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手洗いは入念に！

　空気が乾燥するこれからの季節、新型コロナ
ウイルス感染症だけでなく、インフルエンザの
流行も心配されます。
　感染予防のため、石けんやハンドソープを
使った丁寧な手洗いを心がけましょう。

「小さい秋」　岡部 哲 さん

（平成 30 年 11 月青森県黒石市で撮影）

　～ 第 12 回「水のある生活・風景」
　　　　　　　　フォトコンテスト応募作品より ～
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資本的収支資本的収支収益的収支収益的収支

令和 3年度令和3年度

　 　 水道事業会計決算の概要水道事業会計決算の概要
　水道事業は、主にお客様からいただいている水道料金で運営をしています。
　主要な収入である水道料金は、前年度に比べ約8千万円減収になりましたが、経費削減などに努めた結果、黒字
の決算となりました。
　今後も、安全でおいしい水をお届けするため、第4次水道事業総合計画に基づき、施設の更新や耐震化を行い
ながら効率的な事業運営に努めてまいります。

問 経営企画課
　 財政運営グループ
TEL 0178-70-7032

流動負債より流動資産が多く、資金不足額はありません。
※『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』による令和 3年度決算に基づく資金不足比率

　水道事業などの地方公営企業の会計は、収益的収支と資本的収支の 2本建てとなっています。

・白山浄水場配水本管及び流量計室更新工事
( 令和 4年度まで )   　

・白山浄水場中央監視制御設備更新工事 ( 令和 3年度まで )
・白山浄水場 ( 馬淵川系 ) 薬品注入機械設備更新工事
・新目時配水池 ( 仮称 ) 築造工事 ( 令和 4年度まで ) など

【金額は消費税抜きです】

〈施設を建設・更新するための収支〉〈水道水をつくり届けるための収支〉

　大規模な地震や災害に備え、古くなった水道管の更新や管路
の整備に耐震管 ( 地震に強い管 ) を布設しています。令和 3年
度は、約 13㎞の整備を行いました。
　その結果、令和 3 年度末の水道管の総延長距離は 2,090㎞
（口径 75㎜以上）、そのうち耐震管は 936㎞で、耐震管率は
44.8％になりました。

収入  85億円 支出  74億3千万円

水道料金水道料金
71.8 億円71.8 億円

長長
ちょうきまえうけきんれいにゅうちょうきまえうけきんれいにゅう

期前受金戻入期前受金戻入
9億円9億円

その他の収入その他の収入
4.2 億円4.2 億円

減価償却費など減価償却費など
34.4 億円34.4 億円

収支差引(純利益 )
10.7 億円

建設改良費建設改良費
49.1 億円49.1 億円

借入金の元金返済借入金の元金返済
9.6 億円9.6 億円

国庫補助金など
7.6 億円

収支差引収支差引
（（不足額不足額））
40.7 億円40.7 億円

修繕費などの修繕費などの
維持管理費維持管理費
27.4 億円27.4 億円

国庫補助金など
借入金 借入金 
10.4 億円10.4 億円

収入  18億円 支出  58億7千万円

不足額は、収益的収支の減価償却費などの現金を伴わない
費用や、積み立てたお金 ( 純利益等 ) で補てんしました。

当年度の純利益は、翌年度以降の借入金返済と
建設改良 ( 施設整備 ) のために積み立てました。

借入金の利息
1.7 億円

借入金の利息

●収支の状況

●給水状況

●資金不足比率

●主な建設改良工事
■施設の整備

■水道管の整備

項　目 令和 3年度 令和 2年度 前年度比較 内　　容
給水人口 300,805 人 304,147 人 △ 3,342 人 企業団から給水を受けている構成市町の人口
給水世帯数 144,451 世帯 144,279 世帯 172 世帯 企業団から給水を受けている構成市町の世帯数
年間配水量 30,059,637㎥ 30,503,804㎥ △ 444,167㎥ １年間に配水池から供給された水量
年間有収水量 27,280,052㎥ 27,596,117㎥ △ 316,065㎥ 年間配水量のうち水道料金収入の対象となった水量

