
「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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健康のために

　水を飲みましょう

　スポーツをしている時だけで
なく、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、入浴後と起床時には、水
分が不足しがちになります。
　日頃から、こまめに水分をと
りましょう。

　　　おまつりのあと、マチニワで遊んだこと
　　　　　　　　大きくなっても覚えているかな？

家庭でも災害への備えを

水紋　手洗いを学ぶ　
水道水が支える習慣
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　近年、地震や水害などの災害は、私たちの日常生活に大きな影響を与えます。しかし、どんな災害の
時でも、水の確保は重要となります。企業団では、安定した水道水の供給ができるよう施設・管路の耐
震化を進めています。

家庭でも災害への備えを

　人間は、１人あたり１日３ℓの水が必要といわれて
います。ポリタンクやペットボトルに水を準備してお
くなど、最低３日分程度の飲料水の備蓄をしましょう。

1 人 1日
3リットル

家庭で用意する目安

×３日分　×家族の人数

　お風呂の残り湯は、消火用水や断水時
のトイレの流し水などに利用できます。
すぐに流してしまわずにためておくと、
「いざ」という時に役立ちます。

　生活用水のくみ置き

　備蓄しておいた水道水は、消毒作用のある塩素が
徐々に無くなります。冷暗所に保存し、3日に1回は水
の入れ替えをしましょう。　

　 飲料水を備蓄する時の注意点 

　飲料水を備蓄しましょう

災害に強い水道を目指して

問 総務課 総務グループ
TEL 0178-70-7020

いざ という時のために！

　管路の耐震化

　配水系統の確認

年度

様

㎥ 円
円

We have transferred the below mentioned 
charges from the appointed account 

円 円

水道使用水量のお知らせ
Notice of water consumption

〔料金は予定です。この用紙ではお支払できません〕
お客さま番号 1234567-000-99
請 求 月 分 Ｒ01 8-  9月分

八戸市南白山台１丁目１１－１
八戸圏域水道企業団
水道　太郎
水 道 料 金 情 報

計算条件：一般用    /口径020㎜
支払方法：口座制
検針日時：8月25日 12:34 　水道次郎
使用期間：6月26日 ～ 8月25日
配水系統：白山水系白山配水塔

口座割引：50円

検針 A.今回指針 135㎥ 参考実績水量
B.前回指針 111㎥ 前回 23㎥

前年 20㎥

使用水量 (A-B) 水道料金 Water charge

24 5,132
内消費税 380

初回振替日：平成26年6月27日　　　   5,132円

お 知 ら せ

下水道使用料情報
下水用途：○○○○○
支払方法：口座振替制

口座振替済のお知らせ

振替済月分：平成 23 年度  9-10 月分
振替年月日 水道料金 下水道使用料

Hachinohe Regional Water Supply Authority

H23.10.27 3,854 2,520
上記の通り振替しましたのでお知らせします。
(このお知らせは、税務申告の必要経費の証明になります。)

○八戸圏域水道企業団

　災害時には、配水系統によって減水・断水の影響や
復旧状況が異なる場合があります。水道使用水量のお
知らせに、配水系統が記載されているのでご確認くだ
さい。

※エコキュートを設置予定で、水系確認を希望される
場合は、給水装置課（TEL0178-70-7042）へお問い合わ
せください。

耐震管の布設工事（基幹管路の更新事業）

　主要施設の耐震化

　浄水場や配水池などの主要施設の耐震化は、必要性
の高いものから優先的かつ計画的に実施しています。

　管路の耐震化は、昭和43年の十勝沖地震での大き
な被害を教訓として、全国に先駆け耐震管を採用した
ことに始まります。（当時、八戸市水道部）
　その後、発生した多くの災害を経て、水道管の布設
や更新の際には全面的に耐震管を採用してきました。
今後も、重要度や影響度、老朽度などを考慮し、優先
度の高いものから計画的に更新事業を進めていきま
す。

浄水場の運転状況や
工事等により、配水
系統が変更となる場
合があります。

  　　　（基幹管路：導・送水管や主要な配水管など）

　　施設　浄水施設  42.1％  配水池      44.7％
　　管路　管路全体  43.1％  基幹管路   71.3％

  平成30年度末の耐震化率    
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　企業団では、災害への備えとして、飲料水を供給する給水所の設置予定場所をあらかじめ定めています。
災害時には、給水区域全体の被害状況をもとに構成市町と協議のうえ設置場所を決定します。
　いざというときのために、お近くの給水所設置予定場所を確認しておきましょう。

