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「おらほの水」は、年 4回発行しています。

水道に関する情報は、ホームページでもご覧いただけます。
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●スプラッシュ！

　　暑い夏、つめたい水しぶきの中へ…　　

　～ 第 13 回「水のある生活・風景」
                            　フォトコンテスト入賞作品 ～
　　　　　　　　　　　　田中 雅之 さん

トピックス 給水所設置予定場所一覧表
疑問・質問コーナー　企業団の水道水
水道工事現場に行ってきました！
令和 2年度　職員採用試験案内
水紋　体に美味しいこだわりのとうふ造り
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「健康のために水を飲もう推進運動」については、
ホームページに掲載しています。

入浴後や起床時には、特に水分が不足し
がちです。　
　いつもの水分補給に加えて、「目覚めの
１杯」と「寝る前の１杯」を毎日の習慣に
してみませんか？

健康のために水をのみましょう！
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水
　『飲み水を　未来につなごう　ぼくたちで』をスローガンに、全国一斉に行われた水道週間（6月1日
から7日）にあわせて、ポスターコンクールとフォトコンテストを開催しました。
　たくさんのご応募ありがとうございました。上位入賞者の作品を紹介いたします。

に関するポスターコンクール
＆ フォトコンテスト入賞作品

白銀南小学校5年

沢
さわや
谷  琉

りゅうあ
空さん

優秀賞 企業長賞
白銀南小学校5年

西
にし
  桜
さ く ら
花さん

西白山台小学校4年
優秀賞

内
うちさわ
澤  いろは さん

水に関するポスターコンクール
応募作品数：365 点 ( 圏域内小学校 9校 )

　かぎりある水を大切にするように、
絵よりも文字を大きくしてみえやすく
できるように工夫しました。みんなが
当たり前に使っている水を、もっと大
切にしてほしいです。

　水は、生活にかかせないものであり
「水」は社会全体（農業や水産業）にか
かわりをもっていて、それを守ってい
くという願いをこめてかきました。

　生きているみんなにとって、水はと
ても大切です。そのきれいでおいしい
水をずっと守ってほしいという思いを
こめました。

入選（ 12 名 ） 佳作 （ 12 名 ）

名前   学校 学年
浪 岡　 葉 純 （なみおか　はすみ） 是川小 6年

坂 川　 陽 心 （さかがわ　はるみ） 大久喜小 5年

田 端　 和 瑚 （たばた　わこ） 是川小 5年

中居　みやび （なかい　みやび） 是川小 5年

馬 渡　 凛 佳 （まわたり　りんか） 三条小 5年

生天目　蒼心 （なまため　あおし） 白銀南小 5年

田茂　莉慧奈 （たも　りえな） 西白山台小 5年

立 花　 悠 華 （たちはな　ゆうか） 白山台小 5年

苫米地　由梨 （とまべち　ゆうり） 白山台小 5年

遠 藤　 志 歩 （えんどう　しほ） 西白山台小 4年

下 道　 清 続 （したみち  きよつぐ） 西白山台小 4年

尾 﨑　 宏 樹 （おざき　こうき） 田面木小 2年

名前   学校 学年
相 馬　 佑 紀 （そうま　ゆうき） 桔梗野小 6年

矢野下　もも （やのした　もも） 桔梗野小 6年

菊地　未弥緒 （きくち　みやお） 是川小 6年

賣井坂　友里 （うるいざか　ゆり） 是川小 5年

小 林　 千 花 （こばやし　ちはな） 是川小 5年

石橋　優希奈 （いしばし　ゆきな） 白銀南小 5年

川村　木々音 （かわむら　ここね） 白銀南小 5年

齋 藤　 佳 乃 （さいとう　よしの） 白銀南小 5年

田 中　 真 子 （たなか　まこ） 西白山台小 5年

千 葉　 う た （ちば　うた） 西白山台小 5年

佐々木　丈哉 （ささき　じょうや） 白山台小 5年

番澤　凜音菜 （ばんざわ　りおな） 西白山台小 4年

（敬称略） （敬称略）
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「緑映」
　西村  礼能留 さん

（八戸市）

優秀賞
「雫の宝石」
小澤  宏 さん
 （神奈川県小田原市）

優秀賞
「川は友達」
白木  勇治 さん
（京都府福知山市）

企業長賞

水のある生活・風景フォトコンテスト
第1 3 回

応募作品数：83 点 ( 全国 )