人件費人件費
10.8 億円10.8 億円
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検査項目 水質基準値 （馬淵川・新井田川） （湧水） （浅井戸）
白山配水池 蟹沢配水池 白銀配水池

水温 ー 13.4 13.0 11.5
一般細菌 100 個 /mL 以下 0 0 0
大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出
味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし

におい 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし
残留塩素 0.1mg/L 以上 0.6 0.4 0.3

カビ臭原因物質 ※ 0.00001mg/L 以下 0.000001 未満 0.000001 未満 0.000001 未満
色 5度以下 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満

にごり 2度以下 0.1 未満 0.1 0.1 未満
硬度 300mg/L 以下 43.8 99.9 162

安全安心な水をお届けしています安全安心な水をお届けしています

　企業団では、みなさんに水道水を安全、安心にご利用いただくために、水源から蛇
口までの水質検査を行っています。また、より安心してご利用いただくために、水道
法で定める検査回数より多く行い、安全を確認しています。
　水質検査計画および水質検査結果はホームページから閲覧できます。

問 水質管理課
TEL 0178-27-0312

検査結果一部抜粋《令和 3年度平均》検査結果一部抜粋《令和 3年度平均》

※ ジェオスミン、2 - メチルイソボルネオール

広報編集員コーナー 馬淵川の源流を訪ねて
広報編集員：  広報編集員：  三浦 直美三浦 直美

　付近にある、茂みの中の赤い鳥居をくぐりぬけ、5分ほ　付近にある、茂みの中の赤い鳥居をくぐりぬけ、5分ほ
ど歩くと、水神様が祀られている源流に到着します。このど歩くと、水神様が祀られている源流に到着します。この
日（9月上旬）の気温は 24℃。水源の水は裾野の川より日（9月上旬）の気温は 24℃。水源の水は裾野の川より
十数℃も低い7.4℃と、「ひゃっこい水」が湧き出ていました。十数℃も低い7.4℃と、「ひゃっこい水」が湧き出ていました。
　次に訪れたのは夫婦岩がそびえる馬仙峡。希望大橋か　次に訪れたのは夫婦岩がそびえる馬仙峡。希望大橋か
ら見る、安比川と馬淵川、2つの川が交わり、水量と勢ら見る、安比川と馬淵川、2つの川が交わり、水量と勢
いが増し流れていく自然の壮大な景色は圧巻でした。いが増し流れていく自然の壮大な景色は圧巻でした。
　来年は、『源流ツアー』が開催できるといいですね。　来年は、『源流ツアー』が開催できるといいですね。

コーナー

　“ 蛇口の水のルーツ ”を学ぶ企業団のイベント『源流ツ　“ 蛇口の水のルーツ ”を学ぶ企業団のイベント『源流ツ
アー』は、新型コロナウイルス感染症の影響により未開催。アー』は、新型コロナウイルス感染症の影響により未開催。
今回は “ミニ源流ツアー ”と題し、馬淵川源流と、川の今回は “ミニ源流ツアー ”と題し、馬淵川源流と、川の
合流地点に行ってきました。合流地点に行ってきました。
　馬淵川は、岩手県北部から青森県南部を経由して太平　馬淵川は、岩手県北部から青森県南部を経由して太平
洋に注ぐ全長約142kmの一級河川です。源流がある袖山洋に注ぐ全長約142kmの一級河川です。源流がある袖山
高原は、標高約1,000mの高原牧場。奥羽山脈の山々が高原は、標高約1,000mの高原牧場。奥羽山脈の山々が
連なり、緑の草原に牛がのびのびと放牧されている景色連なり、緑の草原に牛がのびのびと放牧されている景色
はとても爽快です。はとても爽快です。