六戸町【9か所】
六戸町役場 犬落瀬字前谷地
大曲小学校 犬落瀬字柳沢
旧折茂小学校 折茂字前田
開知小学校 犬落瀬字権現沢
小松ヶ丘地域 小松ヶ丘五丁目交流館
たての台公民館 犬落瀬字下久保
旧長谷小学校 下吉田字下沼田
旧柳町小学校 柳町字百役
六戸小学校 犬落瀬字明土

おいらせ町【10か所】
おいらせ町役場 中下田
おいらせ町役場 上明堂分庁舎
木ノ下小学校 青葉六丁目
木内々小学校 染屋
下田小学校 舘越
百石小学校 牛込平
甲洋小学校 一川目四丁目
古間木山集会所 緑ヶ丘一丁目
一川目地区 一川目二丁目生活会館
二川目地区 二川目三丁目生活会館

給水所設置予定場所一覧表 問 総務課 総務グループ
TEL 0178-70-7020

八戸市【49か所】
八戸小学校 長根三丁目
城下小学校 城下四丁目
吹上小学校 吹上一丁目
長者小学校 長者三丁目
図南小学校 糠塚字大開
中居林小学校 石手洗字一本木
柏崎小学校 青葉二丁目
小中野小学校 小中野五丁目
江陽小学校 江陽五丁目
湊小学校 湊町字中道
青潮小学校 湊町字鮫ノロ
白銀小学校 白銀町字大久保道
白鷗小学校 白銀町字中平
白銀南小学校 大久保字鷹待場
町畑小学校 大久保字下町畑
美保野小学校 美保野
鮫小学校 鮫町字上手代森
種差小学校 鮫町字赤コウ
大久喜小学校 鮫町字大作平
金浜小学校 金浜字外ノ久保
根城小学校 根城四丁目
白山台小学校 東白山台二丁目
江南小学校 根城九丁目
田面木小学校 田面木字山道下タ
下長小学校 長苗代字太古殿
城北小学校 石堂一丁目
高館小学校 河原木字小田
根岸小学校 日計五丁目
日計ヶ丘小学校 河原木字日計上
是川小学校 是川四丁目
旧是川東小学校 是川字街道端
旧番屋小学校 是川字番屋
三条小学校 尻内町字三条目
西園小学校 尻内町字嶋田
明治小学校 八幡字館ノ下
桔梗野小学校 市川町字尻引前山
轟木小学校 市川町字和野
多賀小学校 市川町字古館
多賀台小学校 多賀台三丁目
豊崎小学校 豊崎町字下永福寺
大館中学校 新井田字市子林
旧松館小学校 松館字門前
旭ヶ丘小学校 旭ヶ丘一丁目
南郷小学校 南郷市野沢字石窪
旧中野小学校 南郷中野字八ツ役
旧鳩田小学校 南郷大森字鳩田向
島守小学校 南郷島守字小平
旧田代小・中学校 南郷島守字赤羽
東中学校 湊高台二丁目

三戸町【4か所】
三戸町役場 在府小路町
アップルドーム 川守田字元木平
三戸小・中学校 梅内字権現林
三戸中央公民館 川守田字関根川原

五戸町【9か所】
五戸町役場 古舘
上市川小学校 上市川字御兵糧
五戸小学校 天満後
豊間内地区 豊間内字豊間内コミュニティセンター
浅水活性化センター 浅水字浅水
切谷内小学校 切谷内字高田川原
旧蛯川小学校 熊野林
五戸中学校 豊間内字地蔵平
川内中学校 上市川字赤川々原

階上町【10か所】
田代集会所 田代字蛇平
金山沢水郷館 金山沢字大畑
わっせ交流センター 平内字上道
中央体育館 鳥谷部字狐平
赤保内集会所 道仏字耳ヶ吠
大蛇三地区集会所 道仏字大蛇
道仏公民館 道仏字横沢
小舟渡集会所 道仏字廿一
石鉢ふれあい交流館 蒼前東七丁目
石鉢小学校 角柄折字石鉢

