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　6 月 5 日（日）に、水道フェスタ 2016 を開
催しました。毎年人気の「水道管で水鉄砲を作
ろう」コーナーには、たくさんの子どもたちが
訪れ、的当てゲームを楽しんでいました。
( 関連記事　5 ページ）
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健康のために水を飲みましょう

給水装置って何？　修理のときはどうするの？

　道路に埋められている配水管から、ご家庭へ引き込ま
れている給水管や水抜栓、蛇口などの給水器具をまとめ
て「給水装置」といいます。

　給水装置はお客さまの財産です。修理などの維持管理
はお客さまが行うこととなります。
　給水装置の修理、改造、新設、撤去の際は、企業団指
定の給水装置工事事業者（次ページに掲載）へお申込み
ください。

　私たちが生きていくために『水』は、欠かすことのできない存在です。
のどの渇きは、脱水が始まっている証拠です。渇きを感じてから飲むのではなく、
渇きを感じる前に、水分を摂取する習慣をつけましょう。

　からだの約 60％（成人男性の場合）は、水分でつ
くられています。（例：体重 60㎏＝ 36㎏分）
　私たちは、普通に生活しているだけでも、１日に 2.5
ℓもの水分が失われています。

　私たちは、入浴中や就寝中にもたくさんの汗をかい
ています。そのため、特に入浴後と起床時には、水分
が不足しがちです。日頃から、こまめな水分の摂取が
大切です。

　水分摂取量が不足すると、重大な健康障害をきたす
危険性があります。
　水分の５％を失うと、脱水症状や熱中症の症状が現
れます。１０％失うと、筋肉の
けいれんなどが起こり、２０％
失っただけで、死に至る危険性
があります。
　暑い季節になります。
熱中症に気をつけましょう。

　人体の水の割合は… 　体の水分が不足すると…

　健康に過ごすための効果的な飲み方は…

　給水装置とは…

　給水装置を修理するときは…

 掲載広告を募集しています

１号広告　縦 50㎜×横 170㎜     30,000 円 / 回
２号広告　縦 50㎜×横 80㎜ 　  15,000 円 / 回
３号広告　縦 50㎜×横 50㎜　   10,000 円 / 回

詳しくは下記までお問い合わせください。
※企業団ホームページにも掲載しています。

　企業団では広報紙『おらほの水』に掲載する
広告を募集しています。

問 総務課 広報文書グループ  TEL  0178-70-7022

漏水しているのかな？と思ったら…

パイロット

そのようなときは、家の中
の蛇口を閉めて、メーター
を確認してください。
パイロット（右写真）が動
いていれば、漏水の可能性
があります。

問 給水装置課  TEL 0178-70-7042
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八戸市
売市・城下・沼館・内丸・市街地地区

㈲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
㈲友成水道設備 0178-43-3953 八戸市城下三丁目
環境設備開発㈱ 0178-46-3456 八戸市城下三丁目
㈲城下住設 0178-24-3168 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
㈱小林建設 0178-43-5789 八戸市城下四丁目
㈱北奥設備 0178-45-7011 八戸市城下四丁目
㈱清掃センタ－ 0178-43-1829 八戸市城下四丁目
パナソニックコンシュマー
マーケティング㈱
八戸サービスステーション

0178-47-0167 八戸市売市新坂平

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・沢里等
㈱三久工業 0178-27-6333 八戸市北白山台四丁目
ナカゼン設備 0178-27-9043 八戸市櫛引烏沢
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
ファインホームズ㈱ 0178-27-7000 八戸市西白山台三丁目
㈲住まいの便利や 0178-44-2303 八戸市根城一丁目
㈲日建設備 0178-45-8889 八戸市根城六丁目
㈱根城グリーン建設 0178-46-3227 八戸市西白山台六丁目
㈱テックサ－ビス 0178-72-1541 八戸市根城西ノ沢
㈱冨士建材 0178-24-1236 八戸市根城西ノ沢
三旺調機㈱ 0178-27-2911 八戸市八幡下前田
㈱創業 0178-70-1860 八戸市北白山台四丁目
田中設備工業 0178-32-0276 八戸市沢里鹿島沢
若本住宅設備 0178-72-5657 八戸市根城一丁目

