾燥

ガラス製品の加工

出典：日本ガス協会「都市ガス事業の現況」

出典：日本ガス協会「都市ガス事業の現況」

温水パネル融雪設備 熱風発生設備

厨房
　全国で４４,０００台以上、富山

県内では６０台（※）の天然ガス

自動車が走行しています。

　当社では、エコ・ステーション

（天然ガススタンド）を富山市内

に２店舗構え、幅広い車種に天

然ガスを提供しています。

天然ガス自動車

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

　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。

●天然ガス転換・高効率利用によるCO2削減

出典：日本ガス協会「低炭素社会実行計画」

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※

※「涼厨」は大阪ガス株式会社の登録商標です。 ※2016年12月末現在の、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。

11

エコウィル（ガス発電給湯暖房システム）

または

累計販売台数とお客さま先でのCO2抑制量

2016年12月末
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 398 508

エコウィル 126 53

エコジョーズ 11，380 2,542

ハイブリッド給湯器 286 97

太陽光発電システム 44 52

合計 － 3,252

　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

　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。

エネファーム（家庭用燃料電池）

省エネルギー・環境負荷低減への貢献　－ 家庭用 快適なくらしとともに －

発電と熱利用

2017



　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。

12

　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）

　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（30円/kWh※）とダブル発電

の買取単価（27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。　※2017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

ハイブリッド給湯器

熱利用

富山水素エネルギー導入促進協議会に
参加
　2016年2月に設立された、「富山水素エネル

ギー導入促進協議会」に参加しています。

　この協議会は、富山県（北陸地域）を拠点とした

企業、大学及び研究機関、行政、住民団体等が幅広

く連携することにより、水素エネルギー利用促進と

社会インフラ定着化を目指すとともに、その関連技

術に関する情報交換、共同研究開発、実証事業を行

うことで次世代水素エネルギーシステムの確立と

普及を目的としています。

　2016年は、とやま水素エネルギーシンポジウ

ムや福岡県への先進地視察等に参加しました。
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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

　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。

　2016年度は各職場から4名のメンバーを選出し、環境

ワーキンググループ会議を開催しました。

　各職場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。

　2016年4月に懇話会を開催し、行動目標や重点項目の

周知とともに、各職場での活動の工夫や実施状況について

話し合いました。

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

　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。

　2016年度は、燃費1％向上を目標に掲げ、全業務車両

の平均燃費は1.6%向上しました。

業務車両の燃費向上

全車両にステッカー貼付

2017
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環境活動報告／環境行動目標と実績

　2016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 2017行動目標2016実績 参照ページ

3 ～12

15

15

13

16

16

16

 

16

16.19.20

年間
6,800t 抑制

2016年度より
2％増加

2016年度より
1％削減

70％以上使用

2016年度より
1％削減

2016年度より
2％削減

CO2排出量
10t以上抑制

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

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
排出量の抑制

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、0.627kg-CO2/kWh（北陸電力㈱2015年度実績値）を使用

1,971t 抑制

 

　

7.8%削減
　

1.6%削減

76.2%使用

0.2%増加

6.5％増加

9.1ｔ 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
17.9　　　　

CO2排出原単位
9.11　　　　

以下

年間
4,870t 抑制

2015年度より
2％削減

2015年度より
1％削減

70％以上使用

2015年度より
1％削減

2015年度より
1％削減

CO2排出量
11t以上抑制

CO2排出原単位
20.2　　　　

以下

2016行動目標

グループ会社の環境活動

2016実績 2017行動目標2016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排出量抑制

1％削減

1％削減

1％削減

1％削減

4.7％削減
 
0.2％削減

7.8％増加

1.6％増加 

14.3t抑制

1％削減

5％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。

　2001年にスタートしたEcoチャレンジ運動は2016年に16年目を迎えました。

15t以上抑制

前年度と同じ

18t以上抑制



2017
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環境行動指針1　事業活動における環境負荷の低減

