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ウイルス予防も蛇口から

   水道に関する理解を深めていただくため、今年
も 6月 1日から全国的に行われる水道週間。今年
のスローガンは、「生活も   ウイルス予防も   蛇口
から」です。感染予防のため水道水での手洗いを
続けましょう。
　　　　　　（手洗いの効果について、7ページに掲載）
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収益的収支 資本的収支

問 経営企画課 財政運営グループ  TEL  0178-70-7032

主な事業

令和３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～

支出
84億円

水道料金
79.6 億円

その他の収入
3.7 億円

その他の収入

長
ちょうきまえうけきんれいにゅう
期前受金戻入
8.9 億円

人件費
10.9 億円

借入金の利息
1.8 億円

減価償却費など
34.3 億円

収支差引
（純利益）
8.2 億円

建設改良費
56.4 億円

借入金の
元金返済
9.6 億円

国庫補助金など
8.1 億円

収支差引
（不足額）
46.9 億円

修繕費などの
維持管理費
37 億円

国庫補助金など

水道管の更新工事 ( 口径 800 ｍｍ )

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。

　令和３年度は人口減少などに伴う使用水量の減少により、水道料金の減収が見込まれていますが、
令和元年度から10年間の事業計画である「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 13㎞）
■ 馬淵川系導水管更新工事     　 （H29  ～ R5年度継続事業）
■ 蟹沢配水幹線更新工事       　   （R1   ～   R4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  ～  R3年度継続事業）

■ 白山浄水場中央監視制御設備更新工事
                                                           　　　         （R1    ～   R3年度継続事業）

■ 新目時配水池築造工事              （R2   ～   R4 年度継続事業）
■ 南郷 1号配水塔耐震改修工事 (R3   ～    R4 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 
11 億円

その他の収入

元金返済

●金額は、消費税込みです。

10.9 億円10.9 億円 11 億円

収入
92億2千万円

収入
19億1千万円

支出
66億円

〈水道水を作り、届けるための収支 〉 〈施設を建設・更新するための収支 〉

令和３年度　予算収支状況

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。
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２．試験会場　　八戸圏域水道企業団 （八戸市南白山台一丁目 11-1） 
３．申込方法　　水道企業団本庁舎１階受付で配布する採用試験申込書によります。
　　　　　　　　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

 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。

今年度の主な実施地区  【4月～ 12月】

企業団では、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、交換を実施する工事事業者が事前にお知らせします。
　ご理解とご協力をお願いします。

八戸市

階上町
南部町

金浜、鮫町、大久保、岬台、白銀町、白銀、白銀台、湊町、
湊高台、新井田、新井田西、市川町、南郷大字市野沢、
大字中野、大字島守　など

愛宕丁、下タノ沢頭、下モ沢向、古堂後、新蔵長根、
神明後、正場沢、正場沢長根、川原町、川原町西裏、
大渡道ノ下モ、沢向、追分、土井頭、大字上市川、
大字切谷内　など

苫米地　など
大字道仏　など

五戸町

在府小路町、川守田、同心町、梅内、二日町、六日町、
八日町　など

三戸町洋光台、東下谷地　など
おいらせ町

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

水道メーターを交換します
問 給水装置課
TEL 0178-70-7042

試験職種 職務内容 採用予定
人数 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6年4月2日以降に出生し、大学を卒業
された方（令和4年3月卒業見込みの方を含
みます。） 令和３年

  6月20日 （日）
令和３年

５月10日 （月）から
   6 月    1日 （火）まで土木 土木関係

技術業務 1名程度
平成6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4年3月卒業見込みの方を含みます。）

問 総務課 人事研修グループ
TEL 0178-70-7021

１．試験職種、受験資格及び試験日

※ 詳しくは、総務課人事研修グループまでお問い合わせください。
※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、試験日・試験会場が変更となる場合があります。
　 変更があった場合は、申込者に直接お知らせするほか、ホームページに掲載します。

企業団では、令和4年4月採用予定の職員を募集します。採用された場合は、地方公務員となります。

八戸圏域７市町に、安全・安心な水道水を
つくり、供給する仕事です。

試験案内・申込書

令和３年度　職員採用試験案内
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売市・城下・沼館・内丸・市街地地区等
㈲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
㈱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・白山台地区等

㈲住まいの便利や 0178-44-2303 八戸市根城一丁目
㈱若本住設 0178-72-5657 八戸市根城一丁目
㈱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

