
　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。2017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

6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。

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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行動理念

　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12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。

　絆HDG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ニュ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。

就業体験

地域の皆さまとともに

エコキッズ探検隊

エネルギー環境教育

富山県立富山工業高校出張授業

　2017年5月31日、6月1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2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、エネル

ギー産業の現状と未来、当社グルー

プの環境活動」などについて講義を

しました。

　2017年8月には、ふる
さと富山美化大作戦に参
加し、本社周辺の清掃活
動を行いました。
　富山市内で、町内会や
学校、企業など、いろいろ
な団体が協働しました。

2018



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

の皆さまへのあいさつ

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
　2017年9月、富山県営野球場で、プロ野球BC

リーグ「富山GRNサンダーバーズ対滋賀ユナイテッ

ドBC」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、937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18

回開催し、531名が参加しました。
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　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。

　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。

　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、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

2017年10月19日に開催された、電話応対コン

クール富山県大会(主催：（公財）日本電信電話ユー

ザ協会富山支部）において、お客さまコールセン

ターのオペレーターが優勝しました。

応対コン

TOPICS

2018



　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（48か月に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。

くらし快適サービスの展開

　2017年5月に、ガス機器の組み合わせに応じ毎

月の従量料金を割引く新料金メニューを発表し、以

降もガスの使用量を軸にした地域還元型のポイント

サービス、高速インターネットサービス、暮らしサ

ポートサービスなど、地域のお客さまに寄り添った新

たな利便性の高い住関連サービスの提供を開始しま

した。

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

TOPICS

※「もっと得割」は大阪ガス株式会社の登録商標です。

※



　2017年6月時点での障がい者雇用率は2.42％と法定

雇用率である2.2％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

　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。

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66％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

　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。

　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。

　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

2018



　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。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。2017年度の育児介護休業制度による

休業取得者は8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

イクボス宣言

　2017年7月、仕事と私生活の充実に取り組む社

員を応援するため、各本部長・部長が自らも仕事と私

生活を充実させ楽しむ「イクボス」となることを誓う

「イクボス」宣言を行いました。　