安比川の大きな流れが合流する地点

馬淵川の源流を訪ねて
　～ 山の自然の蛇口はどこにある ～

源流はとても小さな流れ

みち草の驛340

281

29

レストハウス
袖山高原

森の
こだま館

森の
そば屋

葛巻町
役場

※  冬期間は雪のため通行止めとなる道路あり。

馬淵川源流

岩手県
葛巻町

全項目、合格している
から安心だね！

◀ 源流ツアーの様子
　　（令和元年度）
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保存版
（令和 4 年 11 月）

　もうすぐ寒さの厳しい時期がやってきます。12月から2月にかけては、特に水道凍結への注意が必要です。
　主に、水抜き操作をしていなかったり、水抜きがきちんとできていなかったことが、凍結の原因になって
います。前もって水抜き操作の方法を確認して「水道管への冬支度」をしましょう。

最高気温
0℃以下0℃以下

入院や引越入院や引越
の時もの時も

長期間水道を長期間水道を
使用しないとき使用しないとき真冬日が続くとき

夜間は気温も夜間は気温も
室温も低下室温も低下

年末年始の休暇年末年始の休暇
の前にもの前にも

こんな場所は特に注意！こんな場所は特に注意！

まずはしっかり対策を！水抜き操作を行ってほしいのはこんな時・こんな場所まずはしっかり対策を！水抜き操作を行ってほしいのはこんな時・こんな場所

こんな時は水抜きをしましょう！こんな時は水抜きをしましょう！

　①水抜き栓をしっかり最後まで
　　閉めてください。
　②蛇口のハンドルを全開にして
　　ください。
　③最後に蛇口に手を当て、吸い
　　込まれる感じがすれば、水抜
　　き完了となります。

水抜き操作方法水抜き操作方法

もしも凍ってしまったら…もしも凍ってしまったら…

　○ 蛇口などが凍結した場合、タオルなどを当て、
　　ぬるま湯をゆっくりかけると解氷できる場合が
　　あります。

※ 熱湯をかけると蛇口が
破損する場合があります。

　○ 暖房器具を使って、室内をゆっくり暖めてみましょう。
　　（火災には十分注意してください。）

　　あります。

※ 熱湯をかけると蛇口が
破損する場合

※ボイラーの水抜きが必要な場合もあります。操作方法は「取扱説明書」をご確認ください。 
※アパート等の集合住宅の場合は、管理人や大家さんへお問い合わせください。

　①水抜栓操作盤の電源がON
　　になっているのを確認し、
　　水抜きのボタンを押してく
　　ださい。
　②蛇口のハンドルを全開にし
　　てください。

　水抜き操作が必要な時のために、水抜き栓（電動式の場合は水抜栓操作盤）の場所を確認しておきましょう。

水抜き栓以外の凍結防止方法水抜き栓以外の凍結防止方法

　水道管に巻きつける水道管凍結防止帯（凍結防止
ヒーター）があります。ご使用の際は「取扱説明書」
をご確認ください。　

特に特に
北側の部屋北側の部屋

＜電動式水抜き栓操作手順＞

＜手動式水抜き栓操作手順＞

水抜きをすると

水抜栓操作盤水抜栓操作盤

水抜き栓水抜き栓

蛇口蛇口

最低気温
-4℃以下-4℃以下-4℃以下
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入院や出張などで留守にされるお客さまへ入院や出張などで留守にされるお客さまへ

　入院・施設入所や出張などで留守にするときは、凍結に十分にご注意ください。
　なお、水道を長期間使用しない場合は、使用しない期間の水道料金の請求を一時中断できます。
　詳しくは企業団ホームページをご覧になるか、料金課までお問い合わせください。

問 料金課
TEL 0178-70-7010

問 配水課  管路維持グループ　TEL 0178-70-7044

解氷できない・破損した場合解氷できない・破損した場合

　解氷できない場合や、破損してしまった場合は、
6ページに掲載している凍結解氷作業の対応可能な
事業者（指定給水装置工事事業者）へ早めにお申し
込みください。

○ 費用は、お客さまのご負担となります。
○ 作業内容により、金額は変わります。
○ 事業者によって、料金設定が異なります。

排出される排出される

閉閉

　水抜き操作を行うと、水道管の中で「凍結する可能性のある部分」の水
が地中に排出されるため、凍結を防ぐことができます。
　水抜き栓がきちんと最後まで閉まっていないと、水が地中に排出され続
けたり、凍結するおそれがあります。水抜き栓は ”最後まで回す ” を心が
けましょう。