入選（ 5 名 ）

問 総務課 広報文書グループ TEL 0178-70-7022

ホームページで入賞作品をご覧いただけます。

ポスターコンクール
入賞作品

フォトコンテスト
入賞作品

タイトル 名前 住所
夏の水景 糸 賀 一 典 さん 千葉県柏市

国家百年の大計 岡 部　 哲 さん 八戸市
スプラッシュ！ 田 中　 雅 之 さん 京都府京都市
春の日差しの中で 土 屋　 眉 子 さん 八戸市
かもめの行水 山 本　 敏 夫 さん 八戸市

※ 入選の田中雅之さんの作品は、表紙に掲載しています。

蟹沢ウォークの参加者を募集します 問 総務課 広報文書グループ
TEL 0178-70-7022

　ハガキに「蟹沢ウォーク参加希望」と明記し、
下記事項を記入してください。

■応募締切 9月11日(金)  消印有効
■応募先      〒039-1112　八戸市南白山台一丁目11-1
　                   八戸圏域水道企業団  総務課 広報文書G

企業団の水源のひとつ、蟹沢水源地を散策してみませんか？
　八戸公園から水源地まで、水道施設をめぐりながら、往復約 8キロのコースをウォーキングします。

■ 集合場所    八戸公園こどもの国
　　　　　　（第二駐車場漁船前）

                  　　　9 : 00 ～ 12: 00（予定）

■ 募集人数　 30名 （参加費無料）
　　　　　　※応募者多数の場合は抽選

イベント概要 応募方法

　①参加者の氏名・年齢　（参加者全員）
　②郵便番号・住所　　③電話番号　 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、開催を中止する場合があります。変更があった場合は、参加者に直接お知らせするほか、
　 ホームページに掲載します。

■ 開催日時  令和2年 9月26日 （土） 
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企業団の災害対策
いざ という時のために！

　企業団では、災害時でも安定して水をお届けするため、「強靭な水道システムの構築」と「危機管理体制
の強化」に取り組んでいます。

強靭な水道システムの構築

  ① 施設・管路の耐震化
  ② 白山浄水場の二水源取水（馬淵川、新井田川）
  ③ 送配水機能の強化（配水管網のブロック化など）
  ④ 近接水道事業体との水道管連絡（非常時の水の相互融通）
  ⑤ 緊急貯水槽の整備
  ⑥ 取水施設の浸水対策の強化 

家庭でも災害への備えをお願いします

人間は、１人あたり１日３ℓの水が必要といわれて
います。ポリタンクやペットボトルに水を準備してお
くなど、最低３日分程度の飲料水の備蓄をしましょう。

1 人 1日
3リットル

家庭で用意する目安

×   ３日分  ×   家族の人数

　備蓄しておいた水道水は、消毒作用のある塩素が
徐々に無くなります。以下の注意点を守りましょう。

飲料水を備蓄する時の注意点 

飲料水を備蓄しましょう

問 総務課 総務グループ
TEL 0178-70-7020

配水系統の確認

年度

様

㎥ 円
円

We have transferred the belowmentioned
charges from the appointed account

円 円

水道使用水量のお知らせ
Notice of water consumption

〔料金は予定です。この用紙ではお支払できません〕
お客さま番号 1234567-000-99
請 求 月 分Ｒ02 8-  9月分

八戸市南白山台１丁目１１－１
八戸圏域水道企業団
水道　太郎

山路を登りながら
山路を登りながら

水 道 料 金 情 報
計算条件：一般用    /口径020㎜
支払方法：口座制
検針日時：8月25日 12:34 　水道次郎
使用期間：6月26日 ～ 8月25日
配水系統：白山水系白山配水塔

口座割引：50円

検針 A.今回指針 135㎥ 参考実績水量
B.前回指針 111㎥ 前回 23㎥

前年 20㎥

使用水量 (A-B) 水道料金 Water charge

24 5,132
内消費税 380

初回振替日：平成26年6月27日　　　   5,132円

お 知 ら せ

下水道使用料情報
下水用途：○○○○○
支払方法：口座振替制

口座振替済のお知らせ

振替済月分：平成 23 年度  9-10 月分
振替年月日 水道料金 下水道使用料

Hachinohe Regional Water Supply Authority

H23.10.27 3,854 2,520
上記の通り振替しましたのでお知らせします。
(このお知らせは、税務申告の必要経費の証明になります。)