南部町【15か所】
福地中学校 福田字板橋
中央公民館 平字広場
農村環境改善センター 福田字下平(福寿館）
下名久井公民館 下名久井字
「ひだまり館」 台所屋敷

杉沢小学校 杉沢字杉沢
向小学校 大向字飛鳥
剣吉公民館 剣吉字五合田
町民体育館 沖田面字沖中
南部町役場 苫米地字下宿
旧南部幼稚園 相内字上ノ平
介護予防拠点施設 斗賀字土口前「げんき館」
ふれあい交流 大向字泉山道プラザ
名川南小学校 鳥谷字太田
福地小学校 苫米地字寺ノ後
南部老人福祉 沖田面字下村センター

　給水所で給水車などから給水を
受けるとき、容器が必要です。日
頃から清潔なポリタンクなどの準
備をお願いします。

みなさまへのお願い

　これらは設置予定場所であり、災害の
規模や被害状況により変更となる場合が
あります。災害時等に給水所を開設する
際は、ホームページでお知らせします。

詳しい住所は
ホームページを
ご覧ください。
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名前   学校 学年
佐々木　結夢 （ささき　ゆめ） 西白山台小 6年

柴沼　咲太朗 （しばぬま　さくたろう）西白山台小 6年

清 水　 遥 平 （しみず　ようへい） 西白山台小 6年

畑 中　 琥 愛 （はたなか　こあ） 根城小 6年

加 藤　 京 那 （かとう　あずな） 白山台小 5年

川端　しおり （かわばた　しおり） 白山台小 5年

向 井　 美 結 （むかい　みゆ） 白山台小 5年

藤 ヶ 森　 葵 （ふじがもり　あおい） 桔梗野小 5年

磯 邉　 緋 那 （いそべ　ひな） 金浜小 5年

工 藤　 優 満 （くどう　ゆうみ） 西白山台小 4年

大 向　 愛 凜 （おおむかい　あいり） 西白山台小 4年

齋 藤　 一 花 （さいとう　いちか） 西白山台小 4年

名前   学校 学年
佐々木　佳子 （ささき　かこ） 西白山台小 6年

河門前　里央 （かわもんぜん　りお） 西白山台小 6年

吉 成　 絢 捺 （よしなり　あやな） 西白山台小 6年

松 橋　 風 雅 （まつはし　ふうが） 西白山台小 6年

小 泉 　 淑 （こいずみ　しの） 白山台小 5年

工 藤　 寛 佳 （くどう　ひろか） 白山台小 5年

内 藤 　 慧 （ないとう　けい） 白山台小 5年

小 林　 恒 稀 （こばやし　こうき） 白山台小 5年

重 文 字　 空 （じゅうもんじ　そら） 白山台小 5年

佐々木　麗奈 （ささき　れな） 白山台小 5年

関 向　 来 幸 （せきむかい　こゆき） 西白山台小 4年

三 浦　 晃 平 （みうら　こうへい） 西白山台小 4年

水に関するポスターコンクール

　『いつものむ　いつもの水に　日々感謝』をスローガンに、全国一斉に行われた水道週間（6月1日
から7日）にあわせて、ポスターコンクールとフォトコンテストを開催しました。
　たくさんのご応募ありがとうございました。上位入賞者の作品を紹介いたします。

応募作品数：256 点 ( 圏域内小学校 6校 )

企業長賞
西白山台小学校6年
髙
たかはし
橋　苺

まいか
花

金浜小学校5年
日
ひあたり
當　紘

こうだい
大

優秀賞
西白山台小学校4年

優秀賞

　水は、これから先ずっとあるわけ
じゃなく、限りがあるので、宝物のよ
うにやさしくあつかってほしいという
気持ちをこめました。

　「人間だけでなく魚も安心できる
きれいな水をいつまでも」という思
いをこめました。みんなが「おいし
い。」と思う水を大切にしていきた
いです。

　いつも使っている水をむだにしな
いで大切にしようという気持ちでか
きました。
　おいしい水をありがとうという思
いをこめました。

佐
さ さ き
々木　未

み お
桜

入賞作品をご紹介します！

　入選（ 12 名 ） 　佳作　（ 12 名 ）
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第 12 回

