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

CSR報告書 2018

日本海ガス絆ホールディングス



CSR活動の基本方針 1

メッセージ 2

絆HDGのコーポレート・ガバナンス体制 3

エネルギーセキュリティの向上 5

環境活動報告 7

ステークホルダーとのかかわり 13

第三者意見 19

グループ会社の概要 20

目次



1

CSR活動の基本方針

　日本海ガス絆ホールディングスグループ（以下、「絆HDG」）は、事業活動を通じて経営理念・事業ミッションを実現

し、公益的使命と社会的責任を果たすことをCSR活動の基本とします。

　活動の柱として、ガスの安定供給と保安の確保を目的とする「エネルギーセキュリティの向上」、持続可能な社会実現

のための「環境負荷低減」、「ステークホルダーとの関係の深化」の3つを掲げ、各年度のCSR報告書に活動実績を掲載

していきます。

グループ経営理念
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

●「CSR報告書2018」について
　本報告書は、日本海ガスの中期経営計画（2015年～2018年）に基づく3つの事業ミッション（「社会への

貢献」、「お客さま満足」、「従業員満足」）について、2017年の活動実績をまとめたものです。　

日本海ガス株式会社
都市ガス、LPガスの
製造・供給・販売

株式会社サプラ
建築設備の設計・施工
ガス工事等の設計・施工

株式会社モット日本海ガス
建築工事、ガス機器販売
ガス開閉栓、器具修理

株式会社テルサウェイズ
LNG輸送、
LPガス配送

持株会社直下の
関係会社

日本海ガス絆ホールディングス株式会社
傘下子会社の経営管理および附帯業務
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日本海ガス絆ホールディングス
取締役社長

　2016年4月の電気の小売全面自由化に続き、2017年4月にガス小売全面自由
化がスタートしたことにより、これまで縦割りであったエネルギー市場の垣根が取り
払われ、一般家庭も居住区域に関係なく、自分のライフスタイルや価値観に合わ
せ電気、ガスの売り手やサービスを自由に選ぶことができるようになりました。　
　
　このような事業環境の変化に対応すべく、日本海ガスをはじめグループ各社は、
2018年1月に設立した純粋持株会社「日本海ガス絆ホールディングス株式会社」
傘下の事業会社として活動しておりますが、本CSR報告書は中核の事業会社で
ある日本海ガスの2017年度のCSR活動を中心にステークホルダーの皆さまにご報
告させていただくための冊子として発刊いたしました。
　
　まず、事業活動の柱の一つである「社会への貢献」につきましては、パリ協定を
踏まえた政府の目標（2020年までに標準的な新築住宅でネット・ゼロ・エネルギー・
ハウス（ZEH）の実現を目指す」）達成に貢献すべく、省エネに大きく貢献する家
庭用燃料電池「エネファーム」の導入提案を既築住宅にも広げ、積極的に営業
展開しました。この結果、2016年に93台だった年間販売台数が2017年に145台
を記録し、その内、既築住宅への販売が約4割を占めるなど、より多くのCO2削減
に寄与することができました。
　
　「お客さま満足」につきましては、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、くらし快適サービス
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
開始することで、お客さま満足度の向上に努めました。
　
　「従業員満足」につきましては、2017年7月に、日本海ガスならびにモット日本海
ガスにおいて、仕事と育児・介護との両立支援、業務の効率化・生産性の向上、人
材育成・キャリア支援などの視点から、社員がいきいきと働ける職場環境づくりを
進めるため、各本部長・部長が率先して部下を応援するとともに自らも仕事と私生
活の充実を図る「イクボス宣言」を行いました。
　
　当社グループは、公共性の高いインフラ事業をコアとする企業集団としてCSR
活動に取り組んでおりますが、国際社会は今、パリ協定に加え、持続可能な開発
目標（SDGs）という2つの国際的枠組みを全ての企業の経営目標に反映させるこ
とを求めています。SDGs実現のための17の目標とそれを具体化した169のターゲ
ットの中には、地球温暖化対策や環境負荷低減、レジリエントなインフラ構築など、
当社グループがお客さまに提供している様々な製品やサービスと深く結びついて
いるものがあります。「21世紀は環境の世紀」とも言われますが、当社グループが
果たすべき役割とは何か、視座を高めCSR活動を展開したいと考えます。
　
　当社グループのCSR活動につきまして、皆さまの忌憚のないご意見・ご要望をお
寄せいただければ幸いです。