○八戸圏域水道企業団

　災害時には、配水系統によって減水・断水の影響や
復旧状況が異なる場合があります。「水道使用水量の
お知らせ」に、配水系統が記載されているのでご確認
ください。

※エコキュートを設置予定で、水系確認を希望される
場合は、給水装置課（TEL0178-70-7042）へお問い合わ
せください。

※エコキュートを設置予定で、水系確認を希望される

浄水場の運転状況や工事等により、配水
系統が変更となる場合があります。

①  清潔な容器 に 入れましょう。
② 冷暗所 に 保存しましょう 。
③  3 日 に 1 回 は 入れ替えましょう。

令和元年 10 月 台風 19 号に係る応援派遣（普代村）

  ① 構成市町との連携体制の強化
  ② 水道事業体との相互応援体制と民間事業者との
　   協力体制
  ③ 災害対策マニュアルの策定
  ④ 災害訓練の実施

危機管理体制の強化

（公社）日本水道協会や近隣の水道事業体ほか
関連団体とで応援協定を結び、災害時の早期
復旧・給水確保の体制の構築に努めています。

    相互応援協定             
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　企業団では、災害への備えとして、飲料水を供給する給水所の設置予定場所をあらかじめ定めています。
災害時には、給水区域全体の被害状況をもとに構成市町と協議のうえ設置場所を決定します。
　いざというときのために、お近くの給水所設置予定場所を確認しておきましょう。

六戸町【9か所】
六戸町役場 犬落瀬字前谷地
大曲小学校 犬落瀬字柳沢
旧折茂小学校 折茂字前田
開知小学校 犬落瀬字権現沢
小松ヶ丘地域 小松ヶ丘五丁目交流館
たての台公民館 犬落瀬字下久保
旧長谷小学校 下吉田字下沼田
旧柳町小学校 柳町字百役
六戸小学校 犬落瀬字明土

おいらせ町【10か所】
おいらせ町役場 中下田
おいらせ町役場 上明堂分庁舎
木ノ下小学校 青葉六丁目
木内々小学校 染屋
下田小学校 舘越
百石小学校 牛込平
甲洋小学校 一川目四丁目
古間木山集会所 緑ヶ丘一丁目
一川目地区 一川目二丁目生活会館
二川目地区 二川目三丁目生活会館

給水所設置予定場所一覧表 問 総務課 総務グループ
TEL 0178-70-7020

八戸市【49か所】
八戸小学校 長根三丁目
城下小学校 城下四丁目
吹上小学校 吹上一丁目
長者小学校 長者三丁目
図南小学校 糠塚字大開
中居林小学校 石手洗字一本木
柏崎小学校 青葉二丁目
小中野小学校 小中野五丁目
江陽小学校 江陽五丁目
湊小学校 湊町字中道
青潮小学校 湊町字鮫ノロ
白銀小学校 白銀町字大久保道
白鷗小学校 白銀町字中平
白銀南小学校 大久保字鷹待場
町畑小学校 大久保字下町畑
旧美保野小学校 美保野
鮫小学校 鮫町字上手代森
種差小学校 鮫町字赤コウ
大久喜小学校 鮫町字大作平
金浜小学校 金浜字外ノ久保
根城小学校 根城四丁目
白山台小学校 東白山台二丁目
江南小学校 根城九丁目
田面木小学校 田面木字山道下タ
下長小学校 長苗代字太古殿
城北小学校 石堂一丁目
高館小学校 河原木字小田
根岸小学校 日計五丁目
日計ヶ丘小学校 河原木字日計上
是川小学校 是川四丁目
旧是川東小学校 是川字街道端
旧番屋小学校 是川字番屋
三条小学校 尻内町字三条目
西園小学校 尻内町字嶋田
明治小学校 八幡字館ノ下
桔梗野小学校 市川町字尻引前山
轟木小学校 市川町字和野
多賀小学校 市川町字古館
多賀台小学校 多賀台三丁目
豊崎小学校 豊崎町字下永福寺
大館中学校 新井田字市子林
旧松館小学校 松館字門前
旭ヶ丘小学校 旭ヶ丘一丁目
南郷小学校 南郷市野沢字石窪
旧中野小学校 南郷中野字八ツ役
旧鳩田小学校 南郷大森字鳩田向
島守小学校 南郷島守字小平
旧田代小・中学校 南郷島守字赤羽
東中学校 湊高台二丁目

三戸町【4か所】
三戸町役場 在府小路町
アップルドーム 川守田字元木平
三戸小・中学校 梅内字権現林
三戸中央公民館 川守田字関根川原

五戸町【9か所】
五戸町役場 古舘
上市川小学校 上市川字御兵糧
五戸小学校 天満後
豊間内地区 豊間内字豊間内コミュニティセンター
浅水活性化センター 浅水字浅水
切谷内小学校 切谷内字高田川原
旧蛯川小学校 熊野林
五戸中学校 豊間内字地蔵平
川内中学校 上市川字赤川々原