柏崎・江陽・小中野等
匠住設 0178-73-8535 八戸市江陽一丁目
㈲八戸管工業 0178-43-3948 八戸市江陽五丁目
㈲八戸水道工業所 0178-44-6065 八戸市小中野一丁目
㈱サカモトアクエア 0178-71-2500 八戸市小中野二丁目

㈱ホームクリエ 0178-41-2382 八戸市小中野六丁目
トモテック 0178-47-1701 八戸市小中野八丁目
㈱リプラス 0178-38-9373 八戸市小中野八丁目

諏訪・青葉・類家・南類家等
協同組合八戸管工事協会 0178-44-2433 八戸市青葉三丁目
下田技研工業㈱ 0178-45-7803 八戸市諏訪三丁目
㈲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－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
㈲名章建設工業 0178-47-5211 八戸市諏訪三丁目

南郷地区
㈲北桜水道建設 0178-82-2106 八戸市南郷中野大久保山中
菊地設備 0178-82-2352 八戸市南郷市野沢山陣屋

長者・糠塚・吹上・中居林・田向等
㈲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
㈲二北設備 0178-47-2636 八戸市糠塚二ツ家
㈱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・豊崎等
㈲赤坂システム 0178-27-4255 八戸市尻内町内田
㈲上茂興業 0178-27-1014 八戸市尻内町新川添
㈲豊水興業 0178-80-7914 八戸市尻内町福田地
㈱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 八戸市長苗代紺屋町
㈱南部システム 0178-28-8040 八戸市長苗代島ノ後
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・金浜等
㈲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
㈲内城設備 0178-34-4066 八戸市大久保町道
㈱ミツケ工業 0178-32-4835 八戸市大久保町畑西ノ平
㈱佐幸建設 0178-33-0781 八戸市鮫町金屎
㈲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
㈲日計設備 0178-31-2880 八戸市白銀五丁目
田村設備 0178-34-2130 八戸市白銀町栗沢道
清水設備工業 0178-33-7312 八戸市白銀町佐部長根
㈲栄清工業 0178-35-4830 八戸市白銀台三丁目
㈱七洋 0178-33-7740 八戸市新湊三丁目
㈱沢崎建設興業 0178-34-5580 八戸市湊町縄張
㈱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・石堂等
㈱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
㈱葵工業 0178-52-2688 八戸市市川町菅谷地
㈲伊藤設備 0178-29-1311 八戸市市川町桔梗野上
㈱大和設備 0178-20-1973 八戸市河原木小田上
㈲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
友住技研工業㈱ 0178-80-7535 八戸市市川町古館
㈱トップテクノ 0178-29-4030 八戸市石堂三丁目

是川・石手洗・十日市・新井田・妙等
佐々木住設 0178-25-8595 八戸市旭ヶ丘三丁目
さいとう 0178-96-1502 八戸市石手洗泉筋
㈱若本設備工業 0178-96-4881 八戸市石手洗上石手洗
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
㈲エイユ－テック 0178-25-1886 八戸市新井田小久保尻
㈱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
㈱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

　漏水などがあった場合は、水道企業団指定の水道工事事業者にご連絡下さい。指定工事事業者は、
企業団ホームページでも紹介しています。

平成 28 年 6 月 1 日現在 指定給水装置工事事業者一覧 
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階上町
中村設備 0178-88-5643 階上町蒼前東四丁目
コクセイ工業 0178-88-1970 階上町蒼前東四丁目
㈲角地住設 0178-87-3648 階上町道仏蓬窪
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

