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● 寒大根の仕込み

大根を何日も水にさらして仕込む冬の風物詩
　　～ 第 7回「水のある生活・風景」フォトコンテストより ～
　　　　　　　　　　　　　　「今日は氷点下」　岡部　哲さん

新生活のエンジン始動

　毎日の生活に欠かせない水です。
　新しい暮らしを、快適に始めて 
いただくために、お引越しにともな
う水道のお手続きはお早めに。
　心はずむ新生活の快調なスタート
を切りましょう。
　　　　　　　（関連記事 4ページ）
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第４次水道事業総合計画

(はちのへ水ビジョン 2019) を策定しました 

　第4次水道事業総合計画 ( はちのへ水ビジョン2019 ) は、50年後、100年後の安定経営を見据えて、
今後10年間の事業運営の方針を示すものです。計画期間は、平成31年度(2019) ～平成40年度(2028)です。

　50年後の平成80年(2068)の給水人口は、現在の
約半数になる予測です。それにともない使用水量や
料金収入の減少が見込まれます。
　このような中で、老朽施設の更新や地震などの 
自然災害への備えなど、多くの課題があります。

 課題と解決策

　企業団の目指すべき将来像として、「地域
の水を守るため進化し続ける八戸圏域水道」
を基本理念に、4つの視点による基本目標を
定め、課題とその解決策（実現方策）をまと
めました。

問 経営企画課 総合政策グループ  TEL  0178-70-7030

安 全
安全でおいしい水道水の

供給と災害に対する体制強化

強 靭
地震等に強い施設整備

持 続
計画的な施設更新と

安定した水道水の供給持続

連 携
多様化するニーズに対する
サービス向上と様々な連携

基本目標(4つの視点)

 事業の進め方

　計画の達成度を評価するため、重要業績評
価指標*を設定し、この目標を達成するよう
に努めていきます。
　また、計画推進にあたり、実施スケジュー
ルや指標などを用いて事業を毎年評価しなが
ら、定期的に計画の見直しや修正を図り、計
画の実効性を高めていきます。

  〈  重要業績評価指標 ( 抜粋 )  〉

H28実績
（2016）

H40目標値
（2028）

有収率 89.0％ 91.1％

ポンプ所の耐震化率 91.0％ 99.3％

配水池の耐震化率 33.8％ 52.8％

管路の耐震管率 41.4％ 51.0％

基幹管路の耐震管率 70.9％ 76.0％

* 主要かつ重要な業務指標のことで、これにより
業務の状態を定量的に把握するものです。

詳しくは、企業団ホームページでご覧いただけます。

 財政収支の見通し

　本計画では、平成40年度 (2028)まで料金
改定を行うことなく実施が可能な事業規模
としました。
　しかし、現在の予測以上に人口や収入の減
少が進行した場合は、事業実施に必要な財源
確保の検討が必要となります。

  〈  給水人口の予測  〉

実現方策の事業費は約 440 億円です。
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第 4次計画期間
（H31 ～ H40)

長期見通し期間
（H41 ～ H80)

万人

　  安全　　 9.3億円 　  強靭 　　52.7億円

　  持続  　374.3億円 　  連携    　3.2億円

基本理念
地域の水を守るため

進化し続ける八戸圏域水道
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 水質検査計画とは？

安全でおいしい水をお届けするために
～ 平成 31 年度の水質検査計画を策定しました ～

　お客さまに安全・安心な水道水をお届けす
るため、水源から蛇口までの「どこ」で、「ど
んな項目」を「どれくらいの頻度」で水質検
査を行うのかを定めたもので、この計画に基
づいて水質検査を実施します。
　水質検査計画の詳細と毎月の検査結果は、
企業団のホームページに掲載します。

　企業団では、水道ＧＬＰを取得し、維持 
審査や4年毎の更新審査を受け、認定機関で
あることを維持することで、検査結果の信頼
性確保、検査技術の向上に努めています。
　また、正しい検査結果が得られるよう、国
及び県が実施する研修会にも積極的に参加す
るなど様々な取り組みを行っています。