階上町【10か所】
田代集会所 田代字蛇平
金山沢水郷館 金山沢字大畑
わっせ交流センター 平内字上道
中央体育館 鳥谷部字狐平
赤保内集会所 道仏字耳ヶ吠
大蛇三地区集会所 道仏字大蛇
道仏公民館 道仏字横沢
小舟渡集会所 道仏字廿一
石鉢ふれあい交流館 蒼前東七丁目
石鉢小学校 角柄折字石鉢

南部町【15か所】
福地中学校 福田字板橋
中央公民館 平字広場
農村環境改善センター 福田字下平(福寿館）
下名久井公民館 下名久井字
「ひだまり館」 台所屋敷

杉沢小学校 杉沢字杉沢
向小学校 大向字飛鳥
剣吉公民館 剣吉字五合田
町民体育館 沖田面字沖中
南部町役場 苫米地字下宿
旧南部幼稚園 相内字上ノ平
介護予防拠点施設 斗賀字土口前「げんき館」
ふれあい交流 大向字泉山道プラザ
名川南小学校 鳥谷字太田
福地小学校 苫米地字寺ノ後
南部老人福祉 沖田面字下村センター

給水所で給水車などから給水を
受けるとき、容器が必要です。日
頃から清潔なポリタンクなどの準
備をお願いします。

みなさまへのお願い

これらは設置予定場所であり、災害の
規模や被害状況により変更となる場合が
あります。災害時等に給水所を開設する
際は、ホームページでお知らせします。

詳しい住所は
ホームページを
ご覧ください。
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企業団の水道水について教えて！
疑問・質問

コーナー

　白山浄水場でつくられた水道水は、原水が河川水のた
め季節によって水温は変化します。一方、三島や蟹沢浄
水場の水道水は原水が地下水や湧水のため、一年を通じ
て水温はほぼ一定 (１1℃前後 ) です。そのため夏場に冷
たく感じるのは三島や蟹沢水系の水道水です。
　また、石灰層を通った三島や蟹沢水系の水は白山水系
の水より硬度※が高く、 白山水系では約 40mg/L、三島
や蟹沢水系では 130 ～ 160mg/L です。

それぞれの浄水場の特徴は？

　硬度が高い水は石けんの泡立ちを悪くするため、生
活利用上支障のある項目として水質基準 300mg/L 以
下に設定されています。
　お湯を沸かした時にやかんに残る白いものや、製氷
時に出てくる白い結晶、浴室の鏡や台所のシンクに付
着する白いものは硬度分です。加熱や乾燥によって水
に溶けきれなくなった硬度分が出てきますが、飲んで
も問題はありません。

硬度のことをもっと知りたい！

　企業団の水道水はどこで作られているの？
　企業団の水道水は、八戸市にある 3つの浄水場でつくられています。
　1日の平均配水量はおよそ 84,000㎥です。25 ｍプール（１杯の容積が約 360㎥）約 233 杯分の水道水が 1日に
使用されています。

問 水質管理課　TEL 0178-27-0312

コーナー

※ カルシウムとマグネシウムの量を炭酸カルシウムの
　量に換算したものが「硬度」です。

六戸町 おいらせ町

五戸町

三戸町

南部町
階上町

八戸市

白山浄水場
石灰層を通った地下水を原水とする。

三島浄水場

蟹沢浄水場

八戸平原の石灰層を通ってきた湧水を
原水とする。

馬淵川と新井田川の水を原水とし、
総配水量の 85％を占める。

三島浄水場

予定期間：令和２年 11 月上旬　～　令和 2年 11 月中旬
配水系統の確認方法は、
4ページに掲載しています。

三島浄水場設備工事に伴う水系変更のお知らせ
問 浄水課 保全グループ

TEL 0178-27-0300

　三島浄水場の設備工事に伴い、下記の期間中「三島水系（主に三島浄水場から水を配る区域）」は
「白山水系（主に白山浄水場から水を配る区域）」に変更となります。水温の変化等を感じることがあ
るかもしれませんが、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

蟹沢浄水場

白山浄水場

斗内受水系

給水区域

（田子町からの受水）
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広報編集員コーナー 水道水を安定して届けるために
広報編集員：出町　明美

　地下 10 ｍの閉塞空間で口径 500㎜の水道管をい
れる工程が二人の作業員により行われています。地
下での作業が長期間行われた後に各家庭へ水を届け
ることが可能になります。
　過去の災害や事故を経験する度に、新しい工法や
耐震性や耐久性が向上した材料が作られ、そして猛
暑や厳寒の中で作業をする人たちが居るからこその
水。今回の取材では、普段何気なく口にする水その
一滴の重さを更に感じました。