 水のある生活・風景フォトコンテスト

応募作品数：41 点 ( 全国 )

 水のある生活・風景フォトコンテスト

「涼を求めて」
武田　敏久 （八戸市）

企業長賞
「水舞」

西村　礼能留（八戸市）

優秀賞
「コイのにぎわい 春の風」
相馬　達也 （埼玉県朝霞市）

優秀賞

　入選（ 5 名 ）

問 総務課 広報文書グループ
  TEL 0178-70-7022

※入選の加藤武美さんの
　作品は、表紙に掲載しています。

　たくさんのご応募
　　ありがとうございました！

　毎年6月1日から7日まで行われる水道週間の一
環として、6月2日（日）に「水道フェスタ2019」
を開催しました。当日は約2,500名の方にご来場い
ただきました。　　　　　　　　　　　　　　　　

　毎年6月1日から7日まで行われる水道週間の一

水道フェスタ
2019

開催しました
！

タイトル 名前 住所
夏の思いで 加 藤　 武 美 八戸市
最後の結氷作業 岡 部　 哲 八戸市
天までとどけ 佐 伯　 範 夫 島根県安来市

放水 杉 浦　 正 幸 愛媛県西条市
清流下り 鈴 木　 文 代 和歌山県串本町

　会場では、ステージイベントの他に、クイズラリー
や浄水場の見学などを行い、水道について楽しく学
んでいただきました。
　ご来場のみなさま、水道フェスタにご協力いただ
いたみなさま、ありがとうございました。

ただきました。　　　　　　　　　　　　　　　　

子供たちに大人気！水鉄砲コーナー

白山台中学校吹奏学部のみなさん
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水道工事のお知らせ

　水道管の取替工事にともない、下図の区間で交通規制が行われ、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：八戸市大字鳥屋部町
　　　八戸市大字類家字堤田～堤橋 約330ｍ
規制：車線減少（一部夜間規制あり）
期間：令和元年9月から令和2年8月

問 工務課  TEL  0178-70-7050

場所：八戸市大字湊町字柳町 約140m
規制：（夜間工事）片側交互通行
期間：令和元年9月から令和2年1月

340

千葉学園

スーパーホテル

ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ 八戸㈱根城店

ゆりの木通り

まつりんぐ
広場

東高校

ボウル
ゆりの木

ローソン

まつりんぐ

チーノ

十六日町 十一日町朔日町六日町

長
横
町

柳橋

340

陸奥湊駅銀行

八戸㈱根城店

柳湯

新湊橋

ＪＲ八戸線

郵便局

みちのく

喜代志

新
井
田
川

水道料金にかかる消費税率改定のお知らせ

問 料金課 TEL 0178-70-7010

前回の検針日が
9/30 以前

340
八戸㈱根城店

：  工事の区間

　令和元年10月1日から消費税率が10％に引き上げられます。これに伴い、水道料金や閉栓手数料、
水道加入金についても令和元年10月1日以降の使用分(閉栓手数料の場合は実施日、水道加入金の場
合は申込日)から消費税率10％で請求させていただきます。
　なお、10月1日より前から継続して使用している水道料金については、経過措置が適用されます。

　水道料金の経過措置（継続使用）

8％適用

10/31

① 令和元年10月1日より前から使用し、10月に検針する場合

8％適用

検針日が
10/1 ～ 10/31

② 令和元年10月1日より前から使用し、11月に検針する場合
10/1 11/1 11/30

前回の検針日が
9/30 以前

検針日が
11/1 ～ 11/30

※ただし、使用日数が２か月以内の場合は、全額８％が適用されます。

水道料金の全額　8％　が適用
経過措置

経過措置

水道料金の 3分の 2に　 8％　が適用
　　　　　 3 分の１に　10％   が適用

10/1
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広報編集員コーナー 『安全で美味しい水道水』を供給するために
広報編集員：橋本　麗奈

　採取した水は、白山浄水場施設内にある水質検査
室に持ち帰り、かび臭物質や金属類など、専門の職
員が様々な項目のチェックを行います。顕微鏡で確
認すると活動する藻類の様子も見られました。
　企業団では、ダムのほかにも圏域内外の多数の地
点で定期的に水質検査を行い、季節によって水質調
査の回数を増やすなどしています。安全で美味しい
水道水は、様々な工程を経て、私たちの家庭に届け
られているようです。

