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掲載広告の募集

安全な水のために

　6 月 2 日に開催される水道
フェスタに来て浄水場を見学し
てみませんか。
　アンケート調査によると、
お客さまのうち 1割の方が水
道の水質に不安を感じている
ようです。
　白山浄水場では、24 時間さ
まざまな方法で水の安全を確
認しています。

　　空にはたくさんの鯉のぼり
　　　川にはどんな魚がおよいでいるかな
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問 経営企画課 財政運営グループ  TEL  0178-70-7032

 主な事業

   収益的収支   〈 水道水を作り、 届けるための収支 〉

平成 31 年度  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～

収入  91億2千万円 収入  10億2千万円支出  83億1千万円 支出  48億円

水道料金
78.6 億円

その他の収入
3.6 億円

長
ちょうきまえうけきんれいにゅう
期前受金戻入
9億円

人件費
10.4 億円

借入金の利息
2.1 億円

減価償却費など
34.9 億円

収支差引
（純利益）
8.1 億円

建設改良費
37.4 億円

借入金の元金返済
10.6 億円

国庫補助金など
4.7 億円

収支差引
（不足額）
37.8 億円

修繕費などの
維持管理費
35.7 億円

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。

国庫補助金など

期前受金戻入

   資本的収支   〈 施設を建設 ・ 更新するための収支 〉

 平成31年度　予算収支状況

馬淵川系導水管更新 ( 推進工 ) 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。

　平成31年度は、人口減少などにより使用水量が減少し、水道料金の減収が続く見込みのなか、昨年
9月に策定した「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、耐震化事業
等を計画的に実施し、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 17 ㎞）
■ 馬淵川系導水管更新工事        （H29 ～ 35 年度継続事業）
■ 蟹沢配水幹線更新工事             （H31 ～ 34 年度継続事業）
■ 新たての台配水塔築造工事（H29 ～ 31 年度継続事業）
■ 白山浄水場配水本管及び流量計室更新工事
　                                                  （H30 ～ 33 年度継続事業）
■ 白山浄水場中央監視制御設備更新工事
                                                                            （H31 ～ 33 年度継続事業）

翌年度以降の不足分に
補てんされます。

借入金 
5.5 億円

その他の収入

借入金の元金返済

金額は、消費税込みです。
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水道アンケート調査の結果

情報公開の状況

平成30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。

問 総務課 総務グループ  TEL 0178-70-7020

■ 個人情報の開示状況
　1．開示請求　　1件
       

■ 行政文書の開示状況
　1．開示請求　　28件

 

2.   審査請求　　0件 2．訂正請求
3．利用停止請求
4．審査請求

0件
0件
0件

1件
0件
0件
0件

26件
  0件
  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ない。

※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ので、ご覧ください。
 http://www.water-supply.hachinohe.aomori.jp

　企業団では、お客さまの水道についての認識や関心、満足度などを把握し、事業運営に役立てる
ため　「水道事業に関するアンケート調査」を実施しました。ご協力ありがとうございました。
　今回はその中の一部をご紹介します。

■ 調査期間　平成 30 年 12 月 28 日（金）～  平成 31 年 1月 25 日（金）
■ 調査方法　郵送　対象 1500 世帯（水道使用者から無作為抽出）
■ 回収結果　回収率：46.3％（回答数：694 世帯）

前回 ( 平成 27 年度 ) の調査
より 2 ポイント減少しまし
たが、まだ 1 割のお客さま
が、水質に不安を感じてい
るようです。

企業団では、災害時に応急
給水を行うため、あらかじ
め「給水所」の設置予定場
所を定めています。このこ
とを知らないお客さまの割
合は、前回調査より 6.5 ポ
イント増加しています。