コーナー

　水道工事とは単純に穴を掘り水道管を埋めてい
くものと思っていませんか？今回取材した現場は
想像とは全く違うものでした。深さ 10 ｍの縦穴
の最深部でさや管を押し入れてトンネルを作り、
その中に水道管を入れていくという推進工法で
行っている現場でした。
　取材現場の「ゆりの木通り」は八戸市内でも交
通量が非常に多い道路であるため、交通規制を最
小限に留める推進工法を選択したそうです。 さや管の口径は 800 ㎜

水道水を安定して届けるために
水道工事現場に行ってきました！

さや管をこの穴の底から押し入れる

指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分について(報告)

問 給水装置課    TEL 0178-70-7042

■ 指定停止業者
■ 違反の内容

㈱ PlanB
水道法第 25 条の 11 第 1項第 1号（無届工事）

■ 指定停止期間 4か月間（令和２年 6月 30 日～令和 2年 10 月 29 日）

問 総務課 人事研修グループ
TEL 0178-70-7021

試験職種 職務内容 採用予定人数 受験資格 試験日 受付期間

短大卒
・

高校卒
設 備 設備関係

技術業務 1名程度

平成8年4月2日以降に出生し、短期大学、2年
制以上の専門学校もしくは高等学校で電気技
術に関する課程を履修し、卒業された方（令和
3年3月卒業見込みの方を含みます。）

令和２年
10月18日 （日）

 令和２年

8月 24日 （月）から
9月 18日 （金）まで

１．試験職種、受験資格及び試験日

令和 2年度　職員採用試験案内

※ 詳しくは、総務課人事研修グループ（℡ 0178-70-7021）までお問い合わせください。

２．試験会場　　　八戸圏域水道企業団 （八戸市南白山台一丁目 11-1） 
３．申込方法　　　総務課 人事研修グループで配布する採用試験申込書によります。
　　　　　　　　　企業団ホームページから試験案内及び申込書をダウンロードできます。
４．受付場所　　　総務課 人事研修グループ ( 八戸圏域水道企業団庁舎 3階）

※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、試験日・試験会場が変更となる場合があります。変更があった場合は、
     申込者に直接お知らせするほか、ホームページに掲載します。
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　六戸町の温泉、六戸モリランド敷地内に店を構える「天狗とうふ店」。素材にこだわり一つずつ丁寧に作った
製品は、濃厚な大豆の風味が楽しめると評判で町内外から多くの客が訪れる。代表を務める田中富美男さんに
お話を伺った。

このコーナーは、広報編集員
 　橋本　麗奈 が担当しました。

1935 年（昭和 10 年）、田中さんの母・フジさん
が八戸市田面木で「田中豆腐店」を創業。学校から
帰るといつも大豆の仕込みや配達の手伝いをして母
の仕事をそばでずっと見てきたという。代が変わり
紆余曲折もあったが、「母が始めた豆腐店を何とか
したい」との想いで、2007 年においらせ町で「天
狗とうふ店」として個人で創業し、2012 年 12 月に
六戸町へ。
　以来、豆腐だけではなくおからや豆乳、寄せとう
ふ、揚げ物など 20 を超える商品を製造販売。周辺
市町で開催されるイベントやスーパーでの出張販
売、宅配も手掛け、魅力を広く発信している。

　地産地消にこだわり、原料の大豆は青森県産丸大
豆「おおすず」、にがりは瀬戸内海産・純国産天然
にがり 100 パーセント 。一般的に様々な種類の豆

  とうふ造りのこだわり

  母の想いを継いで 腐が販売されているが、天然のにがりを使用してい
る製品は数少ない。天然のにがりには体に必要なミ
ネラルが豊富に含まれている。
　さらに地元の水を使用し製造することで豆腐のミ
ネラル分を高め、より体に良い・体が欲するとうふ
造りを目指している。

  体に美味しい豆腐を届けたい

水紋水紋
　　～六戸町 とうふ職人の想い～

“体に美味しい” こだわりのとうふ造り

　長年変わらないこだわりは、水道と同じく「安全
安心」。体に美味しい物を一人でも多くの人に食べ
てもらいたいという田中さん。健康食品はブームだ
が、天然の食から摂取してほしいと話す。
　暑い時期は冷奴として食べることが多いと思う
が、冷やしすぎても美味しさを感じにくいので
17℃くらいで食するのがおススメだそうだ。

水の中から大きなとうふが

濃厚な大豆の風味を楽しんで

　新型コロナウイルスの影響で移動販売の規模は縮
小となっているが、店頭では感染対策に気を付けて
営業している。県内各地のファンに支えられている
「天狗とうふ店」の美味しい豆腐。ぜひ一度食べて
もらいたい。


