
「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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新生活に向けた準備を新生活に向けた準備を

　進学や就職で 4月から新生活が始まる方は、住む場所を決めたり、

必要なものを購入したり、色々な準備で忙しくなりますね。

　お引越しにともなう、水道のお手続きはお早めに。24 時間手続き

可能な、インターネット受付もご利用ください。

（関連記事　2ページ）
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「ハレカガミ」　渡邊 駿 さん

　令和 2年 3月　京都府京都市左京区
　下鴨神社で撮影

　～ 第 14 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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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水道料金のお支払いは便利でお得な口口
・・・・・・・・

座振替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！

※ 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、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
　ターネットでもお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。

電話電話で申し込むで申し込む インターネットインターネットで申し込むで申し込む

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 水道の中止日・開始日
　水道を使わなくなる最後の日、または使い始
める最初の日

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 18 日 ( 土 )　3月 25 日 ( 土 )
3 月 26 日 ( 日 )　4月   1 日 ( 土 )

特別受付日　
3～4月の

8：15 ～ 17：00

平日（月～金）    8：15 ～ 17：00

受付時間受付時間

ご連絡いただく事項ご連絡いただく事項

受付期間受付期間

までご連絡ください。

電話か電話か

インターネットでインターネットで

申し込み！申し込み！申し込み！
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　道路に埋められている配水管（水道本管）から、ご家庭へ引き込まれている給水管や止水栓、水道メーター、
水抜栓、蛇口などの給水器具をまとめて「給水装置」といいます。

給水装置とは？給水装置とは？

給水装置の維持管理は？給水装置の維持管理は？

　給水装置はお客さま（所有者）の財産のため、修理などの維持管理はお客さまが行うこととなります。給水
装置の新設、改造、撤去の際や修理は、企業団の指定給水装置工事事業者へお申し込みください。

　企業団では 2か月に 1回、検針員が現地に伺って検針をしていますが、その際、使用水量が普段よりも多い時は、お客様に
お知らせをしています。また、無線通信端末装置を使用して検針等をするスマートメーターの検討も行っています。

問 給水装置課 TEL 0178-70-7042

給水装置 ( 水道メーターを除き、 お客さまの財産です )

給水管

止水栓
水道メーター

水抜栓

配水管

道路 宅地

一般的な水道メーターボックス外観 水道メーターボックス内部

防寒材防寒材

水道メーター水道メーター

漏水しているのかな？と思ったら…漏水しているのかな？と思ったら…

　給水装置には、様々な材料が使われており、経年劣化などにより、
少しずつ漏水することも考えられます。定期的な漏水の確認をおす
すめします。確認方法は家の中の蛇口を全て閉めて、水道メーター
を確認してください。「パイロット」が動いていれば、漏水の可能
性があります。 パイロットパイロット

給水装置、水道メーターについて給水装置、水道メーターについて
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水道管について教えて！
疑問・質問

コーナーコーナー

水道管は何年使えるの？水道管は何年使えるの？

　管の材質などによって異なりますが、ダクタイル
鋳鉄の耐震管は耐久性、耐震性があることから 60
年以上使用できると考えています。さらに最新の
GX形は管の外面に耐腐食処理を施しており、なん
と 100 年以上使用できると言われています。企業
団では、ポリエチレンの袋（ポリエチレンスリーブ）
で管を保護し、耐腐食性をより高めています。

　耐震管は、地震の動きに合わせて水道管の繋ぎ目
が伸び縮みし、強い力で引っ張られても抜けない
構造になっています。口径 10センチの耐震管では、
車約 30 台（30 トン）をぶら下げても抜けません。
　企業団の前身の八戸市水道部が、昭和 49 年（1974
年）に全国に先駆けて耐震管を採用しました。

耐震管ってどのくらい強いの？耐震管ってどのくらい強いの？

100 年以上使用できる耐震管
（ダクタイル鋳鉄管  GX形   スリーブあり）

ポリエチレンスリーブポリエチレンスリーブ

方向に力がかかると伸びる
　　方向に力がかかると縮む

《 耐震管の仕組み 》

伸縮範囲

　ロックリング 挿し口突部

耐震管耐震管

広報編集員コーナー 　　古い水道管の更新について取材しました！
広報編集員： 橋本  麗奈広報編集員： 橋本  麗奈

設定し、口径の大きさや水道管の重要度も考慮して、
更新の優先順位を決めているのだそうです。例えば、
漏水すると多くの人に影響がある大きな水道管や、災
害時などに優先される施設（病院など）につながる水
道管、自然に漏水したことのある水道管は必然的に
優先順位が上がります。
　また、地下に様々なライフラインが網の目のように
張り巡らされる道路事情も考慮しながら、水道水の
安定供給のため、更新工事は計画されていました。