南部町
橋本電気工業㈱南部営業所 0179-22-2977 南部町大向後構
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
助川建設㈱ 0178-76-3200 南部町下名久井前田
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
㈱赤塚工務店 0179-22-0473 三戸町同心町同心町平
ウトウ㈱ 0179-22-2165 三戸町同心町同心町平
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
㈱成田総合設備 0178-56-4563 おいらせ町染屋
㈲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
久保田設備 0176-57-3623 おいらせ町鶉久保
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
㈱河野電気工業 0176-55-4662 六戸町犬落瀬下久保
㈲日研設備 0176-55-4752 六戸町犬落瀬長漕
ウォーターワークス 0176-55-4531 六戸町犬落瀬高屋敷
㈲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
㈲大同建設 0176-55-5666 六戸町犬落瀬下久保

五戸町
浅水電気工事商会 0178-67-2030 五戸町浅水浅水
㈲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
㈱オータ水道 0178-62-5033 五戸町狐森北
㈱新井山建設 0178-68-3000 五戸町切谷内高田
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
村越住設 0178-62-4498 五戸町苗代沢
㈱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

八戸圏域以外の県内
カシマ興業 017-766-8899 青森市三内稲本
井尻住設 017-781-8956 青森市富田四丁目
㈱クラシアン 017-788-9181 青森市羽白池上
山樹産業㈱ 017-777-9333 青森市古川三丁目
㈱村下建設工業 0178-78-3311 新郷村戸来金ヶ沢尻
㈲三共設備工業 0176-56-5307 東北町上野軍事屋敷
新栄建設㈱ 0176-56-4041 東北町大浦一本松
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
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
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 十和田市東二番町
㈲村中水道設備 0176-72-2652 十和田市法量大筋
中由設備 0176-72-2935 十和田市法量山屋
㈱成田設備 0176-23-1176 十和田市穂並町
㈱三浦設備工業 0176-23-5398 十和田市穂並町
明水冷暖設備工業 0176-27-2510 十和田市洞内中久根
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
東北水道設備工業㈱ 0176-23-1042 十和田市東三番町
㈲ウォーターワークス 0172-43-5670 平川市長田元村
㈱東青設備工業 017-755-5553 平内町小湊下槻
㈲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
㈲第一水道 0176-53-6234 三沢市南町三丁目
㈲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 三沢市三沢園沢
㈲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
㈲清水バーナー設備 0175-78-2063 横浜町字横浜
㈱アキラ工業 0175-74-3178 六ヶ所村倉内笹崎
アクアデザインサトウ 0175-29-5141 むつ市山田町

県外
㈱耒迎建設 0195-46-2920 岩手県九戸郡軽米町軽米
工藤金物店 0195-46-2419 岩手県九戸郡軽米町軽米
㈱共進設備 0194-53-4733 岩手県久慈市新中の橋
㈱菅文 0195-23-5115 岩手県二戸市堀野
サンライフ 0194-77-2758 岩手県洋野町大野
㈱カンキョウ 0194-65-2860 岩手県九戸郡洋野町種市
南部電化チェーン 0195-42-3942 岩手県九戸郡九戸村伊保内
㈱イースマイル 06-6631-7449 大阪府大阪市浪速区
㈱オアシスソリューション 022-304-5625 宮城県仙台市太白区

  ◆水道工事は指定給水装置工事事業者へ
　・工事代金は工事事業者によって変わります。まずは
　　数社から見積もりを取ってみましょう。
　・この表は、市町別に掲載していますが、どの地域の
　　工事事業者に申し込んでも構いません。

問 給水装置課  TEL 0178-70-7042
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　6 月 5 日の日曜日、水道フェスタに行って来ました。
毎年、水道週間にあわせて開催し、白山台地区の行事
としても定着し、また家庭の蛇口と繋がっている浄水
場を五感で楽しめるとあって多くの人たちでにぎわっ
ていました。
　 庁 舎 の 展 望 室 で
は、浄水場から排出
される真っ黒な汚泥
を眺めていた方が、