新田 八朗

2018年9月
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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監査室を設置し、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。

　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、2018年1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。

　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。

　2017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。

　2018年度は、これを他のグループ会社に広げる予

定です。

　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

絆HDGのコーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンス体制

内部統制システムの整備

2018
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　絆HDG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。

●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

2007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
　HD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。

コンプライアンスへの取り組み
●2017年の教育・啓発活動
　2017年9月26日から日本海ガスの全役職員277名

に対する産業能率大学によるコンプライアンス教育（E-

ラーニング）を実施しました。個人情報保護をはじめ、セ

クハラ、マタハラ、パワハラに関する多くの事例を学びま

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。
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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。 非常用発電機緊急稼動訓練

経年管取替の推進

　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。

　2017年12月の導管耐震化進捗率は93.2％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。

災害への備え

都市ガス供給エリア

　富山県は日本海側屈指のものづくり

県として、多様な産業が集積しており、優

れた環境特性を持つ天然ガスの需要は

年々、高まっています。2016年10月に

開通した天然ガスパイプラインにより、

将来にわたり安定して天然ガスをご利用

いただくことが可能となりました。

エネルギーセキュリティの向上　

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。

高岡計高岡計量所高岡計量所

太閤山供給所太閤山供給所太閤山供給所

岩瀬工場岩瀬工場岩瀬工場

本社

ショールーム
PregoPrego

ショールーム
Prego

高岡市

射水市

富山市

砺波市

供給区域
主要導管

都市ガス都市ガス
供給部供給部
都市ガス
供給部

射水営業所射水営業所射水営業所

2018



　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。

緊急車両

県警災害官民合同訓練

技術・技能の伝承

　2017年4月27日、日本海ガス株式会社の社員代表チームと

本支供内管指定工事店の各社代表チームが参加して「配管技能

コンペ」を開催しました。道路に敷設する本管から屋内の器具まで

の配管を各社2名1組のチームで競い合うことで、「技術・技能の

伝承」、「基本作業の再確認」、

「一層の技能向上」に繋げること

を目的にしています。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、

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。

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

集中監視センター

安心点検・安全周知活動

　安全にガスをご使用いただくため、法律に

基づき48か月に１度、お客さま宅に伺い、ガ

ス漏れやガス機器に異常がないかを点検して

います。その際にマイコンメーター・ヒューズ

ガス栓・警報器などの安心機能のご説明も

行っています。また、イベント開催時やホームページ、マスコミ媒

体にも注意事項や安全対策をお知らせしています。

災害時のLPガス供給拠点

　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。

6

モット日本海ガス 北店

モット日本海ガス 南店

モット日本海ガス 東店

テルサウエイズ本社

練

TOPICS

社員への保安教育
　2017年9月15日、社員への保安教育の
一環として「保安レベル向上に向けた講習
会」を開催しました。当直者向けに「内管漏え
い調査」「LP容器交換」などの作業の再確認
と、見学者も、「パイプロケーター」を使って
埋設されたガス管の位置を探したり、消火器
訓練などを行いました。

LPガス供給エリア
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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

Ecoリーダー・サブリーダー

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。

　2017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。

環境ワーキンググループとEcoリーダー

　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

　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。

　2017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。

2018
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環境活動報告／環境行動目標と実績

　2017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 2018行動目標2017実績

年間
7,100t抑制

前年比5％削減

前年比1％向上前年比3.15％向上前年比1％向上

75％以上使用

前年比5％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、0.640kg-CO2/kWh（北陸電力㈱2016年度実績値）を使用

