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水道料金が、年間 300 円割引きになります。特典１

通常は 2か月分のご請求ですが、分割して 1か月分ずつお支払いいただけます。特典２

圏域内で引越しをする場合は、電話による手続きのみで口座振替が継続できます。特典３

水道料金のお支払いは便利でお得な口
・・・・

座振替をご利用ください！水道料金のお支払いは便利でお得な口
・・・・

座振替をご利用ください！

※ ご利用には「水道料金分割徴収申出書」の提出が必要です。

詳しくは、ホームページをご覧になるか、料金課 (0178-70-7010) までお問い合わせください。

企業団ホームページからお申し込みください。

お引越しのご連絡はお早めに

お引越しなどで、水道の使用を止めるときや、始めるときは事前に申し込みが必要です。
立ち会いが必要となる場合もありますので、お早めにご連絡ください。

0178 - 70 - 7010 (料金課)

お客さまへのお願い

・  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
　をしてください。なお給湯器などの水抜き方法
　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。イ
　ンターネットでも申し込みができますのでご利
　用ください。

※ お電話の際、口座番号等を確認させていただきます。

電話で申し込む インターネットで申し込む

引越し日の2か月前 ～ 5営業日前まで

   申し込みページ

▲ 企業団ホームページのこちらの
　 バナーから申し込みページへ

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
　水道を使わなくなる日、または使い始める日

https://www.water-supply.hachinohe.aomori.jp

　下記の休日は、庁舎は閉庁していま
すが、電話による使用の中止・開始の
受付を特別に行います。

3 月 19 日 ( 土 )    3 月 26 日 ( 土 )
3 月 27 日 ( 日 )    4 月   2 日 ( 土 )

特別受付日　
3～4月の

8：15 ～ 17：00

平日（月～金）    8：15 ～ 17：00

受付時間

ご連絡いただく事項

受付期間

までご連絡ください。

電話か

インターネットで

申し込み！申し込み！申し込み！
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0178 -27-0312
   （水質管理課）

・   水質検査結果
・   水質検査計画
・   水安全計画

・水道水の水質のこと
　（におい・味など）

TEL

HP

有料広告

※ 土・日・祝日・年末年始（12/29 ～ 1/3）はお休みです。
営業時間　平日　8：15 ～ 17：00

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

水道に関する
　　お問い合わせ・ご相談はこちらまで

・   水道料金のお支払い方法
・   料金の計算方法
・   料金の特例制度
・   各種サービス
・   漏水量の軽減

0178 -70-7010
         （料金課）

TEL

HP

・使用開始・中止
・水道料金のこと

0178 -70-7050
       （工務課）

・   水道工事のお知らせ
　工事場所、期間、
　施工予定時間など

・水道管の工事のこと

※  ホームページに掲載されている工事以外
  　にも、突発的な事故等による緊急工事な
　  どを実施している場合があります。

TEL

HP

0178 -70-7042
      （給水装置課）

・   給水装置の管理・修理

・ご家庭の給水装置の
     新設・改造・撤去
    （蛇口・宅内の水道管）

・  エコキュート等を設置
     するときの水系確認

TEL

HP

　お客さまから直接、企業団の「指
定給水装置工事事業者」に修理等を
依頼してください。

　　修理等の費用は、お客さまのご負担と
なります。見積もりをとり、契約前に事
業者から十分な説明を受けてください。

ご注意ください！

・凍結したとき

・   指定給水装置工事事業者一覧HP

0178 -70-7040
        （配水課）

・道路漏水を発見した
    とき

・水圧や濁りについて

※  道路漏水についての関連記事を4ページに
　  掲載しています。

・   水質 Q ＆ A
       赤茶色の水が出る
       白い水が出る

TEL

HP

TEL：お問い合わせ先電話番号 HP ：企業団ホームページに掲載している情報

土・日・祝日・年末年始（12/29 ～ 1/3）はお休みです。

：企業団ホームページに掲載している情報

企業団ホームページに

掲載している情報も

ご紹介します。

掲載している情報も掲載している情報も

・建物の中で漏水した
    とき (屋外栓を含む)

・   修理・凍結解氷作業対応事業
      者一覧

・   給水装置個人情報の閲覧に
          ついて

・   水質 Q ＆ A
      においがついた水が出る
　（ 灯油臭・薬品臭など ）
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広報編集員コーナー 地域の水道管の健康管理は住民の一報から
広報編集員： 三浦 直美

