
「おらほの水」は、年 4回発行しています。
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資本的収支収益的収支

問 経営企画課 財政運営グループ  TEL  0178-70-7032

主な事業

令和４年度 令和４年度  事業のあらまし事業のあらまし
～地域の水を守るため進化し続ける八戸圏域水道～

支出
85億2千万円

水道料金水道料金
78.7 億円78.7 億円

その他の収入
4.2 億円

その他の収入

長
ちょうきまえうけきんれいにゅう

期前受金戻入
8.9 億円

人件費人件費
10.7 億円

借入金の利息
1.6 億円

減価償却費など減価償却費など
34.7 億円34.7 億円

収支差引
（純利益）
6.6 億円

建設改良費建設改良費
42.2 億円42.2 億円

借入金の
元金返済
9.7 億円

国庫補助金など
7.5 億円

収支差引
（不足額）
36.1 億円

修繕費などの修繕費などの
維持管理費維持管理費
38.2 億円38.2 億円

国庫補助金など

白山浄水場配水本管更新工事

借入金の利息

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

　令和4年度は人口減少などに伴う使用水量の減少により、水道料金の減収が見込まれていますが、
令和元年度から10年間の事業計画である「第４次水道事業総合計画」に基づき、老朽化した水道管
や施設の更新、耐震化を計画的に実施し、安全でおいしい水道水を安定的に供給する体制を引き続
き強化していきます。
　また、圏域水道の将来にわたる健全経営を維持していくため、より一層の効率化を行い経営の健全
化に努めていきます。

■ 水道管の布設及び更新（約 12㎞）
■ 馬淵川系導水管更新工事
■ 蟹沢配水幹線更新工事
■ 白山浄水場配水本管及び流量計室更新工事
                                                           　　  

■ 新目時配水池築造工事
■ 南郷 1号配水塔耐震改修工事
■ 三島浄水場電気・機械設備更新及び整備工事

翌年度以降の不足分に
補てんされます。

借入金 
8.3 億円

その他の収入

元金返済

●金額は、消費税込みです。

10.7 億円10.7 億円 8.3 億円

収入
91億8千万円

収入
15億8千万円

支出
51億9千万円

〈水道水を作り、届けるための収支 〉  〈施設を建設・更新するための収支 〉

令和４年度　予算収支状況

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す。

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）
で補てんします。

建設改良（施設整備）のために積み立てます。

断水せずに工事ができる工法を採用しています！

（H29  ～  R5 年度継続事業）

（R1     ～  R5 年度継続事業）

（H30  ～  R4 年度継続事業）

（R2     ～  R4 年度継続事業）

（R3     ～  R4 年度継続事業）
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■ 調査方法：郵送　対象 1,500 世帯（圏域内の水道使用者から無作為抽出）   ■ 回収結果  回収率：48.0％（回答数：720 世帯）

メーター交換実施事業者

今年度の主な実施地区  【4月～ 12月】

八戸市八戸市

階上町階上町
南部町南部町

類家1～ 5丁目、南類家1～ 5丁目、青葉1～ 3丁目、
吹上1丁目、諏訪1～ 3丁目、大字新井田、新湊1～ 3
丁目、大字湊町、大字白銀町、白銀1～ 3丁目　など