コーナー

　６月上旬、八戸市南郷地区の青葉湖・世増ダム
で水質調査をすると聞き、取材に行きました。ダ
ム湖にボートを下ろして検査地点まで行き、そこ
で円筒形の容器を沈めてダムの水を採水します。
夏の暑い時期には水温が高くなると同時に藻類が
発生しやすくなるとのこと、今回採取したダム表
層の水もよく見ると緑色に濁っていて少し独特な
臭いがありました。

水質管理課の職員がダム湖水を採取

湖面のボートから見た世増ダム

蟹沢ウォークの参加者を募集します 問 総務課 広報文書グループ
TEL 0178-70-7022

　企業団の水源のひとつ、蟹沢水源地を散策してみませんか？
　八戸公園から水源地まで、水道施設をめぐりながら、往復約 10 キロのコースを
ウォーキングします。たくさんのご応募お待ちしております。

■開催日時    令和元年 9月14日 （土）  雨天中止
　　　　　     午前9時30分から午後2時まで（予定）
■集合場所    八戸公園こどもの国（第二駐車場漁船前）
■その他　    ・ 参加費は無料　
　　　　　    ・ 昼食は各自ご用意ください。

　ハガキに「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　 

　イベントの概要 　応募方法

■応募締切　8月30日(金)  消印有効
■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

　前回の様子はこちら
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手洗い前のチェック
手洗い後に
もう一度チェック

しっかり手洗い

手洗いチェッカー

体験しました！

広報紙「おらほの水」2019 年夏号 № 305 /  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

              

　食品衛生の基本は手洗い。「手洗いに始まり手洗いに終わる」という言葉は食品を取り扱う人にはよく認識
されているが、近年の食中毒は、人の手を介した二次汚染によるものが増加しているとのこと。今回は八戸食
品衛生協会の「手洗いマイスター」金子隆史さん・營

つく
田
た
千春さんのお二人にお話しを伺いました。

このコーナーは、広報編集員
 　三浦　直美  が担当しました。

　食品取扱者に手洗いの意義や正しい手順等につい
て普及啓発することで食中毒の未然防止を図ること
を目的に、所定のカリキュラムを修了した食品衛生
指導員に対し与えられる称号である。現在、八戸食
品衛生協会には 15 名いるという。
　「手洗いマイスター」は、食品等取扱事業者に対
する巡回指導をはじめとした衛生指導のほか、地域
の感染予防活動を目的に、高齢者施設や保育園を訪
問し「手洗い教室」を開催するなど啓発活動にも取
り組んでいる。

　保育園では、園児に「手洗いの大切さ」を視覚で
伝えることを意識して、手洗いチェッカー体験を
行っている。
　①始めに、汚れに見立てた蛍光ローションを手に
塗り、専用ライトにかざして青白く光る手の汚れを

  楽しんで学ぶ手洗い教室

『手洗いマイスター』とは？ 確認する。②次に、『手洗いの歌』にあわせて手を
洗い、水道水で流し、③その後、再度ライトに手を
かざす。すると、しっかり洗っているようでも爪の
隙間や関節部分などが光って見え、落としきれてい
ない汚れを目で見ることが出来ます。園児はちゃん
と手を洗ったつもりでも、実はよく手洗いができて
いなかったことに気付き驚いていた様子でした。

手
洗
いにつ

いて

教
えて

もら
いまし

た！

手洗いマイスターの金子さんと營田さん
松葉こども園のみなさんにもご協力いただきました！

命を守る身近なきれいな水

水紋水紋
　～水道水が支える習慣～　～水道水が支える習慣～　～水道水が支える習慣～

手洗いを学ぶ

　WHO（世界保健機関）が南アフリカで手掛けた
啓発プログラムでは、石鹸を使い切ると、中に埋め
込まれたおもちゃが貰えるという試みで、衛生環境
が 70%改善したという。衛生環境が劣悪な発展途
上国では、手洗い習慣が行き届かず感染症で年間数
千人もの人々が命を落としているという。
　しかし、日本の家庭では蛇口をひねれば当たり前
のように水が出る。そのことは “命 ”を支える安全・
安心な環境が身近にあるということ。その環境が、
日々の手洗い習慣を支えている。


