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ごあいさつ

総合エネルギーグループとして持続的成長と

地球環境保全への貢献を目指して

日本海ガス絆ホールディングス
取締役社長

新田  八朗

はじめに

日本海ガス絆ホールディングスグループ（以下、「絆
HDG」）は、中核子会社「日本海ガス」の都市ガス製
造工場が 2001年に環境マネジメントシステムの国際
規格 ISO14001を認証取得して以来、持続可能な社
会の実現に貢献することを目的にCSR 活動を推進して
いますが、近年、自然災害が頻発している状況に鑑み、
レジリエントなエネルギーインフラの構築と環境負荷低
減活動の推進・強化は、喫緊の課題であると認識して
います。

ＳＤＧｓへの貢献

異常気象が常態化することへの懸念や気候変動の脅

威への対策強化の機運が高まる中、2015 年に発効し
た歴史的な２つの国際合意である「SDGs」と「パリ協定」
は、経済活動と社会のサステナビリティの関係性を重
視するものとして、世界中に広がりを見せています。中
でもSDGsは、国内においても政府のみならず、産業
界、大学、地方自治体、NPOに至るまであらゆるレベ
ルで急速に認知が広がっており、これを踏まえ本 CSR
報告書では、絆 HDGの事業活動を通じて貢献できる
SDGsの目標を明確化しました。

脱炭素社会に向けて
絆 HDGは化石燃料の中で最も環境負荷の少ない天
然ガスを事業基盤の中心に据えており、天然ガスの普
及拡大自体が、SDGs の目標達成に貢献できるものと

考えますが、パリ協定は、「世界の気温上昇を1.5～2℃
未満に抑制するために21世紀の後半に“低炭素”を超
え“脱炭素”で持続可能な社会の実現を目指す」として
おり、歩調を合わせるように、日本政府も21世紀後半
のできるだけ早期に脱炭素社会を実現するための戦略
を本格化させています。このため、我々のビジネスモデ
ルには、今後、必然的に変革・イノベーションが求めら
れます。今年から始まった３か年のグループ中期経営計
画は、総合エネルギーグループとして持続的成長を目指
すとともに、グループの事業活動や製品、サービスが地
球環境保全に貢献することを経営理念に据えています
が、今後は、将来の環境変化をSDGs 的視点でバック
キャスティングしながら、SDGs が志向する持続可能な
社会へ貢献するため、新たな技術の導入なども前提に
CSR 活動のステップアップを図っていきます。

地元自治体との連携

地元自治体である富山市は、2018 年 6月、内閣府
から「SDGs 未来都市」に選定されるとともに、その中
でも先導的自治体として「自治体 SDGsモデル事業」
にも選定されました。地域社会が抱える課題はさまざ
まですが、SDGsは、経済面、社会面、環境面の幅広
い課題の統合的な解決に重点を置いており、富山市が
目指す「地方創生に資する持続可能な付加価値創造都
市」の実現に向け、「絆 HDGがあってよかった」と思
われるよう、地域ステークホルダーとともに新たな価値
創造に取り組んでいきます。
絆 HDG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。

2019年 12月
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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。

コーポレートガバナンス体制

内部統制システムの整備 情報保護体制の整備
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おり、2016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。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。

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

2018年 1月開催の取締役会において決議していま
す。

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）

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。

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

日本海ガス
絆ホールディングス

グループ

傘下子会社の経営管理
および附帯業務

建築設備の設計・施工
ガス工事等の設計・施工

都市ガス、LP ガスの
製造・供給・販売

建築工事、ガス機器販売
ガス開閉栓、器具修理

LNG 輸送、
LPガス配送
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　SDGs（持続可能な開発目標）とは、2015年9月の国連サミットで採択され、全世界が合意した2030年の未来像
を示すものです。このサミットでは、2016年から2030年までの長期的な開発指針として「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」が採択され、この文書の中核を成すものがSDGsです。SDGsは、17のゴールと169のターゲットか
ら構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。
　SDGsは、同年12月に採択された「パリ協定」と両輪になって、世界を変える道しるべとなり、政府や自治体、民間
企業等の行動に大きな影響を与えています。
　日本海ガス絆ホールディングスグループでは、CSR活動基本方針に基づ
き、SDGsと方向性が合致するものを抽出し、「環境活動」、「エネルギー
セキュリティの向上」、「ステークホルダーとのかかわり」を通じて、SDGsの
目標達成に貢献していきたいと考えています。

当社グループのCSR活動におけるSDGsの目標課題への関連性は以下のようにまとめられます。

エネルギーをクリーンに

つくる責任、つかう責任

気候変動に具体的な対策を

陸の豊かさも守ろう

産業と技術革新の基盤

住み続けられる街づくり

ジェンダー平等の実現

働きがいも経済成長も

パートナーシップの活性化

環
境
活
動
報
告

エ
ネ
ル
ギ
ー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
向
上

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の

か
か
わ
り

SDGsの目標 関連する当社グループの活動一例

絆HDGが目指すSDGs

ガスの高度利用と循環型経済の推進

事業活動に伴う産業廃棄物の抑制

事業活動に伴うCO2排出量の削減

ISO14001に基づく環境活動

お客さまの安心・安全の確保と災害対策

女性が働きやすい職場づくり、活躍の推進

ワークライフバランスの推進

お客さまや地域とのコミュニケーション

自然災害に強い強靭なガス導管網および
供給体制の整備・拡充

SDGsと絆HDGとの関連

Corporate Social Responsibility Report 2019
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日本海ガス絆ホールディングス

≪�図が表すもの�≫
持続可能な社会実現に貢献するため、当社グループでは、地域の様々なステークホルダーのご理解とご協力を土台とし、エネルギーの安定供給という
公益使命を幹として、様々な環境活動を枝葉に展開いたします。