コーナー

　全国的に老朽化した水道管の増加が問題視されて
います。水道は高度経済成長期の1960 ～70 年代に
急速に普及し、今後も多くの水道管が老朽管（40 年
経過した水道管）となるそうです。
　老朽管はすぐに使用できなくなるわけではありませ
んが、腐食による破損、断水や濁り水の発生など、ト
ラブルが起こりやすいため、計画的な更新が必要です。
　企業団では、水道管の材質・耐腐食性・耐震性の
面などから、更新基準（実際に使用できる年数）を 腐食により破損した水道管

　　古い水道管の更新について取材しました！　　古い水道管の更新について取材しました！
　漏水を未然に防ぐために

老朽管の割合
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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

　下図の区間は、古い水道管を入れ替える工事のため、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 50 cmの耐震管を入れる工事
期間 令和4年8月から令和5年3月

口径 40 cmの耐震管を入れる工事
期間 令和4年9月から令和5年3月

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

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

レオパレス SANA

340

口径 15 cmの耐震管を入れる工事
期間 令和5年3月から令和5年12月

至　長根運動公園

至　二ツ家、南郷

八戸高校八戸高校

セリアセリア
大杉平店大杉平店

ちょうじゃ様の宿ちょうじゃ様の宿

旧よねくらホテル旧よねくらホテル長者中学校長者中学校

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。

※期間中は夜間工事となります。
時間帯等については、周辺に看板
を設置します。
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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30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年

職員数 155 人 155 人 155 人 155 人 155 人
対前年増減数 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 4年 3 月には 8名の退職者（定年退職 4名、普通
退職 1名、再任用任期満了3名 )があり、 4 月には 8名の採
用者（新規採用 5名、再任用 3名）がありました。
　新規採用と再任用を併せ、一定人数の採用を行ってい
ます。

　企業団では、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 4年 4月 1日現在）

３.給与の状況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 3年度 7,431,454 千円 1,065,458 千円 896,211 千円 12.1％

区分 期末手当支給割合 勤勉手当支給割合
令和 3年度 年間 2.4 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 3年度 161 人 578,997 千円 217,304 千円 99,910 千円 896,211 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
306,248 円 335,016 円 41.2 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 4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、退職引当金を含みません。

(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６.退職管理の状況

　令和4年3月31日付け定年退職者4名は、企業団での
再任用など4名が再就職しました。

７.研修の状況７.研修の状況 ８.福祉の状況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、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 3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 3年度）５.分限及び懲戒処分の状況（令和 3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１.職員数及び職員の任免に関する状況
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〒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。

耐震管は、八戸で全国に先駆けて採用しましたが、
それは昭和何年でしょう？

クイズに答えて応募しよう！
抽選で20  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5年3月10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 39 B 49 C 59

（  A～Cのうち1つ  ）

六戸町の

問 六戸町 まちづくり推進課    TEL 0176-55-2411

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
八戸
圏域
7市町の

おすすめの○○紹介します！

　六戸町でしか味わえない食材がある。それは、「青　六戸町でしか味わえない食材がある。それは、「青
森シャモロック　ザ・プレミアム＃（ナンバー）６」。森シャモロック　ザ・プレミアム＃（ナンバー）６」。
ボキューズ・ドール国際料理コンクール日本代表選ボキューズ・ドール国際料理コンクール日本代表選
考会において、課題食材に選ばれるなど、料理のプ考会において、課題食材に選ばれるなど、料理のプ
ロも認める「深いコクと旨味」が特徴です。ロも認める「深いコクと旨味」が特徴です。

六戸町の
「 青森シャモロック 
　　 ザ・プレミアム ＃６ 」

ヒント：4ページをよく読んで
ください。

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。  

水のある生活・風景

フォトコンテスト作品募集

《 募集締切 》　5 月 12 日（金）必着
令和 5 年 

あなたの周りの水のある場面・風景を撮影してみませんか？

どなたでも
応募可

2 部門
募集

河川、ダム、滝、湖、湧水、井戸、プール、水滴、雪、氷、つらら、お風呂、水遊び、雪遊び、手洗い、噴水、水飲み場   など河川、ダム、滝、湖、湧水、井戸、プール、水滴、雪、氷、つらら、お風呂、水遊び、雪遊び、手洗い、噴水、水飲み場   など