自信をもって特定するには 4～ 5 年は要するそう
です。最終確認はいまもなお人の手、職人の技が必
要なのです。
　漏水は目に見えるものだけではなく、地下で延々
と漏れ続けるケースもあります。「最近水道の出が
悪い」という相談から漏水発見に繋がったことや、
長年湧水と勘違いし見逃されていたことも…。住民
の通報による漏水発見はとても多いそうですので
「もしや」と思ったら配水課へご連絡を。

コーナー

　企業団では水の安定供給を図るため、24 時間体
制で配水量を監視し、地域ごとの漏水調査等で漏水
の早期発見に努めているそうです。
　漏水調査の基本は「漏水探知器」を使って自分の
耳で漏水音を聴き、漏水箇所を特定する「路面音聴
調査」。軽微な漏水の小さな音でも、自動販売機や
下水道などの音の中から聴き分けます。時には雑音
が少ない深夜に歩きながら探知することも。担当し
て半年で何となく「音」の感覚が掴めるようになり、 地域住民の情報を頼りに漏水を発見

企業団が修理する水道管の漏水は、どのくらいある？
疑問・質問

コーナーコーナー

地域の水道管の健康管理は住民の一報から
安定した水道水を供給するしくみ

経験を積み、漏水音を聴き分ける

ここの道路から
いつも水が流れて
いるような…

１年間の漏水修理件数は？

　企業団では、メーターから道路側の漏水の一部
と道路漏水の修理を行っています。令和２年度
には、211 件の漏水を修理しました。20 年前の
漏水修理件数は年間 700 件以上でしたが、耐震
管の採用や古くなった水道管の交換、配水コント
ロール、定期的な漏水調査の実施等により、漏水
件数が減っています。

　雨も降っていないのにいつも水たまりがある、
舗装の切れ目から水が湧いている、側溝にきれい
な水が常時流れ込んでいるなど様々なケースがあ
ります。漏水を放置すると道路陥没など二次災害
を招く恐れがありますので、早期発見にご協力を
お願いします。

漏水場所の見分け方は？

《 漏水場所による修理対応の違い》

水道メーター

宅地道路

配水管
給水管

お客さまのご負担で修理して
いただきます。

問 配水課 TEL 0178-70-7040

企業団で修理しますが、一部お客
さまの負担となる場合があります。企業団が修理します。
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企業団の給水区域

安心して水道水を利用していただくために

問 水質管理課 TEL 0178-27-0312

ある一日の仕事の流れ

水質に関する情報は、 企業団ホームページで公表しています。

　企業団ではお客さまが安心して水道水を利用できるよう、水道法に定める水質検査だけでな
く、水道水源や浄水場で監視すべき項目について、きめ細かな水質検査を行っています。
　水質検査・調査は、一部項目を除いて、試料の採取・運搬から測定まで全て水質管理課で実施
しています。

主な水質検査・調査内容

今日は定期水質検査の採水日
　必要な道具を持ち、2 人一組で出発！

一度に20本以上の容器に採水する地点も

検査結果が出るまで数日かかる項目も

水質Q＆A

決められた作業
手順にしたがって
検査します。

測定する項目によって、
採水容器の洗浄方法や
素材が異なります。

水質検査結果

・ 色がついた水が出る

・ 異物が出る

・ においがついた水が出る

・ 定期水質検査結果

　　水質基準項目

　　水質管理目標設定項目等

八戸市庁の情報提供

コーナーにもあります。

　お客さまから寄せられた水

質に関するご質問のうち、 主

なものを掲載しています。

水質Ｑ＆Ａ

 圏域内の蛇口等の水質検査

結果を掲載しています。

②水源における水質監視

③水道水質に関する調査

①水道法に基づく水質検査

　水道水源である馬淵川と新井田川、蟹沢水源、三島
水源の水質検査を定期的に行い、水源水質の変動を把
握して適切な浄水処理に反映させています。

　川の上流域にあるダム調査や浄水処理に関する試
験、農薬類調査、ダイオキシン類調査などを行ってい
ます。

④その他の試験・検査
　水道用薬品の品質確認試験、水道水の問い合わせに
関する水質検査などを行っています。

水質基準項目等検査地点
（蛇口17か所） おいらせ町六戸町

五戸町

八戸市
階上町南部町

三戸町

　水質基準に適合していることを確認するために、
定期的な水質検査が義務付けられています。
　企業団では、より安全性を確認するため、企業団
が独自に行う項目も検査しています。