字下長下タ、字観音堂、字沢向、地蔵岱、二本柳、苗代沢、
大字浅水、大字扇田、大字豊間内、大字上市川　など

大字剣吉、大字虎渡、大字大向、大字片岸、大字斗賀、
大字麦沢　など大字赤保内、大字鳥屋部、大字金山沢　など 

五戸町五戸町

大字梅内、大字泉山、大字川守田、久慈町　など
三戸町三戸町

小松ヶ丘1～ 6丁目、大字犬落瀬、大字折茂、大字
上吉田、大字下吉田　など

六戸町六戸町

  西浦水道建設工業㈱   ㈱壬生設備   ㈱階上設備工業  ㈱階上設備工業   ㈲田畑設備工業   橋本電気工業㈱
  ㈲類政設備工務店   ㈲八戸管工業   環境設備開発㈱   ㈲松本水道   ㈲サンセツ工業
  ㈱サカモトアクエア   ㈱朝日設備   ㈱開成建設   ㈲日研設備   ㈲水幸設備工業
  ㈱テクノワーク   ㈲山水設備   ㈲創水舎   ㈲小野寺水道設備工業   ㈱宮本農機
  ㈲浪岡設備工業所   アクア設備㈱   ㈱根城グリーン建設   ㈱川村土木   工藤建設工業㈱
  青葉水道サ－ビス㈲   ㈲マルユ佐藤設備工業   ㈱アラヤ   不二興管工業㈱   ㈲北桜水道建設
  ㈱北奥設備   ㈱三久工業   ㈱葵工業   石亀燃料㈱   八戸工事㈱

水道メーターを交換します 問 給水装置課 
TEL 0178-70-7042

※ メーター交換実施事業者は、今年度のメーター交換工事を受注した㈿八戸管工事協会の組合員（指定給水装置工事事業者）です。

企業団では、水道メーターを7年に1度、地区ごとに交換しています。
　メーターの交換は、下表のメーター交換実施事業者が、身分証を携帯し腕章をつけて、
お客さま宅に訪問し、無料で行います。また、交換の日時は、メーター交換実施事業者
が事前にお知らせします。ご理解とご協力をお願いします。

　企業団では、お客さまの水道についての認識や関心、満足度などを把握するため「水道事業に関する
アンケート調査」を実施しました。ご協力いただきありがとうございました。
　アンケートの結果は、企業団ホームページで詳しくお知らせしています。

水道アンケート調査の結果水道アンケート調査の結果水道アンケート調査の結果
問 総務課 広報文書グループ
TEL 0178-70-7022

令和3年度

「老朽化した水道管の更新による
断水等の防止」が、前回調査より
5.9 ポイント増加しました。

2.6 ％

3.3％

6.8％

13.0 ％

3.2 ％

48.8％

65.3 ％

89.4 ％

67.6 ％

安全でおいしい水の供給

老朽化した水道管の更新による断水等の防止

地震や災害に強い水道施設づくり

できる限り安い料金の設定

窓口サービスの充実

情報提供サービスの充実

経費の節減など経営の効率化

環境に配慮した事業経営

利用者に親しみやすい水道づくり

《選択項目》 《選択したお客さまの割合》
（有効回答者数：691）

調査実施

問　今後の水道事業に関して重要であると思われる項目を次の中から三つ選んでください。
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売市・城下・沼館・内丸・市街地地区等
㈲舘下設備 0178-24-5700 八戸市売市一丁目
東復建設㈱ 0178-43-2353 八戸市売市右水門下
八戸燃料㈱ 0178-43-1151 八戸市城下一丁目
環境設備開発㈱ 0178-46-3456 八戸市城下三丁目
エネオスグローブエナジー㈱ 0178-43-4621 八戸市城下三丁目
㈱北奥設備 0178-45-7011 八戸市城下四丁目
㈱清掃センター 0178-43-1829 八戸市城下四丁目
西浦水道建設工業㈱ 0178-22-5167 八戸市沼館一丁目
㈲浪岡設備工業所 0178-43-3024 八戸市沼館一丁目
アクア設備㈱ 0178-72-1500 八戸市沼館一丁目
㈲西浦メンテサービス 0178-22-5218 八戸市沼館一丁目
根城・田面木・八幡・櫛引・沢里・白山台地区等