原水の汚れ

その他
浄水処理が不十分
水道管の管理に不安
薬品の使用

50.7 ％

42.0 ％
47.8 ％

前回調査では、「薬品の使用」と回答したお客さまが最も多く
57.3％、「原水の汚れ」は 42.7％でした。（有効回答数：680）

（有効回答者数：69　複数回答可）

問 1　水道の水質についてどう感じていますか。

問 1

問 総務課 広報文書グループ
TEL 0178-70-7022

問 3

安心
 67.9％

どちらとも
いえない 
21.8％

不安
 10.3％

知らない
 78.1％

知っている
 21.9％

（有効回答数：667）

浄水処理が不十分

水道管の管理に不安

安全でおいしい水の供給

経営の効率化
安い料金の設定
老朽管の更新
地震・災害に強い水道

93.1 ％

59.4 ％
64.1 ％

（有効回答者数：621　選択肢から三つ選択）

「安全でおいしい水の供給」と「安い料金の設定」が、前回調
査より約 4ポイント増加しました。

問 4　今後の水事業に関して重要であると思われる
　　　項目を三つ選んでください。

              全部開示
               部分開示
               不開示
               請求後取下げ 

              全部開示
               部分開示
               不開示
               請求後取下げ

安全でおいしい水の供給

※ 9項目中上位 5項目を紹介

52.8 ％
13.4 ％

23.2 ％
20.3 ％

問 3　災害時の「給水所」設置予定場所を定めて
　　   いることをご存じですか。

問 2　水質が不安だと感じる理由はなんですか。
　　  （問 1で「不安」と回答した方）
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売市・城下・沼館・内丸・市街地等
㈲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
㈱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・沢里等
㈲住まいの便利や 0178-44-2303 八戸市根城一丁目
若本住宅設備サービス 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
ナカゼン設備 0178-27-9043 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

諏訪・青葉・類家・南類家等
下田技研工業㈱ 0178-45-7803 八戸市諏訪三丁目
㈲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

長苗代・尻内・豊崎等
㈱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
㈱南部システム 0178-28-8040 八戸市長苗代島ノ後
㈲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
㈲豊水興業 0178-80-7914 八戸市尻内町福田地
パナソニックコンシューマーマーケティング㈱

0178-29-3025 八戸市卸センター一丁目
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
㈱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
㈲栄清工業 0178-35-4830 八戸市白銀台三丁目
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
㈱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
㈱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
㈱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
㈱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
㈱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 0178-25-8595 八戸市旭ヶ丘三丁目

平成31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

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
㈱サカモトアクエア 0178-71-2500 八戸市小中野二丁目
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

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

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
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※平成31年 4月1日現在で、休止中の指定給水装置工事事業者は掲載して
いません。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。

階上町
中村設備 0178-88-5643 階上町蒼前東四丁目
㈲角地住設 0178-87-3648 階上町赤保内外平
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
㈱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
㈱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

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
㈱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
㈲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
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
㈱協和 017-739-7579 青森市荒川柴田
㈱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
( 同 ) 橋住建設工業 0176-58-2722 東北町上野北谷地
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
㈱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
㈲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
㈱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
アクアデザインサトウ 0175-29-5141 むつ市山田町
㈲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

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
栄進産業㈱ 019-681-6181 岩手県滝沢市根堀坂
㈱菅文 0195-23-5115 岩手県二戸市堀野
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
㈱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
㈱アクアライン 082-502-6644 広島県広島市中区
㈱クラシアン 0120-500-500 神奈川県横浜市港北区

・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。
・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。

水道工事は指定給水装置工事事業者へ
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水道メーターを交換します

募集しています 問 総務課 広報文書グループ
TEL 0178-70-7022

詳しくは、ホームページをご覧いただくか、広報文書グループまでお問い合わせください。

・ 募集人数     1名程度
・ 応募資格     圏域内に在住し、満20歳以上で、
　　　　　    企業団の広報活動に関心のある方
・ 活動内容     会議出席と記事の執筆　
・ 応募締切　 5月31日（金）　必着

広報編集員を募集します   掲載広告を募集しています

１号広告　縦50㎜×横170㎜     40,000円/回
２号広告　縦50㎜×横80㎜ 　  20,000円/回
３号広告　縦50㎜×横50㎜　   14,000円/回