 水質検査結果の信頼性の保証

問 水質管理課 TEL 0178-27-0312

JWWA-GLP031
水 道 G L P 認 定

 水道ＧＬＰとは？

　水道水質検査優良試験所規範
（ Good  Laboratory  Practice ）
の略称です。
　検査機関が行う水質分析や試験が、適正に
実施されていることを、公益社団法人日本水
道協会が、客観的に評価し、認定する制度で
す。

 水質検査計画の概要

毎日検査項目（3項目）
項目 色、濁り、消毒の効果
場所 各配水系統の蛇口、水質自動計器

検査回数 1 日 1 回

水質基準項目（51項目）

項目 一般細菌、大腸菌、金属類
消毒副生成物、味、臭気など

場所 各配水系統の蛇口
浄水場の入口・出口

検査回数 年 4～ 12 回

水道法で義務付けられている項目

水源等で異常があった場合の臨時検査
項目 異常を示した項目のほか関連項目
場所 水源等の異常発生箇所

検査回数 異常発生から終息まで

臨時水質検査臨時水質検査

水質管理をする上で留意すべき項目等（30項目）
項目 金属類、農薬類など

場所 各配水系統の蛇口
浄水場の入口・出口

検査回数 年 4～ 12 回

企業団独自の検査項目

臨時水質検査

ボトルドウォーター『八戸水物語』 発売中

　企業団では、白山・蟹沢・三島の３種類の水道水をペットボトル（500ml）
にして販売しています。災害時の家庭用備蓄水としても、ご活用いただけます。

問 総務課 広報文書グループ  TEL  0178-70-7022

■ 価格 ( 税込 )　
　・12 本入り 1箱：1,440 円
　・24 本入り 1箱：2,880 円

■ ご注文先　  
     八戸圏域水道企業団 研修センター
             0178-20-8170  FAX 0178-20-8171   TEL

※構成 7市町にお住まいの方には、無料で配達いたします
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受付時間 お客さまへのお願い

ご連絡いただく事項

３～５月の特別受付日

①お客さま番号
水道使用水量のお知らせ（ 検針票 ）、お客さま
番号シール、領収書等をご覧ください。

②住所・氏名

③引越し日

平日（月～金）    8：15 ～ 17：00

　お引越しなどで、水道の使用を中止したり、使用の開始をするときは、事前にご予約が

必要となりますので、お早めにご連絡ください。

・お引越しのご連絡は、お早めにお願い
　します。
・転出される場合は、凍結防止のため、
　水抜き操作をしてください。なお給湯
　器などの水抜き操作の方法は、取扱説
　明書をご確認ください。
・3 ～ 4 月の引越しシーズンは、お電話
　がたいへん混みあい、お待たせするこ
　とがあります。時間に余裕を持って、
　連絡をお願いします。

　下記の休日及び祝日も受付します。
　受付時間は平日と同様（8:15～ 17:00）です。

お引越しのご連絡はお早めに

0178 - 70 - 7010

問 料金課  
TEL 0178-70-7010

水道を使わなくなる日、または使い始める日

10 連休にともなう口座振替日の変更

　31年度3-4月分の振替日を、下記のとおり
変更いたします。

①初回振替日　
　　4月30日を   5月   7日（火）に変更
②追加振替日　
　　5月13日を   5月15日（水）に変更

積雪等によりメーター検針ができないときは

　水道メーターは、2か月に1回、定期的に検針を
行っていますが、積雪等によって検針ができないと
きは、前回までの実績を参考に使用水量を推定して、
料金を請求します。
　この場合は、次回検針の使用水量をもとに料金を
再計算して差額を調整します。
　お客さまのご理解をお願いいたします。

問 料金課  TEL 0178-70-7012

水道メーターは

どこかな？

ここだよ～！

3 月 23 日 ( 土 )、30 日  ( 土 )、31 日 ( 日 )
4 月    6 日 ( 土 )、29 日  ( 月 )
5 月    2 日 ( 木 )