5,093t抑制

前年比6.6％増加
　

 

77.0％使用

前年比3.3％削減

前年比0.8％増加

9.2t抑制

地域の環境保全活動に積極的に参加する

年間
6,800t抑制

前年比2％増加

70％以上使用

前年比1％削減

前年比2％削減

CO2排出量
10t以上抑制

前年並みの発生量

CO2排出原単位
9.11g-CO2/㎥

以下

CO2排出原単位
8.18g-CO2/㎥

以下

CO2排出原単位
8.18g-CO2/㎥

以下

2017行動目標　

グループ会社の環境活動

2017実績 2018行動目標2017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

5％削減

1％削減

4.8％増加
 
0.5％削減

7.3％削減

10.9％削減

15.5t抑制

5％削減

1％削減

5％削減

　

　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2017年に17年目を迎えました。

15t以上抑制15t以上抑制

前年並みの原単位

前年並みの発生量
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環境活動報告／事業活動と環境負荷

　2017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 920千 kWh
都市ガス 136千 k㎥
LPガス　　　　 0.2 t 

地下水 140千 t 

電力 418千 kWh
都市ガス 115千 m3

LPガス 4 t
　　

 地下水 28千 t
 上水道 4 t
 下水道 4 t
 車両用ガソリン 187 kl 
 車両用軽油 29 kl
 車両用天然ガス 5 千m3

岩瀬工場

太閤山供給所

ガス販売量
都市ガス108,816千m3

LPガス      44,627t

岩瀬工場
供給所

事務所 お客さま

エネルギー エネルギー

LNGサテライト

LPガス充填所

PLガス 95,107千k㎥
LNG 11,893 t
LPガス 45,815 t

原　料

●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。 （出典：日本ガス協会『都市ガス事業の現況2015』を基に作成）

　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）

0

20

40

60

80

100

石炭 石油 天然ガス 石炭 石油 天然ガス 石炭 石油 天然ガス

100

80

57

100

71

20～37

100

68

0
0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

硫黄酸化物（SOx）窒素酸化物（NOx）二酸化炭素（CO2）

CO2排出量 901 t

産業廃棄物 16 t
一般廃棄物 　0.5 t

産業廃棄物 18 t
一般廃棄物 25 t

CO2排出量 507 t CO2排出量 386,334t

＊電気の使用によるCO2排出係数は、0.640kg-CO2／kWh（北陸電力㈱2016年度実績値）を使用

INPEX富山ラインより天然ガス受入

2018
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環境活動報告／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 2016 20172013 （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

2016年度　0.627（2015年度実排出係数）⇒　2017年度　0.640（2016年度実排出係数）
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CO2排出量（9事業所合計） エネルギー使用量（9事業所合計）
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（年度）2012

588

2013

587

2014

539

2015

548

2017
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電気（kw）
都市ガス（m3）
LPガス（m3）

千kWｈ 千ｍ3

2012 2013 2014 （年度）
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0
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2 2 22

　2004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、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。
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排出量の削減

削減に取り組んでいます。

3.2

526 528 498
475

103 97 9993

2016

2

475

99

2015

2

418

115

2017

2

418

101



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。

　2017年度は1.6t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、再び購入しています。

　2017年度は、都市ガス用メー

ターを6,600台購入し、うち2,920

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

環境活動報告／廃棄物の抑制とリサイクル活動の推進

環境活動報告／地域における環境保全活動の推進

　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。

　2017年度の参加者は、のべ1,789名、マイカーを使

用しなかったことによるCO2抑制量は約9.2tでした。

　グループ社員・家族による緑化推進活動を2001年より

富山市ファミリーパークにおいて実施しています。

　17回目となる2017年度は、76名が参加して、「里山生

態園」前の空地

に動物が好む果

実がなる苗木

20本を植樹し

ました。

森づくり活動

　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。

　2017年度のリサイクル砕石使用量は、8,732㎥で、

77.0％使用となり、目標の70％を達成しました。

11
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ZEH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。