開開

※ 凍結深度：冬場の寒さによって地盤が凍る深さ

凍
結
す
る
可
能
性
あ
り

凍結深度凍結深度

凍
結
し
な
い

水抜き栓水抜き栓 水抜き栓水抜き栓

蛇口蛇口蛇口蛇口 開開

北奥羽広域水道総合サービス株式会社〒039-1114　八戸市北白山台二丁目6番1号　ＴＥＬ：0178-70-5017

●有料広告

水抜き栓は "最後まで回す "漏水や凍結を防ぎましょう！水抜き栓は "最後まで回す "漏水や凍結を防ぎましょう！

引越しの時も
忘れずに水抜きを
お願いします。
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八
戸
市

　○印がついているのが、漏水等の修理、凍結解氷などの対応が可能な指定
給水装置工事事業者です。どの地域の事業者に依頼しても構いません。

修理・凍結解氷作業対応事業者一覧

地区名地区名 事業者名事業者名 電話番号電話番号 修理修理 解氷解氷

売市・城下・売市・城下・
沼館・内丸・沼館・内丸・
市街地等市街地等

㈲舘下設備 0178-24-5700 ○○
東復建設㈱ 0178-43-2353 ○○ ○○
西浦水道建設工業㈱ 0178-22-5167 ○○ ○○
㈲浪岡設備工業所 0178-43-3024 ○○ ○○
アクア設備㈱ 0178-72-1500 ○○ ○○
㈲西浦メンテサービス 0178-22-5218 ○○ ○○
八戸燃料㈱ 0178-43-1151 ○○ ○○
㈱北奥設備 0178-45-7011 ○○ ○○

根城・田面木・根城・田面木・
八幡・櫛引・八幡・櫛引・
沢里・白山台沢里・白山台
地区等地区等

㈲住まいの便利や 0178-44-2303 ○○ ○○
㈱若本住設 0178-72-5657 ○○
㈱テックサービス 0178-72-1541 ○○
八戸工事㈱ 0178-27-3568 ○○
ナカゼン設備 080-6036-7876 ○○ ○○
田中設備工業 0178-32-0276 ○○
㈱三久工業 0178-27-6333 ○○ ○○
㈱根城グリーン建設 0178-27-6733 ○○ ○○
自在八カンパニー㈱ 0178-20-8410 ○○ ○○
㈲日建設備 0178-45-8889 ○○ ○○

柏崎・江陽・柏崎・江陽・
小中野地区小中野地区等等

㈲八戸管工業 0178-43-3948 ○○ ○○

㈱サカモトアクエア 0178-71-2500 ○○ ○○

諏訪・青葉・諏訪・青葉・
類家・南類家類家・南類家
地区地区等等

㈲オトキタ設備 0178-73-1750 ○○ ○○
㈲類家住設サービス 0178-45-5899 ○○ ○○
青葉水道サービス㈲ 0178-43-4726 ○○ ○○
㈲八戸水洗サービス 0178-43-5155 ○○ ○○
LIKE BASE 090-9632-5683 ○○ ○○

長者・糠塚・長者・糠塚・
吹上・中居林・吹上・中居林・
田向地区等田向地区等

㈲類政設備工務店 0178-45-8221 ○○ ○○
㈲山水設備 0178-24-2585 ○○ ○○
八戸水源社 0178-71-8188 ○○ ○○
㈲マルユ佐藤設備工業 0178-45-6401 ○○ ○○
㈲創水舎 0178-22-9944 ○○ ○○