～水源から蛇口までの水質管理～

検査結果を確認して終了です。

企業団へ戻り、水質検査を開始
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人事行政の運営状況
問 総務課  人事研修グループ
TEL 0178-70-7021

２.人事評価の状況

 (1) 職員数の状況 (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29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年

職員数 154 人 155 人 155 人 155 人 155 人
対前年増減数 1人 1人 － － －

※ 職員数は、一般職 ( 常勤の職員 ) に属する職員数です。

　令和 3年 3 月には 6名の退職者（定年退職 1名、再任
用任期満了5名 )があり、 4 月には 6名の採用者（新規採用
3名、再任用 3名）がありました。

　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、職員の意欲、能力及び勤務の実績等
を評価することにより、その結果を昇給や勤勉手当へ
反映させています。

（令和 3年 4月 1日現在）

３.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)
令和 2年度 7,434,253 千円 1,047,738 千円 890,211 千円 12.0％

区分 期末手当支給割合 勤勉手当支給割合
令和 2年度 年間 2.45 月分 年間 1.8 月分

総費用は、損益勘定
による費用です。

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 期末・勤勉手当 その他の手当 計

令和 2年度 161 人 572,787 千円 216,129 千円 101,295 千円 890,211 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
306,553 円 337,475 円 41.1 歳

※ 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、令和 3年 3月 31 日の人数（会計
　年度任用職員を含む。）です。その他の手当
　には児童手当、退職引当金は含みません。

(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。

６.退職管理の状況

　令和3年3月31日付け定年退職者1名は、企業団で再
任用されました。

７.研修の状況 ８.福祉の状況

　企業団では、技術継承や人材育成のため、内部研修
や外部研修、国の機関などへの長期派遣研修、先進都
市への短期派遣研修、他事業体との相互研修など、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年
に1回行い、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。

 (2) 職員のその他の勤務条件の状況 (3) 職員の休業の状況
　休暇の種類は、年次有給休暇、夏季休暇、結婚休暇
のほか、産前・産後休暇や育児参加休暇、子の看護休
暇、短期介護休暇などがあります。

令和 2年度は、育児休業者は女性職員 2名でした。

４.勤務時間その他の勤務条件の状況

 (1) 職員の勤務時間の状況

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

５.分限及び懲戒処分の状況（令和元年度）

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

人事行政に関する情報は、
企業団ホームページで
ご覧いただけます。

１.職員数及び職員の任免に関する状況
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おいらせ町の

問 おいらせ町 農林水産課    TEL 0178-56-4279

 詳しくは、ホームページの応募要項をご覧になるか、総務課広報文書グループ ( 0178-70-7022 ) までお問い合わせください。  

■テーマ　　『水のある生活・風景』（海は除く）

■応募方法
写真の裏に『応募票』を貼り、 

企業団へ郵送または持参してくだ
さい。メールでの応募方法は、ホー
ムページの応募要項でご確認くだ
さい。

■サイズ　　六切、ワイド六切、Ａ４

応募要項・応募票

令和 4年 5月 13日（金）必着

水のある生活・風景
　　  フォトコンテスト

■応募方法
作品の裏に次の事項を記入する

か『応募票』を貼り、企業団へ郵
送または持参してください。

※ 学校単位でのご応募の場合は、応募者の一覧表を
　 提出してください。

■テーマ　　『水』（水、水環境、水道に関すること）

■サイズ　    四つ切画用紙によるポスター
　　　　　　  （低学年は図画も可）

応募要項・応募票
応募者一覧表

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

水に関する
  ポスターコンクール

小学生
応募資格

（八戸市、三戸町、五戸町、
階上町、南部町、
六戸町、おいらせ町）

水に関する作品を募集します！

どなたでも
応募できます

〒039-1112

※ 「八戸水物語」：500mlペットボトル水(12本入1箱）
※ 当選者は、発送をもって発表 とさせていただきます。

このページで、水に関する作品を募集しています。
 A～Ｃのうち、募集していないのはどれでしょう？

クイズに答えて応募しよう！
抽選で30  名さまに「八戸水物語」をプレゼント！

ハガキに右図の内容を
記入し、宛先まで郵送
してください。

令和4年3月11日（金）
応募方法 ① 郵便番号・住所

② 氏名・年代
③ 電話番号
④ クイズの答え

⑤ 広報紙に掲載して
　 ほしい内容

宛先
八戸市南白山台一丁目11-1
総務課 広報文書グループ

消印有効応募締切

A フォト B ポスター C 俳句おいらせ町の
「黒ホッキ貝」

おおおおおおおおおおおおおおおららららららららららららほほほほほほほほほほほほののののののののの〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇らららおおおおおおおおおおおおららららららおおおららら のののののの〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