自然災害に強く環境に優しい街づくりへの貢献 レンタルファンヒーターのLCA※調査結果

環境活動報告／ガスの高度利用とLCA評価

　毎年、10月から4月末までの期間に定額で機器を貸し

出し、使用しない時期に回収・清掃して保管するサービス。

9月に募集を開始し、10月上旬より順次配達し、翌年5月に

回収に伺います。お客さまから、収納場所がいらない、初期

投資が不要、ガス事業者によるメンテナンスで常に安心し

て使用できると好評で、年々台数が増えています。2001

年に272台で開始し、2017年シーズンは2,331台ご利

用いただきました。結果、17年間の活動で、ファンヒーター

を購入した場合とレンタルした場合との環境負荷を比較し

たところ、レンタルによりCO2を420,275kg,金属で

43,322mgを削減できました。（調査委託先：有限会社イーズ）

　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。

累計販売台数とお客さま先でのCO2抑制量
2017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  542 681
エコウイル 126 53
エコジョーズ 13,043 2,841
ハイブリッド給湯器 370 125
太陽光発電システム 44 52

合計 － 3,752

%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

%

ガスコージェネ
レーションシステム 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

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%

照明など

給湯
暖房など

都市ガス
LPガス

※LCAとは…… ライフサイクルアセスメント（Life cycle assessment）。製品等
のライフサイクルを通じて発生する環境負荷（CO2、金属消費、水
消費）やそれに伴う環境影響を定量的に評価する手法

12

TOPICS

北陸初のネット・ゼロ・エネルギー・タウン

　2017年10月25日、公共施設併設型エコ団
地「セーフ＆環境スマートモデル街区」が市内豊
田本町に完成しました。公民館は、太陽光発電シ
ステムと天然ガスによるマイクロコージェネレー
ションにより電気・熱を有効に使え、非常用電力と
しても利用が可能になっています。また、北陸で
は初めて住宅全棟に太陽光発電システムと蓄電
池、燃料電池の3電池を搭載し、街区全体でエネ
ルギー消費の実質「ゼロ」を目指しています。



　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

13

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

15

●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

16

　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。　



第三者意見
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富山国際大学
現代社会学部　教授

上坂  博亨

あとがき 　今回、富山国際大学現代社会学部の上坂教授より、今後の弊社グループのCSR活動に対して貴重な示唆
をいただくとともに、CSR活動の「三つの柱」への取り組みを高く評価いただき、紙面を通じ、改めて厚く御礼
申し上げます。
　エネルギー業界は今、電力・ガスの小売全面自由化の進展により、競争環境が質的に大きく変化する一方、
SDGsの推進、国際公約に基づくCO2削減などを事業活動に反映させていくことが求められております。こ
のような中、日本海ガスを含むグループ各社は、2018年1月より、持株会社「日本海ガス絆ホールディングス
株式会社」傘下の事業会社となりましたので、地域が抱える様々な課題や環境問題の解決にグループとして
より一層の貢献をするため、グループ内外の経営資源を効果的に活用し、ステークホルダーの皆さまから信
頼される企業集団となるよう努めております。
 現在、2019年以降の新中期経営計画を策定中ですが、上坂教授からご指摘を賜りました「社会への貢献」、
「お客さま満足」、「従業員満足」などの活動につきましては、従来の活動をより分かりやすく展開させていた
だくとともに、ステークホルダーの皆さまに新たな価値をお届けできるよう計画に反映してまいる所存です。
　今後ともなお一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