長苗代・尻内・長苗代・尻内・
豊崎地区等豊崎地区等

㈱開成建設 0178-20-3224 ○○ ○○
㈱ライフスタイルカンパニー 0178-28-8082 ○○
八戸液化ガス㈱ 0178-28-2111 ○○

湊・白銀・鮫・湊・白銀・鮫・
大久保・美保野大久保・美保野・・
金浜地区等金浜地区等

㈱七洋 0178-33-7740 ○○ ○○
㈲三島設備興業 0178-34-0030 ○○ ○○
佐々木システム 0178-33-4961 ○○ ○○
田村設備 0178-34-2130 ○○ ○○
清水設備工業 0178-33-7312 ○○ ○○
ウォーター設計 0178-51-8650 ○○ ○○
明堂設備工業所 0178-34-1188 ○○ ○○
㈲清水住設 0178-35-5614 ○○ ○○
㈱水住 0178-79-7344 ○○ ○○
㈱ミツケ工業 0178-32-4835 ○○
㈱三興水道サービス 0178-32-1370 ○○ ○○

市川市川・河原木・・河原木・
下長・石堂・下長・石堂・
豊洲地区等豊洲地区等

㈱葵工業 0178-52-2688 ○○ ○○
㈲米内口建設 0178-20-6005 ○○ ○○
マルタシステム 0178-28-6839 ○○ ○○
㈱朝日設備 0178-28-9275 ○○ ○○
奥羽クリーンテクノロジー㈱ 0178-44-1061 ○○ ○○

是川・石手洗・是川・石手洗・
十日市・新井田十日市・新井田・・
妙地区等妙地区等

㈱天幸住設 0178-96-1386 ○○ ○○
水工房  ナカスイ 0178-96-5414 ○○ ○○
㈱壬生設備 0178-71-8668 ○○ ○○
㈲エイユーテック 0178-25-1886 ○○ ○○
㈱階上設備工業 0178-25-0258 ○○ ○○
佐々木住設 0178-79-6790 ○○ ○○

南郷地区南郷地区
菊池設備 0178-82-2352 ○○
山﨑工業 0178-82-3565 ○○
㈲北桜水道建設 0178-82-2106 ○○ ○○

(令和4年10月12日現在)

南
部
町

事業者名事業者名 電話番号電話番号 修理修理 解氷解氷
㈱松本工務店 0178-76-2623 ○○ ○○
㈱宮本農機 0178-75-1024 ○○ ○○
工藤建設工業㈱ 0178-84-4088 ○○ ○○

三
戸
町

事業者名事業者名 電話番号電話番号 修理修理 解氷解氷
㈲水幸設備工業 0179-22-1748 ○○ ○○
㈲サンセツ工業 0179-22-3141 ○○ ○○
ウトウ㈱ 0179-22-2165 ○○
㈱ハナマル水道設備 0179-23-0607 ○○ ○○
石亀燃料㈱ 0179-22-2218 ○○ ○○

お
い
ら
せ
町

事業者名事業者名 電話番号電話番号 修理修理 解氷解氷
成田組 0178-56-3051 ○○
㈲松本水道 0178-52-2375 ○○ ○○
不二興管工業㈱ 0178-56-3231 ○○ ○○
㈲田畑設備工業 0178-52-2898 ○○ ○○
大嶋でんき 0176-57-2875 ○○
久保田設備 0176-57-3623 ○○

六
戸
町

事業者名事業者名 電話番号電話番号 修理修理 解氷解氷
下田水道設備 0176-55-3235 ○○ ○○
㈲日研設備 0176-55-4752 ○○ ○○
㈲小野寺水道設備工業 0176-55-4789 ○○ ○○
川尻商会 0176-55-3918 ○○ ○○
㈲吉田設備 0176-55-2516 ○○ ○○

五
戸
町

事業者名事業者名 電話番号電話番号 修理修理 解氷解氷
㈲小泉商会 0178-67-2222 ○○ ○○
㈲カネタケ 0178-62-5225 ○○
㈲クリエ八戸 0178-62-6577 ○○ ○○
㈱大西組 0178-62-2261 ○○ ○○
㈲城下住設 0178-62-3256 ○○
㈲三貞 0178-23-5023 ○○ ○○
㈱オータ水道 0178-62-5033 ○○ ○○