「黒ホッキ貝」

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
八戸
圏域
7市町の

おすすめの○○紹介します！

　おいらせ町沖では毎年 12 月から翌年 3月までの
4か月間だけホッキ貝漁が行われます。おいらせ町
沖で獲れるホッキ貝は、他の地域で獲れるホッキ貝
に比べ、貝の色が黒いことから「黒ホッキ貝」と呼
ばれています。
　お店などで見かけた時はぜひ、ご賞味ください。

広報紙の表紙に
なる場合も！

令和 3年度　作品展

（  A～Cのうち1つ  ）

　　　　　　　　　次回の「おらほの○○」もお楽しみに！

　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。

■募集締切

■募集締切 令和 4年 5月 20日（金）必着

※ お一人さま
　  1作品まで

　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

水
　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。
　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　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　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。
　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　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



8

              

広報紙「おらほの水」2022 年冬号 № 315 /  発行・編集 八戸圏域水道企業団総務課

〒 039-1112 青森県八戸市南白山台一丁目 11 番 1 号 / TEL 0178-70-7000 / https://www.water-supply.hachinohe.aomori.jp

このコーナーは、広報編集員
 　出町 明美 が担当しました。

アスリートから愛好家のスポーツライフを支えるアスリートから愛好家のスポーツライフを支える

　　　　　～元高校球児のスポーツドクター～　　　　　～元高校球児のスポーツドクター～
水紋水紋水紋

　スポーツ外来では、高校球児を治療することが多
いそうです。遠く親元を離れ、甲子園を夢見ながら
練習に励む彼らのけがの治療だけではなく、さまざ
まな悩みも聞きながら、少しでも早く復帰できる方
法を常に考え、夢の実現に向けてサポートをしてい
ます。

　ご自身は、県立八戸高校３年生のときにキャプテ
ンとして甲子園出場を果たした元高校球児。けがを
した際に、医師はなぜ「練習を休みなさい」としか
言わないのか不思議でならなかったことや、体調不
良で大一番に欠場した苦い経験がきっかけで医学部
を目指すようになったそうです。

　部活の顧問など、未経験で指導する立場となった
方には「専門家ではないからこそ指導者講習会で知
識を得て指導してほしい。」と前田先生。
　小学生の膝痛やけがの原因は、頑張りすぎ、やり
すぎのこともあります。やりすぎない、休む勇気を
持つ、自分の体をしっかりケアし、痛い時にはちゃ
んと病院に行くことを勧めています。
　前田先生は「病院は敷居が高いと思わず、さっと
気軽に来てもらいたい。部活に関わる大人がドク
ターを含む縦横の連携をとり、子供たちをしっかり
支えてほしい。」とおっしゃっていました。

  なぜ医師を目指したのか

  治療で気を付けていること

　技術的な面を指導するコーチやトレーナーが揃う
強豪校の選手にとっても、身体の不調について相談
できる先生の存在はとても大きいと思います。

　昨年の東京オリンピック・パラリンピック。57
年前と比較して大きく変化したのは、選手たちをサ
ポートする専門家が増えたことでしょうか。
　スポーツドクターは、私たちのライフラインを支
える電気やガス、そして水道のように、スポーツラ
イフを築く多世代の選手たちの大きな支えとなって
いると感じました。

野球に多いけがの解説や防止
する方法などを写真付きで掲載。

先生が野球に関わる方に薦める
「野球検診手帳」

（出版  弘前大学出版会）

小学生の選手には

野球に打ち込んだ
高校時代

スポーツ中の水分補給は、
スポーツドリンクのような

電解質を含む水分をしっかりと！

　八戸圏域には、甲子園出場を果たしている強豪校や四季を通じて活躍するプロのチームがたくさんあります。
　スポーツには「する」「みる」ことに加えて「支える」という大切な部分があります。今回は、多くのスポーツ
マンの心身を支える一人であるスポーツドクターの前田周吾先生(青森労災病院整形外科)にお話を伺いました。

スポーツ中の水分補給は、
スポーツドリンクのような

電解質を含む水分をしっかりと！

電解質を含む水分をしっかりと！

前田 周吾 先生
   青森労災病院整形外科
  スポーツ専門外来担当医  