㈲住まいの便利や 0178-44-2303 八戸市根城一丁目
㈱若本住設 0178-72-5657 八戸市根城一丁目
㈲日建設備 0178-45-8889 八戸市根城六丁目
㈱テックサービス 0178-72-1541 八戸市根城西ノ沢
八戸工事㈱ 0178-27-3568 八戸市田面木神明沢
㈱テクノワーク 0178-23-5400 八戸市田面木長者森
三旺調機㈱ 0178-27-2911 八戸市八幡下前田
自在八カンパニー㈱ 0178-20-8410 八戸市八幡下前田
ナカゼン設備 080-6036-7876 八戸市櫛引烏沢
田中設備工業 0178-32-0276 八戸市沢里鹿島沢
㈱創業 0178-27-6151 八戸市北白山台四丁目
㈱三久工業 0178-27-6333 八戸市北白山台四丁目
ファインホームズ㈱ 0178-27-7000 八戸市西白山台三丁目
㈱根城グリーン建設 0178-27-6733 八戸市西白山台六丁目

柏崎・江陽・小中野地区等
㈲八戸管工業 0178-43-3948 八戸市江陽五丁目
㈱サカモトアクエア 0178-71-2500 八戸市小中野二丁目
㈱リプラス 0178-38-9373 八戸市小中野八丁目

諏訪・青葉・類家・南類家地区等
㈲名章建設工業 0178-47-5211 八戸市諏訪三丁目
アストモスリテイリング㈱ 0178-44-5500 八戸市青葉二丁目
協同組合　八戸管工事協会 0178-44-2433 八戸市青葉三丁目
㈲オトキタ設備 0178-73-1750 八戸市類家一丁目
㈲類家住設サービス 0178-45-5899 八戸市類家二丁目
青葉水道サービス㈲ 0178-43-4726 八戸市類家三丁目
㈲八戸水洗サービス 0178-43-5155 八戸市類家四丁目
LIKE BASE 090-9632-5683 八戸市類家五丁目

長者・糠塚・吹上・中居林・田向地区等
㈲類政設備工務店 0178-45-8221 八戸市長者三丁目
㈲山水設備 0178-24-2585 八戸市糠塚小沢
八戸水源社 0178-71-8188 八戸市糠塚小沢
㈱サダテ 0178-38-7022 八戸市糠塚大開
㈲マルユ佐藤設備工業 0178-45-6401 八戸市吹上二丁目
㈲創水舎 0178-22-9944 八戸市吹上二丁目
㈲板垣燃料店 0178-24-5241 八戸市吹上五丁目

長苗代・尻内・豊崎地区等
㈱開成建設 0178-20-3224 八戸市長苗代蟇河原
㈱プライムテック 0178-20-0948 八戸市長苗代下碇田
㈱ライフスタイルカンパニー 0178-28-8082 八戸市長苗代二丁目
㈲赤坂システム 0178-27-4255 八戸市尻内町内田
㈲上茂興業 0178-27-1014 八戸市尻内町直田堰
シティーメンテ合同会社 0178-38-8851 八戸市尻内町鴨田
東北水道設備工業㈱ 0178-27-6114 八戸市尻内町尻内河原
八戸液化ガス㈱ 0178-28-2111 八戸市卸センター二丁目

湊・白銀・鮫・大久保・美保野・金浜地区等
㈱沢崎建設興業 0178-34-5580 八戸市湊町縄張
㈱七洋 0178-33-7740 八戸市新湊三丁目
㈲三島設備興業 0178-34-0030 八戸市白銀四丁目
佐々木システム 0178-33-4961 八戸市白銀四丁目
田村設備 0178-34-2130 八戸市白銀町栗沢道
㈱水住 0178-79-7344 八戸市白銀町小沼
清水設備工業 0178-33-7312 八戸市白銀町佐部長根
㈱佐幸建設 0178-33-0781 八戸市鮫町金屎
ウォーター設計 0178-51-8650 八戸市鮫町上盲久保
明堂設備工業所 0178-34-1188 八戸市大久保下大久保
㈲清水住設 0178-35-5614 八戸市大久保大山
㈱ミツケ工業 0178-32-4835 八戸市大久保町畑西ノ平
㈱三興水道サービス 0178-32-1370 八戸市桜ケ丘三丁目