柏崎・江陽・小中野地区等
㈲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

諏訪・青葉・類家・南類家地区等
㈲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

長者・糠塚・吹上・中居林・田向地区等
㈲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
㈱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・豊崎地区等
㈱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
㈱ライフスタイルカンパニー 0178-28-8082 八戸市長苗代二丁目
㈲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
シティーメンテ合同会社 0178-38-8851 八戸市尻内町鴨田
東北水道設備工業㈱ 0178-27-6114 八戸市尻内町尻内河原
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・金浜地区等
㈱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
田村設備 0178-34-2130 八戸市白銀町栗沢道
水住 0178-79-7344 八戸市白銀町小沼
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・豊洲地区等
㈱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
マルタシステム 0178-28-6839 八戸市河原木二階堀
㈲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
奥羽クリーンテクノロジー㈱ 0178-44-1061 八戸市豊洲三丁目

是川・石手洗・十日市・新井田・妙地区等
㈱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

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

山﨑工業 0178-82-3565 八戸市南郷市野沢田ノ沢

令和3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

※ 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。
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階上町
中村設備 0178-88-5643 階上町蒼前東四丁目
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
㈱サンシステムライン 0178-88-6817 階上町角柄折石鉢

南部町
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
㈲日研設備 0176-55-4752 六戸町犬落瀬長漕
㈲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
㈱協和 017-739-7579 青森市荒川柴田
カシマ興業 017-766-8899 青森市三内稲本
相互建設工業㈱ 017-781-3564 青森市三内丸山
井尻住設 017-781-8956 青森市富田四丁目
㈱村下建設工業 0178-78-3311 新郷村戸来金ヶ沢尻
橋本電気工業㈱ 0179-32-2126 田子町田子天神堂向
( 同 ) 橋住建設工業 0176-58-2722 東北町上野北谷地
㈲三共設備工業 0176-56-5307 東北町上野軍事屋敷
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 十和田市赤沼下平
㈲村中水道設備 0176-72-2652 十和田市法量大筋
中由設備 0176-58-0733 十和田市東二十四番町
㈱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
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
㈲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
㈲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
㈱浅工務店 0175-74-2111 六ケ所村倉内笹崎
大羽建設㈱ 0175-74-2766 六ケ所村倉内笹崎

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
㈱菅文 0195-23-5115 岩手県二戸市堀野
㈱丸竹興業 0195-23-7751 岩手県二戸市米沢下平
二戸ガス㈱ 0195-23-4155 岩手県二戸市仁左平北井沢

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

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

・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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広報編集員コーナー 広報編集員として活動しています！
広報編集員：出町　明美

取材する「広報編集員コーナー」や、構成市町の水
に関する話題を紹介する「水紋」の記事を担当しま
す。水に関しての幅広い情報を分かり易く、更に楽
しんでもらいながら水道の事をご理解いただけるよ
う努めています。
　また、皆様からのご意見は、編集員への励ましと
なっています。これからも圏域の皆様に愛される「お
らほの水」を目指して参ります。

コーナー

　企業団では、水道を利用する方への情報提供の
ため、季刊広報紙「おらほの水」を発行していま
す。親しまれる広報紙を目指し、水道利用者の協
力を得て広報紙をつくる「広報編集員制度」を平
成 11 年から導入し、現在は 3名の編集員と企業
団職員の二人三脚で紙面づくりに励んでいます。
　編集員の活動は、主に広報紙の記事の取材を含
む執筆及び編集、編集員会議への出席です。水道
工事や防災訓練など、企業団の業務やイベントを 編集員会議ではたくさんのアイデアが

ドローンがもっと活躍する未来へ（秋号）
　　　                       　　　 　 三浦直美 編集員

※ 広報紙おらほの水のバックナンバーは企業団ホーム
　 ページに掲載しています。

”体に美味しい”こだわりのとうふ造り（夏号）
　　　                              　　　    橋本麗奈 編集員

馬淵川に帰ってくるサケ（冬号）
　　　                 　   出町明美 編集員

広報編集員が担当した水紋記事（令和2年度）

広報編集員募集

募集人数     2名
応募資格     圏域内に在住の方

　　　　　　 満20歳以上の方
　　　　　　 企業団の広報活動に関心のある方

※ 応募方法は、企業団ホームページに
     掲載しています。

広報紙づくりに

参加してみませんか？

広報編集員として活動しています！
親しまれる広報紙を目指して

    行政文書の開示状況
　 1．開示請求　　39 件
               全部開示
               部分開示
               不開示
               請求後取下げ 

