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八戸圏域水道企業団だより
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　こんな時は要注意！

　水抜き操作方法

　水抜き以外の凍結防止方法

　凍結した時の解氷方法

　解氷できない・破損した場合

  水道を凍結から守りましょう！

問 配水課 管路維持グループ TEL 0178-70-7044

①蛇口を開き、水抜き栓を 
　しっかり最後まで閉めて
　ください。

※ボイラーなどの水抜きや電動水抜き栓の操作は、「取
　扱説明書」をご確認ください。

②蛇口のハンドルを全開に
　してください。

③最後に蛇口に手を当て、吸い込まれる感じがすれ
　ば、水抜き完了となります。

※水抜き栓がきちんと開閉していないと、漏水や凍結
　の原因になりますので、ご注意ください。

　今年も寒さの厳しい時期がやってきました。朝起きて、水道が使えず、慌てた事はありませんか？
特に１月から２月にかけては、真冬日が多く、水道凍結に警戒が必要です。
　日ごろから、気象情報に十分注意し、こまめな水抜きで快適な冬を過ごしましょう。

■最低気温が－４℃以下の日
■最高気温が 0℃以下の日
■長期間水道を使用しない時

※気温が上がっても、凍結しやすい場所があります。
　油断せずに水抜きを行ってください。

　水道管に巻きつける水道管凍結防止帯（凍結防止
ヒーター）があります。ご使用の際は、取扱説明書を
よく読んでから、ご使用ください。　

②蛇口のハンドルは、回さな
　いで、凍結した蛇口にタオ
　ルなどを巻き、その上から
　ぬるま湯をゆっくりかけて
　ください。

※ 熱湯をかけると蛇口が破損する場合があります。

　解氷できない場合や、破損してしまった場合は、指
定給水装置工事事業者へお申込みください。
　凍結解氷作業を受付けしている指定給水装置工事事
業者は、1月上旬ごろ、企業団ホームページに掲載い
たします。

作業を依頼する際の注意点

①暖房器具を使って、室内を
　ゆっくり暖めてみましょう。
　（火災には十分注意してくだ
　さい。）・外出する時や

   おやすみ前 …など

■修理費用等は、お客さまのご負担となります。
■作業内容により、修理費用は変わります。
■依頼する際には、事業者へご相談ください。

八戸圏域水道企業団

～特に寒い日、こんな時は水抜きを～
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　うがいの方法　手洗いの方法

■給油中は、その場を離れない
■配管場所に目印を付ける
■落雪に注意する
■定期点検を怠らない …など

　水道水から油臭がするときは企業団まで、油流出事
故を起こしたり発見したときは、各市町村役場や消防
署までご連絡ください。

河川への油流出を防ぐために

積雪時のメーター検針について

　水道メーターの検針は、定期的に（2か月に1回）行っ
ていますが、積雪により検針ができないときは、前回
までの実績を参考に、推定での料金を請求し、次回検
針時に、実際の料金との差額調整をします。
　そのため、漏水や使用水量の増加等があったときは、
発見が遅れ、いつもより多い料金を請求することがあ
ります。お客さまのご理解をお願いします。

問 料金課  TEL 0178-70-7012

水道水で手洗い・うがい！

　冬は、空気が乾燥して、風邪やインフルエンザが流行する季節です。これらの感染予防の基本は、
何といっても「手洗い」と「うがい」です。家庭ではもちろん、会社や学校でも気軽にできる予防
対策です。身近にある水道水で、手洗い・うがいを習慣にしましょう。

②適量の水道水を口に含み、上を向
　いて、のどに届くようにガラガラ
　と 10 ～ 15 秒程度「うがい」を
　行い、これを 2～ 3回繰り返し
　ます。

①適量の水道水を口に含み、口の中の食べかす
　などをとる目的で少し強くゆすぎます。

①せっけんを泡立て、手のひらをこすります。
②手の甲をこすります。
③指先・爪の間を念入りにこすります。
④指の間をこすります。
⑤親指と手のひらを洗います。
⑥手首も忘れずに洗います。
⑦水道水できれいに流します。

　近年、ご家庭や事業所のホームタンクなどから油類
が漏れ出す事故が多発しています。
　油類が漏れ出すと、近くに埋設されている水道管へ
染み込んで、水道水に臭いがついたり、河川などに流
出して、河川水を利用している水道や農業などに深刻
な影響を及ぼすことがあります。
　特に冬は灯油を扱う機会が多い時期です。油類の取
扱いには十分ご注意ください。