関連する当社グループの活動
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環境理念と体制
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。

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、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。2016 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。

環境ワーキンググループとEcoリーダー
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。
各職場への周知や事務局への活動報告は、Eco
リーダーと各職場で選出したサブリーダーが行っ
ています。

廃棄物の抑制とリサイクル活動の推進
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。2018年度のリサイクル砕石使用量は、8,693㎥で、
77.1％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。2018 年度は 1.2t 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。2018年度
は、都市ガス用メーターを5,159台購入し、うち
2,138台が再使用メーターでした。

岩瀬工場
供給所

事務所

お客さま

岩瀬工場

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

ショールームPrego

太閤山供給所

社有車

ガス販売量

都市ガス
115,752千㎥

LPガス
44,785t

原　料
���PLガス�94,963千㎥
���LNG� 12,743t
���LPガス�45,547t

エネルギー
電力

都市ガス
LPガス
水

エネルギー
電力

都市ガス
LPガス
水

車両用燃料

排
出
量
削
減

産
業
廃
棄
物
・
一
般
廃
棄
物
の

発
生
量
削
減

CO2

事業活動と環境負荷
2018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。

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

環境行動体制

グループ環境委員会

環境ワーキンググループ

事務局

■ 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

Eco リーダー・サブリーダー

■ 職場単位での活動の推進
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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。

地域美化活動への参加
2018年 8月 19日（日曜日）、全国に誇れる美しい
富山を目指し、町内会や学校、企業など、各種団体が協
働して市内全域で清掃活動を実施する「ふるさと美化大
作戦」に参加いたしました。早朝から社員ボランティア
が参加し、本社周辺地域のゴミ拾いや除草を行いました。

累計販売台数とお客さま先でのCO2抑制量

エネファーム 702 873

エコウィル 126 53

エコジョーズ 14,792 3,156

ハイブリッド給湯器 442 149

太陽光発電システム 44 52

お客さま先での
CO2抑制量（t）

累計販売台数
（台）

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
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。

2003

25.9

3.2 2.3 2.3 2.2 1.8
2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018（年度）

30

25

20

15

10

5

0

（千トン） （kg―CO２/㎥）

ＣＯ２排出量
原単位

Ｃ
Ｏ
２排
出
量

Ｃ
Ｏ
２排
出
原
単
位

CO2排出量と原単位推移

0

1. INPEX富山ラインから受入

2. LNGからのガス製造

パイプライン受入施設 整圧器

LNG空温式気化器

付臭

付臭

温水
LPG

LNGポンプ

LNG貯槽
ローリー車

ガスホルダー

温水式気化器

空温式気化器

ミキシング
タンク

熱量調整
設備

整圧
お
客
さ
ま
へ

お
客
さ
ま
へ

石炭 石炭 石炭石油 石油 石油天然ガス 天然ガス

（出典：日本ガス協会『都市ガス事業の現況2018-2019』を基に作成）

天然ガス

100 100 100
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二酸化炭素（CO2） 窒素酸化物（NOx） 硫黄酸化物（SOx）
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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）
〈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。

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）

0.5
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25.9
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INPEX富山ライン
（日本海ガス供給所）
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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。

レンタルファンヒーターによる
サーキュラーエコノミー（循環型経済）の推進
毎年、10月から4月末までの期間に定額で機器を貸
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年にサービスを開始、2018年シーズ
ンには2,600台をご利用いただきました。この活動は
EUが推進するサーキュラーエコノミー（循環型経済）
の考え方と合致しており、製品寿命を延ばし金属の廃棄
量を削減できることから、環境省も廃棄物政策のみなら
ず、生産・消費段階も含んだ、新たな産業や経済成長に
もつながる効果的な取組みであるとしています。

※	サーキュラー・エコノミー（循環型経済）とは従来の大
量生産大量消費という経済モデルではなく、リサイク
ル、再利用、シェアリングなどにより資源を可能な限り
循環させ、長期間利用することで廃棄物を最小化する
欧州の資源循環政策、ビジネスモデル。
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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。

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。2018年 12月の導管耐震化進捗率は94.3％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。

LPガス集中監視システム
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。

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。

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。

技術・技能の伝授
2018 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。	

緊急時の対応
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
急出動が可能な体制を取っ
ています。

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。

社員への保安教育
2018年 9月 27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。

非常用発電機緊急稼動訓練

県警災害官民合同訓練

移動式ガス発生設備

地震計（Siセンサー）
供給区域内に合計16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。

災害の備え
移動式ガス発生設備
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。

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。

緊急車両

都市ガス供給エリア LPガス供給エリア
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行動理念
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。

お客さま

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。

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。

　
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・日本海ガスリクルー
ト )を開設しています。

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

お客さまコールセンター
お客さまの声の管理

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

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 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

地域社会

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、2018
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。　　　

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55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。

出張授業
2018年5月23日、24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絆HDG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 1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、絆HDG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。

富山県立富山工業高校出張授業

　1817

ステークホルダーとのかかわり



　2019

ステークホルダーとのかかわり Corporate Social Responsibility Report 2019
CSR報告書2019

日本海ガス絆ホールディングス

2018年の教育・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、2018年 6月、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ました。
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。

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	
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。

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。

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。

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
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
職者は、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。

障がい者の社会参加支援

2018年の障がい者雇用率は2.41％（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。

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。

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。

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。

育児・介護休業
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。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

コンプライアンスへの取り組み
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。
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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
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日本海ガス絆ホールディングスグループ
主な会社概要	（2018年4月現在）

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
 U R L 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
 U R L 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 1億円　　　
 従業員 257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番地の14
 U R L 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 140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丁目1番14号
 U R L https://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 81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番地
 U R L 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 49名