連絡先
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広報編集員コーナーコーナー
広報編集員：橋本 麗奈

　水道メーターを検針し、水道使用水量のお知らせ
（検針票）をお届けするのは、企業団が業務委託し
ている北奥羽広域水道総合サービス㈱の水道検針員
です。
　検針は、月に 16 日間ほど、一人当たり 1日平均
230 件のペースで行います。
　メーターボックスのふたを開け、ライトをつけ
メーターの数字を読み、ハンディターミナルに打ち
込む…これが一通りの作業です。数字を打ち込むと
検針票が発行され、ポストへ投函します。

ハンディターミナルで、メーターの場所や
過去の使用水量の確認もできます。

　この時期には、雪を取り除きながらの検針で、滑っ
て転倒することもあるそうですが、やりがいはお客
さまとのふれあい。メーターボックスの周りをかた
づけたり、飼い犬を離れたところにつないでくれた
りの配慮に、心が温かくなるそうです。
　近年はお申し込みにより、高齢者などを対象に声
かけサービスも実施しています。
　検針員さんは、雪の日も寒さに負けず、真剣な 
まなざしで検針しています。

水道検針員を取材しました！

 水道サービスを支える現場力

発泡スチロールの防寒材がメーターを
凍結から守ります。

問い合わせ内容 電話番号 課　名
水道の使用開始、中止や水道料金に関すること 0178-70-7010 料金課
ご家庭の給水装置（蛇口・宅内の水道管）の新設や撤去に関すること

0178-70-7042 給水装置課
エコキュート等を設置する際の水道の水系に関すること
水道管からの漏水の連絡や水圧、濁りに関すること 0178-70-7040 配水課
水道管の工事に関すること 0178-70-7050 工務課
水道水の水質（においや味）に関すること 0178-27-0312 水質管理課

水道に関するお問い合わせ・ご相談は？

営業時間   月～金曜日  8：15 ～ 17：00      ※土・日・祝日、年末年始はお休みです。

ご質問の一例
Q 水道を勢いよく出すと料金が高くなりますか？
A 水道メーターは、勢いに左右されず、使った水量分を計量するものです。水の勢いで料金が
　高くなることはありません。

Q
＆

A
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人事行政の運営状況について
問 総務課  人事研修グループ
TEL 0178-70-7021

　Ⅰ .職員数及び職員の任免に関する状況

　Ⅱ .人事評価の状況

(1) 職員数

(2) 職員の採用、退職に関する任免の状況

（各年 4月 1日現在）

平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年
職員数 154 人 154 人 153 人 154 人 155 人

対前年増減数 － 1人   － － 1人 1人 1人

※職員数は、一般職に属する職員数です。（平成 30 年「地方公共団体定員管理調査」による）

　平成 30 年 3 月には 9名の退職者（定年退職 2名、再任用満了 7名）があり、4月には 4名の新規採用者、6名の
再任用者がありました。企業団では、業務量を考慮し、新規採用者と再任用者とを併せ一定人数の採用を行っています。

　平成 28 年度より能力評価と業績評価からなる人事評価制度を導入し、職務遂行の過程で見られた職員の意欲、
能力及び勤務の実績等を的確に把握・評価することにより、人材育成・勤務意欲の向上・適材適所の人事配置等を
進めるとともに、職員が能力を有効活用することを通じて、組織力の向上を図ります。

(1) 昇給への勤務成績の反映状況 (2) 勤勉手当への勤務成績の反映状況

（平成 30 年 4月 1日現在）

　Ⅲ .給与の状況

(1) 職員給与費の状況
　①総費用に占める職員給与費の状況（決算）

区分 総費用（Ａ） 純利益 職員給与費（Ｂ） 総費用に占める職員
給与費比率 (B)/(A)