CO2 排出量
原単位

CO2排出量と原単位推移

2003 2007

0.461

25.9

0.036

2.3

2014

2.32.3

2015 20162013 （年度）

岩瀬工場の２つの供給方法（2016年10月27日以降）

1. INPEX富山ラインから受入れ

減圧弁

INPEX富山ライン
（日本海ガス供給所）

パイプライン受入施設

お
客
さ
ま
へ

付臭 減圧

２. LNGからのガス製造

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
　2015年度　0.647（2014年度実排出係数）→　2016年度　0.627（2015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。

　2016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、液化天然ガス（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、CO2排出原単位は前年比16.1％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けるエネルギー使用量の

事務所におけるCO2排出原単位の削減

削減に取り組んでいます。2016年度のCO2排出原単位

は、前年比7.8％削減しました。
※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
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　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。

　2016年度のリサイクル砕石使用量は、10,613㎥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。

　2016年度は、2.0t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。

　2016年度は、都市ガス用メーターを

7,524台購入し、うち3,281台が再使用

メーターでした。

ガスメーターの再使用

ノーカーデーの推進

環境行動指針２　廃棄物の抑制とリサイクル活動の推進

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
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　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。

　2016年度の参加者は、のべ1,772名、マイカーを使

用しなかったことによるCO2抑制量は約9.1tでした。

　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16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。

　2016年度は、社員と家族あわせて87名が参加して、

NPO法人きんたろう倶楽部の指導のもと、「とんぼの沢」

に車椅子やベビーカーでも気軽に自然散策を楽しめる木

道整備に取り組みました。

森づくり活動

※地域の環境保全活動への参加については、
　P19、20「地域社会」でもご紹介しています。

保全活動の推進と環境意識の高揚

　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16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。

　2016年度は、社員と家族あわせて87名が参加して、

NPO法人きんたろう倶楽部の指導のもと、「とんぼの沢」

に車椅子やベビーカーでも気軽に自然散策を楽しめる木

道整備に取り組みました。

森づくり活動

※地域の環境保全活動への参加については、
　P19、20「地域社会」でもご紹介しています。

TOPICS

会計伝票ペーパーレス化
　会計伝票の起票から承認までをワークフローに
よって行うペーパーレス化を順次進めています。
2016年4月から一部伝票のペーパーレス化を実
施したことによって、年間約9,000枚のコピー用紙
削減となりました。



　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6万5千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。
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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。

　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。

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

　ご家庭を訪問して各種サービスを提供しているグルー

プ会社のモット日本海ガスでは、タブレット型モバイル端

末を導入しています。お客

さま先でのお問い合わせや

ご提案を画面に表示してご

説明しています。

モバイル端末導入

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
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　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　Prego Club [プレーゴクラブ]b
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　法定の定期点検（4年に１度）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。

ショールームPregoリニューアル

　2016年5月14日、ショールームPregoがリ

ニューアルオープンしました。

「くらしプロデュース」をキーワードに、ガスのある暮

らしや新しいエネルギーシステムなど、新築からリ

フォームまで、「これからの暮らしのあり方」を体感し

ていただけるショールームを目指しています。　

ショールームPrego来館者15万人突破

　2016年7月12日、ショールームPregoの来館

者が15万人を突破しました。

　2004年10月のオープン以来、たくさんのお

客さまにお越しいただきました。

※2017年より情報誌が「mogmog」から「Prego Club」に変わりました。

TOPICS

破
TOPICS



　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等を受け入れ、就業体験をしてい

ただいています。

　2016年度、中学生の就業体験は2名を受入れ、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5名を

受入れ、学生の希望に

沿うよう就業プログラ

ムを編成しました。

　2016年5月に富山県立富山工業高校で、10月には富

山国際大学で出張授業を行いました。富山工業高校では

「ものづくり」の現場でのガスエネルギーの役割など、富山

国際大学ではエネル

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

富山県立富山工業高校出張授業

　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31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

の特性などをご紹介し

ました。

工場・供給所施設見学会

工場見学

就業体験

工場見学参加者数（人）

チームとやましフォーラム

●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。
　2016年度は、富山市で開催された「G7富山環
境大臣会合2016」の記念行事として4月に行われ
た「チームとやましフォーラム」において、当社新田
社長がパネルディスカッションに参加しました。
　また、8月の「ふるさと富山美化大作戦」に参加し
清掃活動を行いました。