ホームタンクの取扱い注意点！　油類の取扱いにはご注意を！

～風邪・インフルエンザを予防しましょう～
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■資格適用期間（1年間）
　・物品・業務委託等
　　【平成 29 年 4月 1日～平成 30 年 3月 31 日】
　・建設工事、測量・建設コンサルタント等
　・圏域内の水道施設工事（本管工事）
　　【平成 29 年 6月 1日～平成 30 年 5月 31 日】

～中間受付及び建設工事業者の再審査のお知らせ～

■申請書等の入手方法
　　各申請用の様式等入手は、企業団ホームページより
　ダウンロードできます。（１月上旬～）
　　管財出納課では、書面で配布しています。

■受付期間　
　平成 29 年 2月 1日（水）～ 2 月 28 日（火）
　※土曜日、日曜日、祝日は除きます。
　※受付時間は 8：30 から 17：00 です。
　※郵送でも受付します。（締切日消印有効）

■圏域内建設工事業者の再審査について
　　圏域内の建設工事業者として、前回業者登録され
　た方は、再審査のため、経営規模等評価結果通知書
　（総合評定値通知書）と経営事項審査申請書の技術
　者名簿の写しの提出をお願いします。（郵送可）
　　また、圏域内の水道施設工事（本管工事）の登録
　業者は、施工能力審査申請書の提出も必要です。

■申請書等に関するお問合わせ先
　〒 039-1112 　八戸市南白山台一丁目 11-1
　問    管財出納課　管財契約グループ
　TEL  0178-70-7082　　　0178-70-7070
　H P   http://www.water-supply.hachinohe.aomori.jp

FAX

　平成 29 年度の建設工事、測量・建設コンサル
タント等、物品・業務委託等の入札参加を希望す
る方は、受付期間内に、競争入札参加資格審査申
請書を提出してください。また、登録済みの圏域
内建設工事業者の方は、再審査に必要な書類を提
出してください。

水道協力員施設研修会に参加しました

　10月21日、秋晴れの天気の中、水道協力員施設研
修会が行われました。企業団では、水道を利用してい
る方から意見や要望を聞き、事業運営や住民サービス
の向上に役立てるために、水道協力員制度を設けてい
て、この日は青森市の水道施設見学に26名の協力員
が参加しました。
　最初に向かった三内丸山遺跡では、館内を見学し、
豊かな縄文文化に触れ

このコーナーは広報編集員の
　　橋本　麗奈   が担当しました。

ガイドさんから
レクチャーを受けながら

歩く三内丸山遺跡▶

▶

浄水処理
について学ぶ

協力員

　協力員の方たちは「普段は施設になかなか入ること
のできないので、広くて驚いた。」「おいしい水が飲め
るのには、大変な処理がある事がわかった。水を大切
にしたい。」などと話していました。
　帰路では、紅葉真っ盛りの八甲田山をバスの車窓か
ら眺めながら、自然の恵みである水の大切さを改めて
考えた有意義な１日となりました。　次に向かったのは青森市企業局水道部の堤川浄水

場。ここでは水が家庭に運ばれるまでの様々な検査施
設や歴史などを学び、水に関しての知識を深めました。

ることができました。

平成29年度 入札参加申請等の受付について
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　職員数及び職員の任免に関する状況
(1) 職員数 (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 28 年 4月 1日現在）

平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

職員数 160 人 155 人 154 人 154 人 153 人
対前年増減数 ー 3人 ー 5人 － 1人   － － 1人

主な増減理由として、退職者の不補充が挙げられます。
※職員数は、一般職に属する職員数です。（平成 28 年「地方公共団体定員管理調査」による）

　平成 28 年 3 月には 6名の定年退職者、2名の普通退職が
あり、4月には 5名の新規採用者、新たに 2名の再任用者が
ありました。今後は、業務量を考慮し、新規採用者と再任用
者とを併せ、一定人数の採用を行います。

　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)

27 年度 7,394,250 千円 1,360,093 千円 860,769 千円 11.6％

区分 期末手当支給割合 勤勉手当支給割合 年間支給総額

27 年度 年間 2.5 月分 年間 1.5 月分 200,743 千円

総費用は、収益勘定による費用です。
（平成 28 年度「地方公営企業決算状況調査」による）

　勤務時間その他の勤務条件の状況

　分限及び懲戒処分の状況（平成 27年度） 　研修の状況

　服務の状況

　福祉の状況

　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 その他の手当 期末・勤勉手当 計
27 年度 154 人 559,693 千円 100,333 千円 200,743 千円 860,769 千円