八
戸
圏
域
以
外

事業者名事業者名 電話番号電話番号 修理修理 解氷解氷
橋本電気工業㈱（田子町） 0179-32-2126 ○○ ○○
㈱村下建設工業（新郷村） 0178-78-3311 ○○
中正設備（十和田市） 0176-22-6209 ○○
友住設備工業㈱（十和田市） 0176-23-1748 ○○ ○○
㈱中由設備（十和田市） 0176-58-0733 ○○ ○○
白浜水道㈱（十和田市） 0176-23-7164 ○○ ○○
㈲佐野水道設備（十和田市） 0176-23-3603 ○○ ○○
㈲村中水道設備（十和田市） 0176-72-2652 ○○ ○○
㈲大栄設備（三沢市） 0176-52-5259 ○○ ○○
㈲西舘設備工業（三沢市） 0176-57-4355 ○○ ○○
㈱浅工務店（六ヶ所村） 0175-74-2111 ○○ ○○
水道ワークス（秋田県） 0120-900-832 ○○
㈱耒迎建設（岩手県） 0195-46-2920 ○○ ○○
工藤金物㈱（岩手県） 0195-46-2419 ○○
㈱菅文（岩手県） 0195-23-5115 ○○
二戸ガス㈱（岩手県） 0195-23-4155 ○○ ○○
㈲アイオー浄化槽（岩手県） 0195-23-9743 ○○ ○○
㈱イースマイル（大阪府） 0120-123-456 ○○
㈱クラシアン（神奈川県） 0120-500-500 ○○ ○○
㈱アクアライン（広島県） 082-502-6644 ○○

階
上
町

事業者名事業者名 電話番号電話番号 修理修理 解氷解氷
㈱中村設備 0178-88-5643 ○○ ○○
小松設備 0178-88-5667 ○○ ○○
㈱サンシステムライン 0178-88-6817 ○○ ○○

　  費用は、お客さまのご負担となります。
見積りをとり、 契約前に事業者から十
分な説明を受けてください。

※ 営業時間などは、企業団ホームページに掲載しています。

ご注意ください！ご注意ください！

問 給水装置課  TEL 0178-70-7042
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内科クリニック内科クリニック

八戸
典礼会館

十日市商店

長者長者
まつりんぐ広場まつりんぐ広場

ゆりの木通りゆりの木通り

ツルハドラッグ
十八日町店

チャパティ

十一日町十一日町

薄場皮膚科医院

セブンイレブン
柏崎１丁目店

　下図の区間は口径の大きな管の工事のため、交通規制が行われています。混雑などご不便をおかけいたします
が、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

水道工事にともない、交通規制が行われています水道工事にともない、交通規制が行われています 問 工務課
TEL 0178-70-7050

口径口径 50  50 cmcmのの耐震管耐震管をを入入れるれる工事工事
期間期間 令和4年8月 令和4年8月からから令和5年3月令和5年3月

口径口径 40 40 cm cmのの耐震管耐震管をを入入れるれる工事工事
期間 期間 令和4年9月令和4年9月からから令和5年3月令和5年3月

レオパレス SANA

水道水がぬるく感じるのですが…水道水がぬるく感じるのですが…
疑問・質問

コーナーコーナー

※気温(八戸)は気象庁ホームページから引用しました。

問 三戸町 まちづくり推進課    TEL 0179-20-1117

　絵本「11 ぴきのねこ」シリーズの作者馬場のぼ
る先生は三戸町の出身であり、作品の中には先生が
故郷を思い、描いた風景が広がっています。
　三戸町は、「11 ぴきのねこのまちづくり」に力を
入れており、まちのあちこちで「11 ぴきのねこ」
に出会うことができます。