「そばに住んでいる
が、全く臭いがしな
い。相当の処理がな

水道フェスタ 2016 に参加しました！

されているみたい。」と職員の方の説明で感じたエピ
ソードをお聞かせ下さいました。

　庁舎前広場で
は、3 種類の水

（ 蟹 沢・ 三 島・
白 山 の 水 ） を
コーヒーで飲み
比べるコーナー
や圏域の特産品

　特設ステージでは、中学生による吹奏楽の演奏や
ミュージシャンと園児たちの共演など、午前中のうす
曇り空も、会場が熱気に満ちあふれる頃には晴天にな
り、育みの水がキラキラと美しく輝く豊かな一日を過
ごされていました。

源流探訪親子 バスツアー＆蟹沢ウォーク  参加者募集！

■ 開催日　　平成 28年 8 月 11日（木・祝）
■ 応募締切　  平成 28年 7月 29日（金）消印有効
■ 集合場所 ・ 時間等
　白山浄水場  午前8時 （解散時刻：午後4時頃）
■ 募集人数　40名
　・ 応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。
　・ 対象は小学生以下のお子さまと保護者の方です。
　・ 詳細は、参加者決定の後にご連絡します。

　ハガキに「親子バスツアー参加希望」または「蟹沢ウォーク
参加希望」と明記し、下記事項（①～③まで）を記入してく
ださい。
　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　※記入を忘れずに

　毎年恒例となっている馬淵川・新井田川源流ツアーと蟹沢ウォーク。今年も下記の日程で開催します。
参加費無料となりますので、たくさんのご応募をお待ちしています。

■ 開催日　平成 28年 9月 17日 （土）
■ 応募締切
　　　平成 28年 9月 5日（月）消印有効
■  集合場所  ・  時間等
　八戸公園こどもの国 （第二駐車場漁船前）
　午前9時30分 （解散時刻：午後2時頃）
※小雨決行、昼食は各自ご用意いただきます。
　往復約10㎞のコースとなります。

■ 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 広報文書グループ  宛

　源流探訪親子バスツアー 　蟹沢ウォーク

　応募方法

問 総務課 広報文書グループ  TEL  0178-70-7022

販売ブースもあり。

このコーナーは広報編集員の
　　三浦　直美   が担当しました。
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応募数：221 点 （圏域内小学校 7 校）

応募数：139 点（全国）

     　水に関するポスターコンクール

　水のある生活・風景フォトコンテスト

　　　水に関する　ポスターコンクール
　　　　　　　　＆ フォトコンテスト　入賞作品

広報紙「おらほの水」2016 年 7 月号　№ 291　/　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　/　http://www.water-supply.hachinohe.aomori.jp

　企業団では、今年も水に関するポスターコンクールとフォトコンテストを実施しました。たくさんの
ご応募ありがとうございました。応募作品の中からそれぞれ上位 3 名の作品を紹介します。

企業長賞
桔梗野小学校 6 学年

滝
たきかわ

川　唯
ゆ ら

来

「夏の少女」
川村　春美 （神奈川県小田原市）

企業長賞

旭ヶ丘小学校 3 学年

大
おおしま

嶋　莉
り お

央

優秀賞

「吉野川のシラスウナギ漁」
川内　秀喜 （徳島県徳島市）

優秀賞

「熟練の技」
村田　利子 （山口県宇部市）

優秀賞

白山台小学校 5 学年

髙
た か だ

田　莉
り こ

子

優秀賞

8 月 1 日「水の日」ポスター・写真展 を開催します！

　企業団では、8 月 1 日「水の日」にあわせて、水の大切さや水循環の重要性についての関心をもって
いただくため、ポスター・フォトコンテストの入賞作品展を開催します。

問 総務課 広報文書グループ TEL 0178-70-7022

■ 開催日時　7 月 31 日（日）～ 8 月 4 日（木）9 時～ 21 時
■ 会場　　　八戸ポータルミュージアム はっち 3 階  ギャラリー 3