日本海ガス絆HD 総務人事部 部長

山﨑　忠

　エネルギーと環境をめぐる世界の動きとして、2015年
に採択されたパリ協定と、同年に国連にて採択された
SDGs（持続可能な開発のための2030アジェンダ）の二
つを避けて通ることはできないであろう。
　パリ協定においては、地球温暖化対策への新しい枠組
みとして世界の平均気温上昇を2℃以内に保ち、21世紀
後半には温室効果ガスの実質排出量をゼロにすることが
目標となった。これにより我が国のCO2排出量を2030年
までに2013年度比で26%削減することを世界に約束し
た。一方SDGsは市民、地域、企業などのステークホル
ダーが主体となって『将来の世代や暮らしを持続可能な
形で改善すること』をめざす別の枠組みである。我が国で
は2016年5月にSDGs推進本部（本部長：安倍首相）が設
置され、同12月に実施指針が確定した。2018年2月には
内閣府からSDGs未来都市が公募され、富山市が全国29
都市の一つに選定されると共に、日本海ガスが参画する
自治体SDGsモデル事業も本年度からスタートすることと
なった。
　法制度的には2015年のガス事業法改正、2016年4月
の電力小売り自由化、2017年4月のガス小売り自由化が
スタートして、エネルギー業界には途轍もない事業変革が

求められている。このようにダイナミックに変化する事業
環境変化に適切かつ迅速に対応する日本海ガスの精力的
活動が、CSR報告書を3年分程度ひも解くことで見えてく
る。この点で本書がステークホルダーに対する重要な情
報源となり、顧客やパートナーとの相互理解ツールとして
有効に機能するであろうことが十分に理解できる。
　今期のCSR報告書の構成は前期までとは若干異なり、
まず冒頭に2018年1月に設立された「日本海ガス絆ホー
ルディングス」によるガバナンス体制が示され、次いで①
エネルギーセキュリティーの向上、②環境負荷低減、③ス
テークホルダーとの関係の深化、というCSR活動の「三つ
の柱」について報告している。この「三つの柱」は本年7月
に閣議決定された第5次エネルギー基本計画に示される
3E+S（Energy security, Environment, Economic 
efficiency + Safety）と見事に合致しており、国レベルの
エネルギー政策の基本的視点にも高度に整合している事
が確認できる。一方、「三つの柱」の根拠は2015年に策定
された中期経営計画（2015年～2018年）に定めた事業
ミッション（「社会への貢献」、「お客さま満足」、「従業員満
足」）に依ると考えられるが、それぞれの基本方針や重点
課題との対応関係がさらに明確に示されれば読者の理解
を一層促進するのではないかと思われる。
　エネルギー関連企業、とりわけ化石燃料を事業主軸と
する企業にはパリ協定が大きなインパクトを及ぼすであ
ろうことは想像に難くない。我が国が2050年にCO2排出
量の80%削減を達成するための日本海ガスひいては絆
HDGによる企業イノベーション、極めて困難な課題であ
ることは承知の上でリーディングカンパニーとしての舵取
りに大きな期待を寄せたい。

2018
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日本海ガス絆ホールディングス株式会社
本　　社 富山市城北町2番36号

 URL https://hd.ngas.co.jp/

創　　立 2018年1月4日

代 表 者 取締役社長　新田　八朗

資 本 金 6億7,950万円　　　

従 業 員 35名

日本海ガス株式会社
本　　社 富山市城北町2番36号

 URL https://www.ngas.co.jp/

創　　立 1942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　　　

従 業 員 274名

株式会社サプラ
社　　名 株式会社サプラ

本　　社 富山市黒崎341-14

 URL http://www.sapla.co.jp/

創　　立 1970年8月5日

代 表 者  取締役社長　五十嵐 博明

資 本 金 4,975万円

従 業 員 141名

株式会社モット日本海ガス
社　　名 株式会社モット日本海ガス

本　　社 富山市清水町2-1-14

 URL http://www.ngas.co.jp/motto

創　　立 1989年1月19日

代 表 者  取締役社長　岡本 武

資 本 金 3,000万円

従 業 員 91名

株式会社テルサウェイズ
社　　名 株式会社テルサウェイズ

本　　社 富山市中大久保349

 URL https://telsaways.ngas.co.jp/

創　　立 1991年12月12日

代 表 者  取締役社長　今村 巧

資 本 金 3,000万円

従 業 員 50名

日本海ガス絆ホールディングスグループ

（2018年4月現在）主な会社概要
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