三戸町の
「11ぴきのねこ」

おおおおおおらららほほほほほほののの〇〇〇〇〇〇ららららららららら

問

　絵本「11 ぴきのねこ」シリーズの作者馬場のぼ
る先生は三戸町の出身であり、作品の中には先生が
故郷を思い、描いた風景が広がっています。
　三戸町は、「11 ぴきのねこのまちづくり」に力を
入れており、まちのあちこちで「11 ぴきのねこ」
に出会うことができます。

「11ぴきのねこ」

八戸
圏域
7市町の

おすすめの○○紹介します！

　水は温まりにくく冷めにくいという特徴があるため、気温が下がってもすぐに水道水の元になる河川の水温
が下がるわけではありません。気温がぐっと下がることのある秋ごろは、水道水の水温と気温の温度差が大き
くなり、ぬるく感じやすくなります（下記グラフ参照）。水質に異常が生じたものではありませんので安心して
ご利用ください。

問 水質管理課　TEL 0178-27-0312

8

12

16

20

24

9/1 9/8 9/15 9/22

℃ 9月の気温と水道水の水温

水道水の水温

日最低気温

　水道水の水温の方が、

気温よりも 10℃以上高く

なることがあるんだね！

温度差
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このコーナーは、広報編集員
 　出町 明美  が担当しました。

日常にほっとする豊かな時間を日常にほっとする豊かな時間を
　　　　　　　　　　～南部町の自家焙煎コーヒー店～～南部町の自家焙煎コーヒー店～

水紋水紋水紋

　日本茶などでも「水」にこだわる方は多いと思い
ますが、意外にも、佐野さんは「普通に水道水でい
いんですよ」と。仕事柄、海外へ行く機会も多かっ
たそうですが「蛇口から水が飲めるなんて日本の技
術は凄いと思います。水道水で十分。豆が良いもの

　佐野さんのコーヒーとの関わりは、大学卒業後、
青年海外協力隊の任務を終えて中米・グアテマラか
ら帰国し、都内の老舗コーヒー店「カフェ・バッハ」
の社長に出会ったことから始まります。
　社長の社員(人)を大切に育てることや、プロとし
ての自覚や誇りを持つという考えに感銘を受け同店
に就職。12年間、コーヒー豆の焙煎や、コーヒーに
合う洋菓子の原料調達から開発まで携わりました。
そして故郷の田子町へ戻り自家焙煎コーヒー店を開
店することになります。

　美味しいコーヒーとなるためには、まずは良い生
豆を仕入れ、悪い豆をはじくハンドピックを必ず行
うこと。次に、焙煎。データに基づく管理が重要。
気温や湿度、最後は色と香りで判断する。そして、3
つ目は焙煎後の管理。保管場所や保管期間を管理し
て、その期間を過ぎたら販売しないという基準を決
めて提供していらっしゃいます。
　そして何よりも、「自分の心身が健康でなければ、
しっかりした焙煎ができません」といいます。

で、適切な淹れ方をすれば美味しくなります」とおっ
しゃっていました。

banana muffin

coffee

良いコーヒー豆をお届けするために

コーヒーを淹れる時の水は

　多くの方が、自宅で過ごす機会も増えました。　
「コーヒーでほっとする豊かな時間を過ごしていただ
きたい」からと、お客様に豆と一緒に美味しい淹れ
方リーフレットをお渡ししているそうです。
　その中には「皆さまの日常にゆたかさと癒しの時
間がもたらされ、自分軸で過ごせますように」という
言葉が添えてありました。

banana muffinbanana muffin

自家焙煎コーヒーとの出会い

管理された品質の良い豆が並ぶ店内

お店から見える名久井岳
佐野 友美 さん

　秋も深まる時期、美味しいコーヒーを味わいながら、いつもより豊かな時間を過ごしてみませんか。今回は、今年
5月、田子町から南部町に移転オープンした自家焙煎コーヒー店  「お菓子と自家焙煎コーヒー  ソカロ」オーナーの
佐野友美さんにコーヒーとの出会いなどを伺いました。※ソカロとはスペイン語で「町の中心にある広場」の意味。