　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。

 今年度の主な実施地区  【5月～ 12月】

　企業団では、計量法に基づき水道メーターを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、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）が、身分証を携帯し腕章をつけて、お客さま宅に訪問し、無料で交換します。
　交換の日時は、㈿八戸管工事協会の組合員が事前にご連絡します。
　ご理解とご協力をお願いします。

  メーター交換実施事業者　※㈿八戸管工事協会の組合員 ( 指定給水装置工事事業者 ) です。

八戸市

階上町
三戸町

青葉、一番町、市川町、売市、上野、河原木、櫛引、
尻内町、長苗代、番町、八幡、新井田、新井田西、
沢里、坂牛、田面木、豊崎町、是川、糠塚、根城、
南白山台、北白山台、西白山台、東白山台、
南郷大字市野沢、南郷大字大森、南郷大字島守　等

青葉、明土、阿光坊、洗平、鶉久保、鶉久保山、
上久保、上谷地、北下田、木崎、木ノ下西、木ノ下東、
木ノ下南、新敷、染屋、高田、丈の端、舘越、豊原、
向山、向山東、向山南、菜飯、山崎、若葉、住吉、
神明前、西下川原、中谷地、中平下長根山、中野平、
南下田、瓢、浜道、緑ヶ丘　等

八日町、梅内、二日町、同心町、川守田、在府小路町、
馬喰町　等

蒼前西、蒼前東、赤保内、角柄折、道仏、鳥屋部　等

おいらせ町

椛木、高瀬、上名久井、杉沢、平、法師岡、埖渡　等

南部町
下大町、下中崎、舘、熊ノ沢、熊ノ沢頭、古舘、脇、
狐森北、市川道十文字、沢、中ノ沢西張、中崎、天満、
天満後、上大町、堀合、野月、鍜冶屋窪上ミ　等

五戸町

 西浦水道建設工業㈱   ㈲八戸管工業  環境設備開発㈱  ㈲松本水道  ㈲サンセツ工業
 ㈲類政設備工務店   ㈱朝日設備  ㈱開成建設  ㈲日研設備  ㈲水幸設備工業
 ㈱サカモトアクエア   ㈲山水設備  ㈲創水舎  ㈲小野寺水道設備工業  ㈱宮本農機
 ㈱テクノワーク   ㈲日建設備  ㈲エイユ－テック  ㈲三貞  工藤建設工業㈱
 ㈲浪岡設備工業所   アクア設備㈱  ㈱根城グリーン建設  ㈱川村土木  ㈲北桜水道建設
 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㈱
 ㈱北奥設備   ㈱三久工業  ㈱葵工業  石亀燃料㈱
 ㈱壬生設備   ㈱階上設備工業  ㈲田畑設備工業  橋本電気工業㈱南部営業所 

問 給水装置課
TEL 0178-70-7042
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おいらせ町・六戸町

五戸町　にお住まいの方へ

試験職種 職務内容 採用予定
人員 受験資格 試験日 受付期間

大 学 卒

行 政 行政事務

3名程度

平成5年4月2日以降に出生し、大学を卒業された
方（令和2年3月卒業見込みの方を含みます。）

　
6月23日（日）

             　　　　   
5月13日(月）
  ～6月 3日（月）

土 木 土木関係
技術業務

平成5年4月2日以降に出生し、大学で土木技術に
関する課程を履修し、卒業された方（令和2年3月
卒業見込みの方を含みます。）

設 備 設備関係
技術業務

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

１．試験職種、受験資格、試験日及び受付期間

２．試験会場　　　八戸圏域水道企業団
３．申込方法　　　総務課 人事研修グループで配布する採用試験申込用紙によります。
　　　　　　　　　企業団ホームページから試験案内及び申込書をダウンロードできます。
４．受付場所　　　総務課 人事研修グループ ( 水道企業団庁舎 3階）
５．受付時間　　　8 時 15 分～ 17 時（土、日曜日を除く。）