29 年度 7,287,364 千円 1,335,934 千円 844,196 千円 11.6％

区分 期末手当支給割合 勤勉手当支給割合 年間支給総額
29 年度 年間 2.5 月分 年間 1.7 月分 202,376 千円

総費用は、収益勘定による費用です。
（平成 29 年度「地方公営企業決算状況調査」による）

　②主な職員給与費の状況（決算）

区分 職員数
職員給与費

給料 その他の手当 期末・勤勉手当 計
29 年度 154 人 544,038 千円 97,782 千円 202,376 千円 844,196 千円

(2) 職員の平均給料月額・平均給与月額・平均年齢の状況

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
295,214 円 324,656 円 40 歳 3月

※平均給与月額は、４月支給分の給料、扶養手当、
　通勤手当、　住居手当、管理職手当の合計です。

※職員数は、平成 30 年 3月 31 日の人数です。
　その他の手当には児童手当、退職引当金を含みません。（平成 29 年度「地方公営企業決算状況調査」による）

(3) 職員の主な手当の状況
　  期末手当・勤勉手当

ほかに、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、
休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、寒冷地手当、
特殊勤務手当等があります。

平成 29 年 4月 2日から平成 30 年 4月 1日
までにおける運用 管理職員 一般職員

イ　人事評価を実施した ○ ○

標準に加え、上位及び下位の区分も適用
標準に加え、上位の区分も適用
標準に加え、下位の区分も適用
標準の区分のみ適用 ○ ○

ロ　人事評価を実施していない

平成 29 年度中における運用 管理職員 一般職員

イ　人事評価を実施した ○ ○

標準に加え、上位及び下位の区分も適用
標準に加え、上位の区分も適用
標準に加え、下位の区分も適用
標準の区分のみ適用 ○ ○

ロ　人事評価を実施していない
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　Ⅳ .勤務時間その他の勤務条件の状況

　Ⅴ .分限及び懲戒処分の状況（平成 29 年度）

　Ⅶ .退職管理の状況

　Ⅷ .研修の状況

　Ⅵ .服務の状況

　Ⅸ .福祉の状況

(2) 職員のその他の勤務条件の状況 (3) 職員の休業の状況

(1) 職員の勤務時間の状況

　有給の休暇として、年次有給休暇、病気休暇、産前・
産後休暇、結婚休暇、忌引休暇、子の看護休暇、夏季休
暇、育児参加休暇、短期介護休暇などがあり、無給の休
暇として介護休暇などがあります。

　平成 29 年度は、育児休業者はありませんでした。

(1) 分限処分者数：病気休職者はありませんでした。
(2) 懲戒処分者数：懲戒処分者はありませんでした。

　地方公務員法では、「職務命令に従う義務」「信用失墜
行為の禁止」「守秘義務」「争議行為の禁止」「営利企業
の従事制限」の服務の基本基準が規定されています。

　平成30年3月31日付け退職者9名のうち、企業団での
再任用（6名）や民間企業（3名）など9名が再就職しました。

※服務規律の遵守については、文書等により、機会のあるごとに
　周知徹底を図り、綱紀の粛正に努めています。

　企業団では、技術継承や人材育成のため、自己啓発研修、
職別基本研修、配管実技講習会などの内部研修、日本水道
協会や東北自治研修所での外部研修、先進都市への短期派
遣研修など、積極的に職員研修を行っています。

　職員の健康管理について、法律により健康診断を行い、
その結果については、産業医、衛生管理者が事後指導を行っ
ています。

区分
勤務時間 週休日

休　日 勤務態様
始業時間 終業時間 休憩時間 1週間の

勤務時間
本庁舎に勤務する職員 午前 8時 15 分 午後 5時 12 時～ 13 時

38 時間 45 分

 〈週休日〉　土・日曜日
 〈休日〉　　国民の祝日
　　　　　12/29 ～ 1/3

日勤

浄水場に勤務
する職員

普通勤務 上に同じ 上に同じ 上に同じ

日勤 午前 8時 30 分 午後 7時 30 分 勤務時間中に
1時間 20 分

 〈週休日〉　4日毎に 1日
 ※休日は設けていません 交替制

夜勤 午後 7時 午前 8時 50 分

　毎年６月１日から７日は、厚生労働省が主唱する『水道週間』です。企業団では、水に関するポスターコンクール
とフォトコンテストを開催します。みなさまのご応募をお待ちしております。