市川・河原木・下長・石堂・豊洲地区等
㈱葵工業 0178-52-2688 八戸市市川町菅谷地
友住技研工業㈱ 0178-80-7535 八戸市市川町古館
㈲伊藤設備 0178-29-1311 八戸市市川町桔梗野上
マルタシステム 0178-28-6839 八戸市河原木二階堀
㈲米内口建設 0178-20-6005 八戸市下長五丁目
㈲戸来興業 0178-28-3677 八戸市下長八丁目
㈱伊藤建設工業 0178-29-1081 八戸市石堂二丁目
㈱朝日設備 0178-28-9275 八戸市石堂三丁目
奥羽クリーンテクノロジー㈱ 0178-44-1061 八戸市豊洲三丁目

是川・石手洗・十日市・新井田・妙地区等
㈱天幸住設 0178-96-1386 八戸市是川二丁目
水工房　ナカスイ 0178-96-5414 八戸市是川内野場
㈱壬生設備 0178-71-8668 八戸市是川小峠
光水道設備 0178-96-4846 八戸市是川小峠
住宅設備　さいとう 0178-96-1502 八戸市石手洗泉筋
㈱平設備 0178-30-1092 八戸市新井田西一丁目
㈲ダイコー住宅設備 0178-25-2700 八戸市新井田西三丁目
㈲エイユーテック 0178-25-1886 八戸市新井田小久保尻
㈱階上設備工業 0178-25-0258 八戸市妙花生
㈲熊野製作所 0178-25-0175 八戸市妙花生
佐々木住設 0178-79-6790 八戸市旭ヶ丘三丁目

南郷地区
菊地設備 0178-82-2352 八戸市南郷市野沢山陣屋

㈲北桜水道建設 0178-82-2106 八戸市南郷中野大久保山中

山﨑工業 0178-82-3565 八戸市南郷市野沢田ノ沢

令和4年4月1日現在

指定給水装置工事事業者一覧 問 給水装置課
TEL 0178-70-7042

水道の新設や改造、撤去などの工事は、下記の企業団指定の工事事業者に依頼してください。

八戸市

※ 最新の指定給水装置工事事業者の一覧は、企業団 ホームページでご確認ください。
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階上町
㈱中村設備 0178-88-5643 階上町蒼前東四丁目
小松設備 0178-88-5667 階上町道仏天当平
エムズ環境システム 0178-88-1941 階上町道仏耳ケ吠
㈱アラヤ 0178-89-2752 階上町道仏榊山
㈱サンシステムライン 0178-88-6817 階上町角柄折石鉢

南部町
宮川工業㈱ 0179-34-2368 南部町沖田面南古館
㈱松本工務店 0178-76-2623 南部町上名久井外ノ沢
㈱宮本農機 0178-75-1024 南部町剣吉大坊
㈱夏堀組 0178-84-2012 南部町苫米地白山堂
工藤建設工業㈱　 0178-84-4088 南部町埖渡東あかね

三戸町
㈲水幸設備工業 0179-22-1748 三戸町梅内桐萩
㈲サンセツ工業 0179-22-3141 三戸町川守田菖蒲沢
㈱サンガス 0179-22-2661 三戸町川守田町
越後住設サービス 0179-23-3404 三戸町在府小路
ウトウ㈱ 0179-22-2165 三戸町同心町同心町平
㈱ハナマル水道設備 0179-23-0607 三戸町同心町金堀
石亀燃料㈱ 0179-22-2218 三戸町二日町

おいらせ町
成田組 0178-56-3738 おいらせ町阿光坊
久保田設備 0176-57-3623 おいらせ町鶉久保
㈱成田総合設備 0178-56-4563 おいらせ町向山東三丁目