平成 31 年度　職員採用試験案内

6月1日から7日までの全国水道週間にあわせて、井戸水の水質検査を無料で実施します。

問 水質管理課  TEL 0178-27-0312

■ 申込方法　ハガキ　または　FAX　　　　　　　　　　              ■採水期間　6月下旬を予定しています。
■ 記入必要事項　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　 　　 ■結果通知　7月末頃送付します。　　
　①住所(郵便番号明記)　②氏名 
　③電話番号(日中連絡可能な番号)　④水道使用の有無    
　　※水道をご使用の方は、お客さま番号をご記入ください。  
　⑤ご希望の採水場所( １か所)は屋内か屋外か ・ハガキの場合：

　〒039-1112　
　八戸市南白山台一丁目11-10
　八戸圏域水道企業団 水質管理課 宛
・ＦＡＸの場合：0178-27-0302 
　（受付完了の返信は致しません）

■ お申し込み先

採水場所
（屋外蛇口）

※なるべく屋外の蛇口をご指定ください。
※屋外の場合は不在でも採水します。その際、採水完了を記した紙をポスト
等に投函します。
※井戸水検査に申し込んだ旨を、ご家族にお伝えくださるようお願いします。
※採水日は、屋内の場合のみ電話でご連絡いたします。

⑥採水場所の略図

　（右は略図作成例です)

問 総務課 人事研修グループ
TEL 0178-70-7021

井戸水無料検査のお知らせ

■ 対象地区　おいらせ町・六戸町・五戸町（旧倉石村を除く）　
　　　　　※個人宅の井戸水に限ります。　
■ 受付期間　６月１日（土）～６月７日（金）  ※当日消印有効

道　路

自 宅
玄関

( 旧倉石村を除く）

土6/1   6/1   土6/1   土
  6/7 金～  6/7～  6/7

受付期間

八戸圏域水道企業団
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　クイズにお答えいただき正解された方の中から、
抽選で10名さまに「八戸水物語」12本 をプレゼント！

　　 6 月 2 日（日）
　　　10時  ～ 14時まで

広報紙「おらほの水」2019 年春号 № 304 /  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

子供たちに大人気！水鉄砲コーナー
　・浄水場見学
　・ペットボトルのラベルをつくろう！
　・水道管で水鉄砲をつくろう！
　・水風船プレゼント
　・防災戦士「ダッシュ 119」
　・圏域特産品販売コーナー
　・お楽しみ抽選会
　・マジックバルーンショー　…など

水道フェスタ2019開催！

6 月 1 日から 7日は、全国水道週間

 開催日時

　水道企業団庁舎、　白山浄水場

                            

イベント盛りだくさんでお待ちしています。

ご家族やお友達とぜひご来場ください。

ポスター・フォトコンテスト入賞作品展

　入賞者の作品を企業団庁舎1階で展示します！

★ ★★★★★

 主なイベント

　展示期間：6月1日（土）～   6月7日（金）

（予告）8月1日「水の日」ポスター・写真展
　日時：7月31日（水）～ 8月3日（土）9～ 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

 会場

■応募方法　ハガキに、下記①～⑤の内容を記入し、
　下記宛先まで郵送してください。
　①郵便番号・住所 ②氏名 ③電話番号
　④右記のクイズの答え（A～ Cのうち1つ）
　⑤広報紙「おらほの水」に関するご意見・ご感想
■宛先　〒039-1112　八戸市南白山台一丁目11-1
　　　　総務課　広報文書グループ
■締切　2019年6月21日（金）消印有効

※「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。
※「八戸水物語」：500mlペットボトル水12本入1箱

水道について理解を深めてもらうため、
全国で水に関するイベントがたくさん
行われる全国水道週間は何月でしょう？

（ヒントはこのページに！）
A. 4月　B. 6月　C. 8月

水道について理解を深めてもらうため、

クイズ

 クイズに答えて応募しよう！

スローガン「 いつものむ いつもの水に 日々感謝 」

入
場
無
料