(2) 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
297,981 円 325,456 円 40 歳 8月

※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、管理職手当です。

※職員数は、平成 28 年 3月 31 日の人数です。
その他の手当には児童手当、退職引当金を含みません。
（平成 28 年度「地方公営企業決算状況調査」による）

(2) その他の勤務条件の状況

(1) 勤務時間の状況

　有給の年次休暇、病気休暇、夏季休暇、看護に関する休暇、出産・
育児に関する休暇などのほか、無給の介護休暇があります。

(1) 分限処分者数：心身故障による病気休職者が 1名ありました。

(2) 懲戒処分者数：懲戒処分者はありませんでした。

　地方公務員法では、「職務命令に従う義務」「信用失墜行為
の禁止」「守秘義務」「争議行為の禁止」「営利企業の従事制限」
の服務の基本基準が規定されています。

※服務規律の遵守については、文書等により、機会のあるごとに
　周知徹底を図り、綱紀の粛正に努めています。

　企業団では、技術継承や人材育成のため、自己啓発研修、
職別基本研修、配管実技講習会などの内部研修、日本水道協
会や東北自治研修所での外部研修、先進都市への短期派遣研
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。

(3) 職員の主な手当の状況
　  期末手当・勤勉手当

他に、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。

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

38 時間 45 分日勤 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

問 総務課 人事研修グループ TEL 0178-70-7021

人事行政の運営状況について
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　普段の消防団の活動は？

　お花屋さんへの転身は？

　実際の火災現場では…

▲ 観閲式での訓練披露の様子

◀ 町民に火災予防を
　    呼びかける団員

　南部町には消防団女性分団があります。それを束
ねる分団長が工藤久美子さん（56歳）。平成17年
11月から男性団員に交じり分団の一員として活動。
その後、平成26年4月に南部町消防団女性分団が

　主な役割は、火災予防やチラシ配布等の啓発、広報
活動。火災現場では、被災者へのケア、飲料水、毛布 
の手配などを行う。
　6月に北海道で行われた女性消防団員活性化大会に
参加。制服姿で緊張の中、意識を共有することができ
たのは自信になった。
　行事が日曜日と重なるため、主婦の団員には負担に
なっている点が課題。8名からスタートし、今や18歳
　 　から58歳まで総勢26名。

もっと団員が増えてほ
しい。

　同僚の突然の死がきっかけで人生について考えた
時、消防団活動を通して人と接する大切さを痛感した
という。また、20年来趣味として続けてきたアレン
ジフラワーの存在が決断を後押ししてくれた。
　平成24年6月「フラワーショップ花ふうせん」開店
の際は、消防団員男女とも総出で手伝ってくれた。人
の繋がりの有難さを感じる。
　そういう店内の一角は、今や地元の人が集い、賑や
かな話の花が咲く憩いの場ともなっている。

　男性消防団員が消火活動する陰で、後片づけと被災
者の心のケアに、ヘルメットと長靴で奔走する女性団
員。実際ご近所の火災に遭遇し、必死で消火を手伝         
い自宅への延焼を免れた方がいる。恐怖とショックで
呆然自失の被災者に、地元の慣れ親しんだ言葉で寄り
添い、差し出された食糧と水。動揺し自分を見失って
いる人に、立ちあがる気力を与えた心遣いは、まさに
女性ならではのきめ細やかなサポートと言えよう。

　大量の放水で火災を食い止める一方で一杯の水で人
に生きる望みを与える「水」の持つ力。
　そして花にとって水は命。水やりには特に気を遣い、
かなりの力仕事だが、これが楽しみと話す工藤さん。
時には名久井農業高校でアレンジフラワーの講師とし
ての顔を持っている彼女の毎日は、忙しいが充実して
いる。
　「地域のことは私達にお任せあれ」と、自信に満ち
た笑顔の頼もしい女性分団長がそこにいた。

このコーナーは広報編集員の
 舘　冨美子 が担当しました。
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結成され、初代メンバーとなりました。町の給食セン
ター職員だった工藤さんが消防団員、花屋さんへと転
身した経緯や活動について伺いました。