㈲松本水道 0178-52-2375 おいらせ町苗振谷地
不二興管工業㈱ 0178-56-3231 おいらせ町中下田
㈲田畑設備工業 0178-52-2898 おいらせ町深沢一丁目
大嶋でんき 0176-57-2875 おいらせ町若葉七丁目

六戸町
下田水道設備 0176-55-3235 六戸町犬落瀬七百
㈲日研設備 0176-55-4752 六戸町犬落瀬長漕
㈲小野寺水道設備工業 0176-55-4789 六戸町犬落瀬前谷地
川尻商会 0176-55-3918 六戸町犬落瀬森田
㈲吉田設備 0176-55-2516 六戸町折茂大道

五戸町
㈲小泉商会 0178-67-2222 五戸町浅水浅水
㈲カネタケ 0178-62-5225 五戸町川原町裏
㈲クリエ八戸 0178-62-6577 五戸町切谷内明夫沢
ルイケ設備 0178-68-2334 五戸町切谷内中菖蒲川
( 合資 ) 鳥金商店 0178-62-2171 五戸町下大町
ひかり設備㈱ 0178-62-6969 五戸町塚無岱
㈱大西組 0178-62-2261 五戸町豊間内地蔵平
㈱東北産業 0178-61-1100 五戸町豊間内地蔵平
㈲城下住設 0178-62-3256 五戸町観音堂
㈱川村土木 0178-62-2543 五戸町古舘下川原
㈲三貞 0178-23-5023 五戸町豊間内豊間内
㈱オータ水道 0178-62-5033 五戸町狐森北

八戸圏域以外の県内
㈱協和 017-739-7579 青森市荒川柴田
相互建設工業㈱ 017-781-3564 青森市三内丸山
井尻住設 017-781-8956 青森市富田四丁目
㈱村下建設工業 0178-78-3311 新郷村戸来金ヶ沢尻
橋本電気工業㈱ 0179-32-2126 田子町田子天神堂向
( 同 ) 橋住建設工業 0176-58-2722 東北町上野北谷地
㈲三共設備工業 0176-56-5307 東北町上野軍事屋敷
ササキ石油販売㈱ 0176-72-2037 十和田市奥瀬小沢口
㈱上坂水道工業 0176-23-1205 十和田市三本木西金崎
中沢水道設備工業㈱ 0176-22-3695 十和田市三本木西金崎
白浜水道㈱ 0176-23-7164 十和田市三本木本金崎
㈲佐野水道設備 0176-23-3603 十和田市三本木稲吉
中正設備 0176-22-6209 十和田市三本木西小稲
管設備工業㈱ 0176-23-4887 十和田市西一番町
十和田水道設備㈱ 0176-23-0002 十和田市西三番町
㈱ PlanB 0176-25-6549 十和田市西十四番町
友住設備工業㈱ 0176-23-1748 十和田市東十六番町
東陽工業㈱ 0176-53-3914 十和田市赤沼下平
㈲村中水道設備 0176-72-2652 十和田市法量大筋
㈱中由設備 0176-58-0733 十和田市東二十四番町
㈱成田設備 0176-23-1176 十和田市穂並町
㈱テクノユー 0176-22-4330 十和田市東二十一番町
㈱三浦設備工業 0176-23-5398 十和田市穂並町
桜田設備工業㈱ 0176-23-3889 十和田市元町西一丁目
㈲県南設備工業 0176-22-6204 十和田市元町西三丁目
㈱東青設備工業 017-755-5553 平内町小湊下槻
㈱北斗住機 017-755-3779 平内町小湊新道
㈲大栄設備 0176-52-5259 三沢市犬落瀬古間木
㈲宮古設備工業 0176-57-2477 三沢市春日台三丁目
㈲西舘設備工業 0176-57-4355 三沢市東町四丁目
㈲中野設備 0176-54-2024 三沢市三川目二丁目
㈲共同設備工業 0176-54-4722 三沢市南山二丁目
㈲三沢管工事 0176-50-7207 三沢市三沢中平
㈲丸勝工業 0176-58-7061 三沢市三沢堀口
㈲田中水道工業所 0176-53-5953 三沢市南山三丁目
アール住設 0172-55-0583 藤崎町小畑福元
㈲清水バーナー設備 0175-78-2063 横浜町横浜
㈱アキラ工業 0175-74-3178 六ヶ所村倉内笹崎
㈱浅工務店 0175-74-2111 六ケ所村倉内笹崎

