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大阪ガス 株式会社

「人間成長の経営」
の基本理念に基づき、育成コース別の
㜰࢞ࢫᰴᘧ♫
人事制度を導入することで、全ての社員の
ࢱࢺࣝ
やる気と活力の向上と、
一人ひとりのキャリア形成支援を推進
ࠕே㛫ᡂ㛗ࡢ⤒Ⴀࠖࡢᇶᮏ⌮ᛕᇶ࡙ࡁࠊ⫱ᡂࢥ

࡚ࡢ♫ဨࡢࡸࡿẼάຊࡢྥୖࠊ୍ேࡦࡾ
企 業 紹 介

◉当社は、1905年に創業（ガス供給開始）し、近畿圏を中心に710万戸を超えるお
客さまに都市ガスを供給しています。

ᴗ⤂
◉現在では、電力・ガスシステム改革やシェールガス革命などの経営をとりまく環境

変化をビジネスチャンスと捉え、厳しい競争を勝ち抜く「総合エネルギー事業者」へ
 ᙜ♫ࡣࠊ1905 ᖺᴗ㸦࢞ࢫ౪⤥㛤ጞ㸧ࡋࠊ㏆
と進化するとともに、成長が期待される電力、海外エネルギー、材料ソリューショ
ࡉࡲ㒔ᕷ࢞ࢫࢆ౪⤥ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ンなどの領域で事業拡大を進めています。
⌧ᅾ࡛ࡣࠊ㟁ຊ࣭࢞ࢫࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉ࡸࢩ࢙࣮ࣝ

ࢆࣅࢪࢿࢫࢳࣕࣥࢫᤊ࠼ࠊཝࡋ࠸➇தࢆࡕ

ࡍࡿࡶࠊᡂ㛗ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㟁ຊࠊᾏእ࢚
㡿ᇦ࡛ᴗᣑࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
プ ロ フィー ル

ࣉࣟࣇ࣮ࣝ

事業内容（業種） 電気・ガス業
ᴗෆᐜ 㟁Ẽ࣭࢞ࢫᴗ   ᡤᅾᆅ 㜰ᗓ
所在地 大阪府大阪市中央区
ᚑᴗဨᩘ  ே㸦⏨ᛶ  ேࠊዪᛶ  ேࠊ
従業員数 5,861人（男性5,058人、女性803人、非正規雇用社員376人）
ᖹᆒᖺ㱋  ṓ㸦 ⌧ᅾ㸧
平均年齢 43歳（2014.３.31現在）




キャリア支援の取組

わが社の理念・方針

࠙࢟ࣕࣜᨭࡢྲྀ
ࢃࡀ♫ࡢ⌮ᛕ࣭᪉㔪

価値創造の経営と人間成長の経営
౯್㐀ࡢ⤒Ⴀே㛫ᡂ㛗ࡢ⤒Ⴀ

㜰࢞ࢫࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ࠾ᐈࡉࡲ౯್ࡢ᭱ࢆ
■大阪ガスグループは、お客さま価値の最大化を第一に、公正で透
࡚ࠊᰴࡉࡲࠊ♫ࠊᚑᴗဨ࡞࡚ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍
明な事業活動を通じて、株主さま、社会、従業員など全てのステー
್㐀ࡢ⤒Ⴀࠖࢆᇶᮏ⌮ᛕࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ୰
クホルダーの価値をともに高めていく「価値創造の経営」を基本理念
ࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚௨ୗࡢ࠾ࡾᐃࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
としています。その中で、
「従業員価値」
を高めるための取組につい
࣭ᚑᴗဨࡢಶᛶ⮬ᛶࢆάࡍே㛫ᡂ㛗ࡢ⤒Ⴀ

て以下のとおり定めています。

࣭㜰࢞ࢫࢢ࣮ࣝࣉࡢᚑᴗဨࡣࠊᖖ◊㛑ၨⓎ
■従 業 員の 個 性と自主 性を 活 かす人
間 成 長 の 経 営を推 進していき
♫ࡢⓙࡉࡲࡢᮇᚅᛂ࠼ࡿ᪂ࡋ࠸౯್ࢆ⏕ࡳฟ