■応募資格　企業団を構成する 7市町の小学生
■サイズ　　四切り画用紙によるポスター
■募集締切　2019 年 5月 17 日（金）必着

■テーマ　『水のある生活・風景』　（※海は除く）

■応募方法
　　作品の裏に、次の事項を記入してください。
　　①学校名　②学年、組　③氏名（よみがな）
　　④作品の題名　⑤作品の説明

※学校単位でのご応募の場合、作品にあわせて、
　応募者一覧表を提出してください。
※個人でのご応募も可能です。

水のある生活・風景フォトコンテスト

水に関するポスター・写真作品募集
問 総務課  広報文書グループ
TEL 0178-70-7022

八戸圏域水道企業団

水に関するポスターコンクール

■テーマ　『水』
                      （水、水環境、水道に関すること） ■応募資格　ありません　※ひとり２作品まで

■サイズ　　六切り、ワイド六切り、またはＡ４サイズ
■募集締切　2019 年 5月 10 日（金）必着
■応募方法
　　写真の裏に、応募要項に掲載の『応募票』を
　貼って、企業団へ郵送または直接ご持参ください。

ポスターコンクール・フォトコンテストの応募要項は、
企業団ホームページでご覧いただけます。
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このコーナーは、広報編集員
 　釡谷　壽春  が担当しました。

大海を旅する八戸の水
～県立八戸水産高等学校　国際航海実習～

水紋水紋

  りんごパーティーと青森丸温泉

  水道水を満タンにして出港

  創立初！青森丸マグロ販売

　大航海時代には、水や食糧の保存技術は未発達で、航海中の食事や衛生環境はたいへん厳しかったという。それか
ら数百年を経て、洋上生活はいかに変わったのだろう。県立八戸水産高等学校は、年2回、ハワイ北方や南方海域で
の操業を含む航海実習を行っている。実習船「青森丸」の水事情について取材した。

　八戸の館鼻岩壁の給水栓にホースをつなぎ、貯水
タンク（約80㎥）に給水して出港。約2か月後のホ
ノルル港での給水まで、いかなる節水術をもって船
長以下64名が生活するのか？
　実は、船には造水装置（装置能力15㎥／日）があ
る。船底の取水口から海水を汲み、漂流物などを除
去し、逆浸透圧造水機を通して生活用水を造る。
　貯水タンクに給水した水道水は、飲用・調理用に、
海水から造った生活用水は、シャワーや洗濯に、風
呂には海水が使われている。

　約2か月の実習中には、海が時
し け
化る（荒れる）こ

ともある。船酔いの回復を助けてくれるのは、りん
ごだそう。冷えたりんごを切り分けて山盛りにし、
パーティーのようにみんなで食べる。
　『青森丸温泉』は、エンジン冷却に用いた海水の
風呂で、体が温まり、肌が滑らかになるという。実
習生の顔がまぶしいほど輝いていたのは、航海を乗
り切った自信と成長、そして青森丸温泉の美肌効果
なのか。

　31回の操業で漁獲したマグロは約17トン。三崎
港 （神奈川県）で全量水揚げの後、その一部が青森
県内スーパーマーケットで販売され完売となった。

実習生、教官、乗組員総勢 64 名が無事八戸港に帰港

　司厨長の職務は、航海中、安全な水と食材で、栄
養バランスのとれた食事を提供することである。

  司
しちゅうちょう

厨長の味覚、嗅覚

　温度の変化や時間の経過につれ、水の新鮮さは失
われていく。みそ汁や麦茶などにわずかに表れる変
化の兆候も見のがさず、乗員が異臭味を感じる前に、
フィルタの交換を行う。

　平成31年1月11日、青森丸は第2次航海実習に
向け八戸港を出港した。実習生たちは、それぞれの
胸に水物語を刻んで、3月に帰港する。

釣り上げた実習生も
店頭販売に参加しました