県外
南部電化チェーン九戸店 0195-42-3942 岩手県九戸郡九戸村伊保内
㈱耒迎建設 0195-46-2920 岩手県九戸郡軽米町軽米
工藤金物㈱ 0195-46-2419 岩手県九戸郡軽米町軽米
㈱共進設備 0194-53-4733 岩手県久慈市湊町
㈱菅文 0195-23-5115 岩手県二戸市堀野
㈱丸竹興業 0195-23-7751 岩手県二戸市米沢
二戸ガス㈱ 0195-23-4155 岩手県二戸市仁左平
サンライフ 0194-77-2758 岩手県九戸郡洋野町大野

㈱カンキョウ 0194-65-2860 岩手県九戸郡洋野町種市

栄進産業㈱ 019-681-6181 岩手県滝沢市根堀坂
㈱イースマイル 06-7739-2500 大阪府大阪市中央区
㈱オアシスソリューション 022-304-5625 宮城県仙台市太白区
㈱クラシアン 0120-500-500 神奈川県横浜市港北区
㈱アクアライン 082-502-6644 広島県広島市中区
水道ワークス 0120-900-832 秋田県秋田市新屋南浜町

㈱タカギ 093-962-0941 福岡県北九州市小倉南区

・工事費用は工事事業者によって異なります。
・数社から見積もりを取ってみましょう。

水道工事は指定給水装置工事事業者へ

・この表は、市町別に掲載していますが、
   どの地域の工事事業者でも依頼できます。
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毎日検査 水質基準項目
（ 51項目 ）検査 企業団独自の検査 臨時の検査

検査回数 1 日１回 年 4 -12 回 年 4 -12 回 随時

検査地点 各配水系統の蛇口
水質自動計器

各配水系統の蛇口、
配水池、原水

各配水系統の蛇口、
配水池、原水

異常発生箇所
（水源、浄水過程など）

項目 色、濁り、
 消毒の効果

一般細菌、大腸菌、
金属類、消毒副生成
物、味、臭気など

農薬類、金属類など 異常を示した項目、
その関連項目

問 水質管理課   TEL 0178-27-0312

お詫びと訂正 　おらほの水2022年冬号の8ページ「水紋」の中でご紹介している野球検診手帳の情報に誤りがありました。正しくは
次の通りです。お詫びして訂正いたします。　【誤】 出版 弘前大学出版社  　【正】 出版 弘前大学出版会

　水道水を安心してお使いいただくために、水質検査は不可欠です。
水道水は浄水場で浄水処理され、配水管や配水池を通って蛇口まで運
ばれます。水質は絶えず変化するので、蛇口の水だけでなく、水道原
水や浄水処理工程、配水池の水も検査しています。　
　『水質検査計画』は、水質検査する地点と回数（頻度）、項目を決め
たものです。水質基準値の変更や農薬の流通状況などを反映させるた
め、毎年見直して策定します。

　水道法に定められた水質基準項目（51項目）に加えて、水質管理上必要な項目もあわせて検査を実
施します。検査の回数は、項目によってそれぞれ設定されています。

水質検査計画とは？

農薬類の測定

　企業団では、平成20年に水道GLP（Good Laboratory Practice優良
試験所規範）を取得し、2年毎に維持審査を受けて検査技術の向上
に努めています。
　また、国や県が実施する外部精度管理に参加し、検査精度の維持
に取り組んでいます。