CA

ます。

RE

┦ಙ㢗ឤ⥭ᙇឤࢆᣢࡗ࡚ࠊ♫ࡢ࡞ᡂ

■大阪ガスグループの従業員は、常に

ER

R
CA

R
EE

研鑽と啓発に努め、お客さま、株主
さま、社会の期待に応える新しい価
値を生み出すよう努力します。従業
員と会社は、相互に信頼感と緊張感
を持って、会社の健全な成長をとも
に高めます。
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キャリア支援企業表彰2014
㸺ồࡵࡿேᮦീ㸼
㸺ồࡵࡿேᮦീ㸼
人を育て・人が育つ企業表彰
࣭㜰࢞ࢫࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬㸦2014-2016㸧
ࠕCatalyze
Our Dreamsࠖࡢ୰࡛ࠊ
࣭㜰࢞ࢫࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬㸦2014-2016㸧
ࠕCatalyze Our Dreamsࠖࡢ୰࡛ࠊ

ࠕᅜෆ࣭ᾏእ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᴗࠖࠕࣛࣇ㸤ࣅࢪࢿࢫࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥᴗࠖࢆᰕࠊ

ࠕᅜෆ࣭ᾏእ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᴗࠖࠕࣛࣇ㸤ࣅࢪࢿࢫࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥᴗࠖࢆᰕࠊ
＜求める人材像＞

ࢢ࣮ࣝࣉࡢᙉࡳࢆάࡋ࡚✚ᴟⓗᴗ㡿ᇦࢆᣑࡋࠊከᵝ࡞ᴗࡀ࣮࣡ࣝࢻࢡࣛࢫ

ࢢ࣮ࣝࣉࡢᙉࡳࢆάࡋ࡚✚ᴟⓗᴗ㡿ᇦࢆᣑࡋࠊከᵝ࡞ᴗࡀ࣮࣡ࣝࢻࢡࣛࢫ
・大阪ガスグループは、中期経営計画
（2014-2016）
「Catalyze Our Dreams」の中で、
「国内・海外エネ

㐍ࡍࡿࡇ࡛࠾ᐈࡉࡲࡸ♫ࢆඖẼࡍࡿᴗࢢ࣮ࣝࣉ࡞ࡿࡇࢆࡵࡊࡋ࡚
㐍ࡍࡿࡇ࡛࠾ᐈࡉࡲࡸ♫ࢆඖẼࡍࡿᴗࢢ࣮ࣝࣉ࡞ࡿࡇࢆࡵࡊࡋ࡚
ルギー事業」
と「ライフ＆ビジネスソリューション事業」
を柱に、グループの強みを活かして積極的に事業領

࠸ࡲࡍࠋ⤒Ⴀィ⏬ࡢᐇ⌧ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ♫ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᡂ㛗࣭Ⓨᒎࡢࡓࡵᚲせ࡞
域を拡大し、多様な事業がワールドクラスに進化することでお客さまや社会を元気にする企業グループと
࠸ࡲࡍࠋ⤒Ⴀィ⏬ࡢᐇ⌧ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ♫ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᡂ㛗࣭Ⓨᒎࡢࡓࡵᚲせ࡞

なることをめざしています。経営計画の実現をはじめとする会社の継続的な成長・発展のために必要とな
ࡿᙺ㸦ேᮦ㸧ࢆ᫂☜ࡍࡿࡇ࡛ࠊࡍ࡚ࡢ♫ဨࡢࣞ࣋ࣝࢵࣉྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲ
ࡿᙺ㸦ேᮦ㸧ࢆ᫂☜ࡍࡿࡇ࡛ࠊࡍ࡚ࡢ♫ဨࡢࣞ࣋ࣝࢵࣉྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲ



る役割（人材）を明確にすることで、すべての社員のレベルアップに取り組んでいます。
ࡍࠋ

ࡍࠋ

ࢥ࣮ࢫูࡢேไᗘࢆᑟධࡍࡿࡇ࡛ࠊ

ࡾࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂᨭࢆ᥎㐍

㏆␥ᅪࢆ୰ᚰ 710 ᡞࢆ㉸࠼ࡿ࠾ᐈ

ࣝ࢞ࢫ㠉࡞ࡢ⤒Ⴀࢆࡾࡲࡃ⎔ቃኚ

ࡕᢤࡃࠕ⥲ྜ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᴗ⪅ࠖ㐍

࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊᮦᩱࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥ࡞ࡢ



㜰ᕷ୰ኸ༊



キャリア支援の具体的な取組
࢟ࣕࣜᨭࡢලయⓗ࡞ྲྀ⤌

ࠊ㠀ṇつ㞠⏝♫ဨ ࢟ࣕࣜᨭࡢලయⓗ࡞ྲྀ⤌
ே㸧  

ྲྀ⤌ࠚ



♫ဨ୍ேࡦࡾࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂᨭྥࡅࡓྲྀ⤌

♫ဨ୍ேࡦࡾࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂᨭྥࡅࡓྲྀ⤌
社員一人ひとりのキャリア形成支援に向けた取組




㸯⫱ᡂࢥ࣮ࢫูேไᗘ
㸯⫱ᡂࢥ࣮ࢫูேไᗘ
１．育成コース別人事制度
࣭┠ᣦࡍࡁேᮦീࠊ⫱ᡂẁ㝵ᛂࡌ࡚࡛᭱㸲ࡘࡢࢥ࣮ࢫࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣭┠ᣦࡍࡁேᮦീࠊ⫱ᡂẁ㝵ᛂࡌ࡚࡛᭱㸲ࡘࡢࢥ࣮ࢫࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࣭㓄⨨ࠊホ౯ࠊ⫋㈐㈨᱁➼⣭ࠊ᪼᱁࣭᪼⣭࢚ࣥࢺ࣮ࣜせ௳ࠊၨⓎࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞ࢆࢥ࣮
࣭㓄⨨ࠊホ౯ࠊ⫋㈐㈨᱁➼⣭ࠊ᪼᱁࣭᪼⣭࢚ࣥࢺ࣮ࣜせ௳ࠊၨⓎࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞ࢆࢥ࣮
・目指すべき人材像、育成段階に応じて最大で４つのコースを設定しています。
ࢫูタᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
・配置、評価、
職責資格等級、
昇格・昇級エントリー要件、啓発プログラムなどをコース別に設定しています。
ࢫูタᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࢆ➨୍ࠊබṇ࡛㏱᫂࡞ᴗάືࢆ㏻ࡌ
・自律的なキャリア形成・成長意欲向上のため、社員自らがコースをエントリーし、上司と面談を行った上
࣭⮬ᚊⓗ࡞࢟ࣕࣜᙧᡂ࣭ᡂ㛗ពḧྥୖࡢࡓࡵࠊ♫ဨ⮬ࡽࡀࢥ࣮ࢫࢆ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࡋࠊୖ

࣭⮬ᚊⓗ࡞࢟ࣕࣜᙧᡂ࣭ᡂ㛗ពḧྥୖࡢࡓࡵࠊ♫ဨ⮬ࡽࡀࢥ࣮ࢫࢆ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࡋࠊୖ

࣍ࣝࢲ࣮ࡢ౯್ࢆࡶ㧗ࡵ࡚࠸ࡃ
ࠕ౯
で決定する仕組みになっています。
ྖ㠃ㄯࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛Ỵᐃࡍࡿ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ྖ㠃ㄯࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛Ỵᐃࡍࡿ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
୰࡛ࠊ
ࠕᚑᴗဨ౯್ࠖࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢྲྀ

㸺⫱ᡂࢥ࣮ࢫᴫせ㸼
＜育成コース概要＞
㸺⫱ᡂࢥ࣮ࢫᴫせ㸼

Ⴀࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

Ⓨດࡵࠊ࠾ᐈࡉࡲࠊᰴࡉࡲࠊࡑࡋ࡚

ฟࡍࡼ࠺ດຊࡋࡲࡍࠋᚑᴗဨ♫ࡣࠊ

ᡂ㛗ࢆࡶ㧗ࡵࡲࡍࠋ

EM職：課長相当以上
KSI職：副課長相当～一般社員
⫋㹼 ࣭࣭࣭࣭
  .6, ⫋㹼࣭࣭࣭
(0 ⫋㹼 (0
࣭࣭࣭࣭
  .6, ⫋㹼࣭࣭࣭
           

2

2
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㸰㸬ྛ✀◊ಟไᗘ
ⱝڦᖺᒙࡢ⫱ᡂ
࣭ධ♫㸱ᖺ㛫ࢆⱝᖺᒙ⫱ᡂᮇ㛫ࡋ࡚⨨ࡅࠊ♫ேࡋ࡚ࡢᇶ┙ࢆసࡿᮇࡋ
２．各種研修制度
࡚࠸ࡲࡍࠋධ♫㸴ࣨ᭶┠ࠊ㸰ᖺ┠ࠊ㸱ᖺ┠ࡢ⠇┠࡛ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ◊ಟࢆ⾜࠸ࠊ

ࡑࡢ㛫ࠊ᪂ேᣦᑟဨ㸦㹎㹒㸿㸸3HUVRQDO7XWRU$QG$GYLVHU㸧ࢆ௵ࡍࡿࡇ࡛⫱
■若年層の育成
ᡂࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

・入社３年間を若年層育成期間として位置付け、社会人としての基盤を作る時期としています。入社６ヶ月目、

⮬ࡢ➼࣮ࢼ࣑ࢭࢪࣥࣞࣕࢳڦᕫၨⓎຓ

２年目、３年目の節目で、フォローアップ 研 修を行 い、その間、新人 指 導員（ＰＴＡ：Personal Tutor

࣭⫱ᡂࢥ࣮ࢫࠊ⫋㈐㈨᱁ูタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᙺᮇᚅᇶ࡙ࡃయ⣔ࡽࠊಶࠎேࡢㄢ

And Adviser）を任命することで育成を推進しています。

㢟ྜࢃࡏ࡚㑅ᢥࡋࠊ⮬ⓗཧຍ࡛ࡁࡿ◊ಟไᗘࠕࢳࣕࣞࣥࢪࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࡸࠊබ
■チャレンジセミナー等の自己啓発援助
ⓗ㈨᱁ຓไᗘࠊ㏻ಙᩍ⫱ไᗘࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
・育成コース、職責資格別に設定されている役割期待に基づく体系から、個々人の課題に合わせて選択し、
ڦၨⓎࣉࣟࢢ࣒ࣛ
自主的に参加できる研修制度「チャレンジセミナー」や、公的資格援助制度、通信教育制度があります。

࣭⫋㈐㈨᱁ࡢ⠇┠ࡢࢱ࣑ࣥࢢ࡛ࠊᇶ♏⬟ຊデ᩿ࠊࣄ࣮࣐ࣗࣥࢭࢫ࣓ࣥࢺࠊ࢟ࣕࣜ
■啓発プログラム
ࢭࢫ࣓ࣥࢺ➼ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ⫋ሙ࡛ࡢ⫋ົ㐙⾜⮬ᕫၨⓎࡼࡿ⬟ຊྥୖࡢ⤖
ᯝࢆ☜ㄆࡍࡿᶵࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
・職責資格の節目のタイミングで、基礎能力診断、ヒューマンアセスメント、キャリアアセスメント等を行
ࢫࢿࢪࣅࣝࣂ࣮ࣟࢢڦேᮦ⫱ᡂ
うことで、職場での職務遂行と自己啓発による能力向上の結果を確認する機会としています。
࣭ᾏእࣅࢪࢿࢫ࡛ά㌍࡛ࡁࡿேᮦࢆࢫࣆ࣮ࢻࢆࡶࡗ࡚ᩘከࡃ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊྛ⤌⧊ࡀ
■グローバルビジネス人材育成
ᾏእࣅࢪࢿࢫ㐙⾜ࡢࡓࡵᣦྡࡋࡓேᮦࢆࠊᾏእࡶࡋࡃࡣᾏእ⎔ቃ㏆࠸ᅜෆ࡛ࡢ