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

みなさま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
　2016年8月、富山県営野球場で、プロ野球BC

リーグ「富山GRNサンダーバーズ対信濃グランセ

ローズ」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

　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、1,033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

いごはんを紹介していただきました。

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っています。

料理教室参加者数（人）

　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。

　親子や子ども教室は17回開催し、437名が参加しま

した。
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　2016年3月時点での障がい者雇用率は2.37％と法定

雇用率である2.0％に達しています。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50％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

はじめ多くのみな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

2017



　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

転の徹底に務めています。

　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。
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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。2016年度の育児介護休業制度による

休業取得者は13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

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

認知症サポーター

　認知症になっても安心して生活できるまちづくり

に少しでもお役に立てるよう、ガスメーターの指針

確認作業を行う検針担当者など59名が「認知症サ

ポーター」となりました。全員がサポーターの目印

であるオレンジリング

を身につけて業務に

あたっています。

メンタルヘルス研修と
ストレスチェックの実施

　労働安全衛生法の改正(2015年12月施行)に

より、すべての従業員に対し年に一度の、ストレス

チェック（労働者の心理的な負担の程度を把握する

ための検査）の実施が義務付けられました。

　当社では2016年6月にメンタルヘルス研修を

実施し、ストレスチェック制度の概要やその活用に

ついて全社員に説明を行い、後日、ストレスチェック

を実施しました。

　メンタルヘルス研修では、

セルフケアの必要性や快適な

職場づくりのための実践事

例も、あわせて周知しました。
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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、3名の社外監査役を含む4名の監査役で構成

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。

　また、法令が一部改正されたことに伴い、2015年9月開

催の取締役会決議により内容を一部改定しました。

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・感知に努めています。

リスクマネジメント体制

 

　2014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いますが、2016年は情報セ

キュリティ関連の社内規程を改定しました。

　特に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。

　情報セキュリティ委員会では、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

の対策を強化しました。

　内部監査では、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

確認しています。

情報保護体制の整備

企業活動の体制

情報セキュリティ研修会
　情報セキュリティ関連の社内規程を改定したこと

に伴い、2016年2月から3月に改定内容の周知と

セキュリティ意識の向上を目的とした全社員対象の

集合研修を開催しました。

　4月の新入社員教育でも、情報セキュリティ対策

について周知しました。

○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

2017
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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
　2016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。

　また、5月には当社を含むグループ会社の役員、管理職

を対象にハラスメント防止に関する社内研修会を開催しま

した。

　7月から9月に職場単位でのケースメソッド研修を実施し

ました。各部署のコンプライアンス・リーダー（マネジャー）

がファシリテーターとなり、架空事例を用いたグループ討議

を行いました。この研修では自由に意見が言える職場環境

を創出することを目的としました。

　12月には、全社員対象の集合研修を実施し、求められる

一人ひとりの責任ある行動とはどのようなものかを学びま

した。

●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。

イントラネット

コンプライアンス研修会
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富山国際大学
現代社会学部　教授

　わが国の2017年の夏も、酷暑と集中豪雨、自然災害の
脅威が頻繁に報道され、多くの国民が今後の生活に不安
を抱く夏となった。将来にわたる安全で安心な暮らしは、
これまで以上に国民の大きな関心事となっている。
　今回、日本海ガスのCSR報告書の評価にあたっては、管
見ながら環境倫理学の視点から評価を行い参考に供した
い。環境倫理学は、人間の活動が地球環境に深刻な影響
を及ぼしてきた反省にたち、人々の暮らしのあり方を探る
学問分野である。その主張は、①欠けがえのない地球、②
未来世代への責任、③自然との共生、という視点から構想
されている。特に深刻な公害問題を過去に経験した日本
では、環境への配慮は企業にとって避けて通ることはでき
ない。
　一方で企業にとってのCSRは、本業に加えて行われる慈
善活動という枠を超えて、今や事業活動そのもの、経営の
中核と捉えられており、企業には、不祥事や欠陥商品への
批判に対応するといった受け身の活動ではなく、事業活動
を通じて社会的な課題の解決にあたり、社会の仕組みや
消費者の意識を変えていく積極的な姿勢が求められてい
る。社会的に大きな影響力のある企業は、経済的な富を生
み出すだけでなく、環境に配慮しながら価値を創造し発展