　「　「 令和 4 年度 水質検査計画 」 を策定しまし令和 4 年度 水質検査計画 」 を策定しました！　「 令和 4 年度 水質検査計画 」 を策定しました！

八戸圏域水道企業団
令和４年度  水質検査計画

水質検査計画の概要

水質検査の信頼性保証

問 総務課 人事研修グループ  TEL 0178-70-7021

１．試験職種、受験資格及び試験日

令和４年度　職員採用試験案内令和４年度　職員採用試験案内

２．試験会場　八戸圏域水道企業団　本庁舎

試験日、申込方法等については、決まりしだい企業団ホームページ等でお知らせします。

試験職種 職務内容 採用予定人数 受験資格 試験日

大学卒 設備 設備関係
技術業務 1名程度

平成7年4月2日以降に出生し、大学で機械技術または
電気技術に関する課程を履修し、卒業された方（令和
5年3月卒業見込みの方を含みます。）

10月頃を予定

　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。

水道GLPとは
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至 八太郎

サンデー

ローソン

八戸根城
八戸根城店

六丁目店

八戸根城店 青森日産自動車
根城店

根城 6丁目

至  平中　

根城 7丁目

至  馬場頭　

ゆりの木通り

340

水道工事のお知らせ水道工事のお知らせ

問 工務課  TEL  0178-70-7050

サンデー 八戸根城
八戸根城店

根城店

根城 6丁目

根城 7丁目

45

340
八戸㈱根城店

：  工事の区間

サンデー

ローソン

八戸根城
八戸根城店

六丁目店

八戸根城店 青森日産自動車
根城店

至  平中　

根城 7丁目

至  馬場頭　

ゆりの木通り

ちょうじゃの森ちょうじゃの森
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

アート引越センター
八戸支店

近物レックス㈱
八戸支店

出光
㈱東日本宇佐美東北支店
八戸産業道路給油所

至  内舟渡

Ｊ
Ｒ
八
戸
線

主要地方道八戸百石線主要地方道八戸百石線

盛運輸㈱

口径口径500 500 mmのmmの耐震管耐震管をを入入れるれる工事工事

口径 口径 400 400 mmのmmの耐震管耐震管をを入入れるれる工事工事

口径口径 300  300 mmのmmの耐震管耐震管をを入入れるれる工事工事

薄場皮膚科医院

セブンイレブン
柏崎１丁目店

　水道管の取替工事にともない、交通規制が行われます。下図の区間は口径の大きな管の工事のため、
特に交通の混雑が予想されます。
　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。

場所：八戸市長者一丁目～
　　　大字糠塚字古常線下 約190ｍ
規制：車線減少（一部夜間規制あり）
期間：令和4年9月から令和5年3月(予定)

場所：八戸市大字十一日町～
　　　柏崎１丁目 約170ｍ
規制：車線減少（一部夜間規制あり）
期間：令和4年9月から令和5年3月(予定)

場所：八戸市長苗代四丁目～
　　　長苗代三丁目 約320ｍ
規制：車線減少（一部夜間規制あり）
期間：令和3年11月から令和4年10月(予定)

個人情報の開示状況
1．開示請求　　3件

行政文書の開示状況
 1．開示請求　   34 件

全部開示
部分開示
不開示
請求後取下げ 

令和３年度の行政文書及び個人情報の開示状況は次のとおりです。

 2．審査請求　      0 件

0 件
0 件31 件

  1 件
  6 件(うち不存在　3件）
  0 件

※ １件の開示請求に対して複数の開示決定等をしたものが あるため、請求と処理状況の合計は一致しません。

全部開示
部分開示
不開示
請求後取下げ

TEL 0178-70-7020

3．利用停止請求
4．審査請求

問 総務課 総務グループ

2 件
0 件
0 件
1 件

 2．訂正請求　　0 件

情報公開の状況

水道料金が、年間300円割引になります。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。
※ ご利用には「水道料金分割徴収申出書」の提出が必要です。