おらほの水 部門 《撮影地域限定》 みんなの水 部門

・サイズ　　六切、ワイド六切、A4サイズ
・  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、応募要項をご確認ください。

◀  フォトコンテストの
　   応募要項・応募票
　  はこちら

青森県内で撮影した、水のある瞬間や風景の
写真（海は除く）　※ 一人 2 点まで

生活の中での水に関わる瞬間や風景の
写真（海は除く）　※ 一人１点まで

郵送
メールでの

応募可

八戸圏域の小学生のみなさんが描いた
水に関するポスターを募集します！

◀   ポスターコンクールの　　
　   応募要項・応募票・
　   応募者一覧表はこちら

・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）
・  応募方法     作品の裏に「応募票」を貼り、企業団へ郵送
　　　　　       または持参してください。

（八戸市、三戸町、五戸町、階上町、南部町、六戸町、おいらせ町）

・募集締切　　令和5年5月19日（金） 必着
・テーマ
・サイズ

・募集締切

 ※  フォトコンテスト、ポスターコンクールの応募票に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。

問 総務課
　 広報文書グループ
TEL 0178-70-7022
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 　三浦  直美 が担当しました。

　　　　～自然の力を感じる染色実習～～自然の力を感じる染色実習～
水紋水紋水紋

　藍染には「生葉染め」と葉を熟成・発酵させる伝統
的な「蒅（すくも）」を用いる技法があります。生葉染
めは家庭でもコツをつかめば手軽にできるそうです。
　生葉染めの実習を行うため、自ら藍を栽培したとい
う川守田先生。藍は、前年の種しか発芽しないという
繊細さ。その反面とても生命力が強く、一旦芽吹くと
少量の種からみるみる繁殖。地面に強固な根っこを

　「藍」は世界中にあり、染料としてとても優秀。日
本には奈良時代に中国から朝鮮半島を経て伝えられ、
その後藍染めは各地に広がり定着していきました。
　南部地方でも、現在の剣吉、斗賀、高橋などで「紺
屋(こうや)」（染物屋）が営まれていました。南部町
は古来、度重なる馬淵川の氾濫で土が運ばれ、農作
物や藍の栽培に適した豊かな土壌だったようです。
　しかし、大量生産の時代を迎え藍産業は衰退。「紺
屋町」など、藍にまつわる地名は今も残っています。

張り、土壌の栄養をグイグイ吸い上げ成長するのだそ
うです。
　藍の生葉染めは、新鮮な葉を使います。葉中の色
素と酵素が、水や酸素の助けを借りてインディゴ（青）
に変わるしくみ。藍の葉・太陽光・きれいな水が三位
一体となり、淡いインディゴブルーが生まれます。そ
の瞬間、自然の力を体感できるそうです。

川守田 礼子  先生

　染物には軟水が向いています。同じ軟水でも水質
や気候条件で発色が違うので、山の冷たい伏流水な
ど水にこだわる染色家もいる。美しい自然の水がある
場所には染物の拠点があるそうです。
　また、科学が発達していない時代から、藍染を施し
た布は、防虫・防臭・殺菌効果があると地域で伝承さ
れ、生活の一部に取り入れられていました。それに農
村の女性達が保温補強などのために刺し子したものが
伝統技術の「南部菱刺し」「こぎん刺し」なのだそうです。
　「藍」に込められた先人の英知に触れ、現代の
SDGsの上をいく自然と人の営みが見えた気がします。

生葉染めについて

先人の知恵と水

南部地域にも紺屋があった時代

八戸工業大学 感性デザイン学部
感性デザイン学科 准教授

　青森の地域ブランドとしても注目されつつある「藍」。その背景には、かつて地場に元々あっ
た藍産業と古来の知恵があるようです。今回は、八戸工業大学で南部菱刺しの研究などを手
がけ、藍染めの実習も行う川守田礼子先生に、「藍」文化と染色に欠かせない「水」のエピソー
ドを織り交ぜながらお話しを伺います。

　「 藍 」 に込められた先人の英知「 藍 」 に込められた先人の英知

液体に手早く生地をくぐら
せた後、 空気に触れさせる。
数回繰り返すと、はじめ緑
だった布の色が徐々に変化。

最後にきれいな水にさらす
とパーッと淡いインディゴ
ブルーに。天日に干して完
成。絞り染で青が映えます。

②

《 川守田先生の生葉染め実習 》 先生の育てた「藍」（たで藍）を利用して素敵な作品を制作

タイツに葉を詰めて水中で
手もみし、成分を抽出。

③ ④① 刈り取った藍草から葉のみ
枝をしごいて取る。