していくべきだというのが、現今のCSRの特徴である。
  以上を踏まえると、日本海ガスがエネルギーの安定供給
という本業において、コージェネレーションシステムを始
めとする省エネやリサイクルの促進を通じて、様々な場面
で環境への配慮に取組んでいる点は評価できる。エネル
ギー枯渇に陥らないように持続可能な環境を創造するこ
とは、現在世代の未来世代への責任だからである。また、
工場の保安体制や供給の現場において緊急時への対応
策を種々講じている点は、災害が頻発している日本におい
て消費者の高い関心事であり評価できる。
　顧客、地域社会、従業員等のステークホルダーを明確に
しながら、事業に取組んでいる点も評価できる。少子高齢
社会である日本の現状を踏まえ、認知症サポーターを設
けたり、若い世代への食育の取組みを行っていることは、
会社の強みを利用した地域社会への支援であり、今後の
継続を期待したい。
　気づいた点としては、日本海ガスが考えるCSRとは何か
というCSRの定義を明確にしたうえで、顧客や従業員に一
層の浸透を図ってはどうだろうか。自社のCSRが、人々の
豊かな暮らしを持続的に可能ならしめているという理念
や哲学の中で捉え返されることは、従業員の矜持を高め
ることにつながるだろう。
　また、ステークホルダーに対する感度を引き続き高めて
いただければと思う。重要なステークホルダーの一翼を
担う顧客や従業員の声を反映させた具体例が何かを例示
したり、「持続可能な発展」を推進する意志表明として、現
在世代に加え将来世代をもステークホルダーとして明確
に位置づけることも考えられる。

大谷　孝行

あとがき 　わが国においては、昨年の電力小売の全面自由化に引き続き、本年4月からは都市ガスの小売りが全面自
由化され、電力・ガス業界は従来の規制市場から競争市場へと移行しました。
　このような社会の変化に伴い、ステークホルダーからの弊社に対するニーズや、ステークホルダーとの関
わり方も変化が求められることとなります。
　弊社では、これに即応するための経営施策を中期経営計画（2015～2018年）に取りまとめ、全社一丸とな
り取り組んでいるところであります。
　本中期経営計画の実行期間も残すところ1年余となり、持続可能な社会と組織形成のために弊社ではエネル
ギー以外の新たなサービス分野、持株会社の設立、ワークライフバランスに配慮した職場環境づくり等に挑
戦しているところでありますが、今回、大谷教授からは「CSRの定義付け」、「将来世代をステークホルダーに
加える」ことが持続的な発展の意思表明として必要ではないかとの貴重なご助言をお示しいただきました。
　社会の変化は、弊社にとって変化のチャンスであると同時にステークホルダーとの関わり方を見直しする
機会であると捉え、新しい時代にチャレンジしてまいる所存です。

2017

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

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

●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

●登録など
ISO14001 JSAE344　岩瀬工場

●主要事業所
●日本海ガスグループ会社

本社社屋

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

●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
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

売上高（連結） 215億4,364万円
総資産（連結） 298億8,998万円
従 業 員 274名

㈱サプラ
㈱モット日本海ガス
㈱テルサウェイズ
㈱北雄ホームサービス
㈲七尾ホームサービス
㈱G・テック

日本海ガス会社概要

（2016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

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

（単位：万m3）
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■LPガス
■都市ガス

　LPガス
■都市ガス

※都市ガスのガス量は1m3当たり
   46MJ（メガジュール）換算で表示しております。
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46,111 44,85498,950

35,539

63,411

98,266

10,059 10,118

43,891 43,909

●お客さま戸数の推移 ●ガス販売量の推移

　経常利益 （右 目盛軸）
■売 上 高 （左 目盛軸）

●総売上高・経常利益の推移（連結）

25,563 26,819

（単位：百万円） （単位：百万円）
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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
          0570-024-077
　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