問 料金課 
TEL 0178-70-7010

※ 詳しくは、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。

水道料金のお支払いは便利でお得な水道料金のお支払いは便利でお得な口座振替口座振替をご利用ください！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！

　口座振替依頼書に記入のうえ、企業団の圏域内にある口座振替取扱い金融機関窓口に提出
してください。依頼書は、各金融機関窓口に備え付けてあります。

お申し込み方法

特典 2

口座振替の特典
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※ イベントについての情報は、企業団ホームページに掲載しています。

6  月19 日   (日)   1 回目（9時～） 、2 回目（13時 ～）2時間程度
八戸圏域水道企業団本庁舎・白山浄水場

八戸圏域の「水道」を楽しく学び、確認テストで理解をふかめよう。

応募者多数の場合は抽選応募者多数の場合は抽選

6  月1 日   (水) 13時   ～   6  月  7 日  (火) 13時
八戸ポータルミュージアム  はっち 3F  ギャラリー3
（八戸市三日町11-1  開館時間 9：00 ～ 21：00）

水道週間フォトコンテスト・ポスターコンクール入賞作品展

　「水のある生活・風景フォトコンテスト」と「水に関するポスター
コンクール」の入賞作品を中心に展示します。

楽しく学ぼう「水道」のこと！in  八戸圏域

開催日時

会　場

開催日時

会　場

各回25名程度募集人数
※ 当選の方には、電話でご連絡いたします。

白山浄水場、資材備蓄センター、研修センター

12  12  組 組     24 24 名（  2名1組  ）名（  2名1組  ） 応募者多数の場合は抽選応募者多数の場合は抽選

開催日時

見学場所

募集人数
※ 当選の方には、電話でご連絡いたします。

八戸圏域水道企業団 施設見学バスツアー

　バスに乗って水道施設を巡り、水道管に実際に触れたり、施設内を見学したり
するイベントです。

6  月26 日   (日) 　8時30分  ～ 12時

ペットボトルなど
プレゼント

※ 白山浄水場は、1F ホールでの説明となります。

※ 白山浄水場は、1F ホールでの説明となります。

第第6464回 回 水道週間水道週間
　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、３つのイベントを開催します。

スローガン 「大切な 水と一緒に 暮らす日々」スローガン 「大切な 水と一緒に 暮らす日々」

問 総務課 広報文書グループ   TEL 0178-70-7022
※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、予定を変更する場合は企業団ホームページでお知らせします。

・浄水場で学ぼう（水道水ができるまで）
・災害対策を学ぼう（地震に強い耐震管ってなに？）
・家庭の水道を学ぼう（給水装置ってなに？）

内　容

対象：小学生以上参参加加者者募募集集ののイイベベンントト
　ハガキに参加を希望するイベントの必要事項を記入し、
6月3日（金）までに下記の宛先へお送りください。

〒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 広報文書グループ

「バスツアー」参加希望

「バスツアー」必要事項

ペットボトルなど
プレゼント

締切   6/3（金）消印有効消印有効参加費無料

宛先

申し込み方法

「楽しく学ぼう」必要事項

バスツアーでは、
漏水調査も

体験できます！

お申し込みをお申し込みを
お待ちしております！お待ちしております！

入場
無料

お楽しみイベントも
あります！

※ ご記入いただいた個人情報は、応募者との連絡など事業の運営のみに利用します。

「楽しく学ぼう」参加希望
・  氏名 と 年齢（参加者全員）
・  郵便番号・住所
・  電話番号（日中の連絡先）
・  ご希望の参加時間
　  （1回目・2回目）

・  氏名 と 年齢（参加者全員）
・  郵便番号・住所
・  電話番号（日中の連絡先）