・海外ビジネスで活躍できる人材をスピードをもって数多く育成するため、各組織が海外ビジネス遂行のた

▷ᮇ㞟୰ⓗ࡞ᾏእࣅࢪࢿࢫࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᅜ

めに指名した人材を、海外もしくは海外環境に近い国内での短期集中的な海外ビジネストレーニングカリ

ෆእࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࣅࢪࢿࢫ࡛ά㌍࡛ࡁࡿேᮦࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵࠊⱥㄒᏛ⩦ࢆᨭࡋ࡚࠸

キュラムに派遣しています。また、国内外のグローバルビジネスで活躍できる人材を育てるため、英語学

ࡲࡍࠋ
習を支援しています。
㸺◊ಟయ⣔యീ㸼
＜研修体系全体像＞
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大阪ガス 株式会社

キャリア支援企業表彰2014
人を育て・人が育つ企業表彰

３．自己観察制度
・社員一人ひとりが、自らの仕事ぶりや適性を見直し、今後のキャリアや能力開発の方向性を考える機会と
して、年に１回上司と「自己観察面談」を実施しています。
・社員が、現在の仕事の振り返り・将来のキャリアプランを「自己観察表」に入力した上で上司と面談を行い、
上司が「面談表」に面談結果を入力する仕組みです。社員がキャリア目標を設定して定期的に見直しを行う
機会としています。

４．キャリアガイダンス研修・キャリア開発面談
・45 歳、53 歳のタイミングで、セカンドライフを見据えて今後どのようなキャリアを築いていきたいのか
を考えるきっかけとして、キャリアガイダンス研修を行っています。
・研修後は、自身でこれまでの職歴や自分の能力・持ち味・強みなどを棚卸した上で、人事部キャリアデザ
インセンターの担当者が面談を行い、今後の進路についてのアドバイスをします。面談は全社員を対象と
し、年間 400 回を超える面談を行っています。

取組の効果や課題と今後の取組の方向

グローバルな企業グループとしての成長へ
・今後グローバルなエネルギー･環境企業グループとして成長するためには、グローバルビジネスを牽引する
人材の早期育成が必要になります。これまでの「海外ビジネストレーニング制度」や「語学学習支援」にとど
まらず、新たな研修メニューも含めた育成施策を推進していきます。

トピック

ダイバーシティの推進
・大阪ガスグループは、新しい価値を生み出せる強靭な組織づくりを通じて企業価値の向上
を目指すために、ダイバーシティを推進しています。
・2013 年４月に人事部内にダイバーシティ推進チームを設置し、女性、高齢者、障がい者、
外国人などに対する活躍支援を進めています。少数派であるがゆえの不利益が生じること
のないよう配慮し、より一層の能力発揮に向けた環境整備に取り組んでいます。2014 年
３月には大阪ガスグループダイバーシティ推進方針を公表しました。
・大阪ガスでは、女性活躍をダイバーシティ推進の試金石と位置付け、総合職採用人数に占
める女性比率 30％以上の継続、および、2020 年までに女性管理職比率を５％にするこ
とを目標としています。
・上記をはじめとする取り組みが評価され、
「平成 25 年度なでしこ銘柄」
（東証・経産省）に選
定されました。
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