令和２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。

2.   審査請求 　 0 件 0 件
0 件
0 件

1 件
0 件
0 件
0 件

33 件
  6 件
  2 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ません。

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

情報公開の状況 TEL 0178-70-7020

2．訂正請求
3．利用停止請求
4．審査請求

    個人情報の開示状況
　 1．開示請求　　1件
       

問 総務課 総務グループ

    活動内容     会議出席と記事の執筆　
応募締切     6 月7日（ 月 ）　必着

令和3年7月8日から、新たに紙面づくりに参加してくださる方を募集します。

問 総務課 広報文書グループ
TEL 0178-70-7022
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至 八太郎

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

場所：八戸市根城７丁目～
　　　根城6丁目 約140ｍ
規制：車線減少（一部夜間規制あり）
期間：令和3年9月から令和4年3月(予定)

水道工事のお知らせ

場所：八戸市長苗代四丁目～
　　　長苗代三丁目 約320ｍ
規制：車線減少（一部夜間規制あり）
期間：令和3年8月から令和4年3月(予定)

問 工務課  TEL  0178-70-7050

サンデー 八戸根城
八戸根城店

根城店

根城 6丁目

根城 7丁目

45

340
八戸㈱根城店

：  工事の区間

場所：八戸市大字類家字堤端～
　　　柏崎１丁目 約100ｍ
規制：車線減少（一部夜間規制あり）
期間：令和3年8月から令和4年3月(予定)

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

サンデー
八戸根城店

ローソン
八戸根城店

金剛園
根城店

パティスリー
ヤスヒロ

青森日産自動車㈱
根城店

ゆりの木通り

至  馬場頭

ツルハドラッグ
十八日町店

チャパティ

認定こども園
むつみ保育園

八戸第一生命
ビルディング

レオパレス
SANA

十一日町

アート引越センター
八戸支店

近物レックス㈱
八戸支店

出光
㈱東日本宇佐美東北支店
八戸産業道路給油所

至  内舟渡

Ｊ
Ｒ
八
戸
線

主要地方道八戸百石線

盛運輸㈱

規制：車線減少（一部夜間規制あり）

口径700 mmの耐震管を入れる工事
規制：車線減少（一部夜間規制あり）

口径 500 mmの耐震管を入れる工事

規制：車線減少（一部夜間規制あり）

口径 300 mmの耐震管を入れる工事

薄場皮膚科医院

セブンイレブン
柏崎１丁目店

　手を洗うことで、手のウイルスを減らすことができます。石けんやハンドソープ
を使った丁寧な手洗いを心がけましょう。

 水道水で手を洗ってウイルスを減らしましょう！

出典：厚生労働省HP（htt㎰ ://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html）をもとに作成

水道水で

ていねいに

手洗いの方法 残存ウイルス数

手洗いなし 約100万個

ハンドソープで 10秒もみ洗い後、
　流水で 15秒すすぐ

1回 数百個

2回 繰り返す 数個

手洗い１回 で 1万分の1

手洗い2回 で 100万分の1
（参考文献）森功次他：感染症学雑誌 . 80：496-500（2006）

　水道管の取替工事にともない、交通規制が行われます。下図の区間は口径の大きな管の工事
のため、特に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。

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
※ ご利用には「水道料金分割徴収申出書」の提出が必要です。

問 料金課  TEL 0178-70-7010
※ お電話の際、口座番号等を確認させていただきます。

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！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！
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第 63回 全国水道週間
令和 3年 6月 1日から 7日は

              

★ ★★★★★

　毎年 6月１日から７日は、厚生労働省が主唱する『水道週間』です。企業団では、水に関するポスター
コンクールとフォトコンテストを行い、作品展を開催します。

スローガン「 生活も ウイルス予防も 蛇口から 」

【問題1～4のヒント】　〇には、このなかのどれかが入ります。

日時：6  月1 日   (火) 13時   ～   6  月  7 日  (月) 13時

会場：八戸ポータルミュージアム  はっち  3F
　　          ギャラリー 3

　水道週間のメーンイベントとして例年６月に開催している水道フェスタは、今年度も新型コロナウイルス感
染症による感染拡大の防止のため、中止することとしました。毎年楽しみにしてくださっているみなさま、ご
協力いただいているみなさまには、誠に申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。

水道フェスタ中止のお知らせ

※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、予定を変更する
　 場合は企業団ホームページでお知らせします。

内容：「水のある生活・風景フォトコンテスト」
と「水に関するポスターコンクール」の
入賞作品を中心に展示します。

（八戸市三日町11-1  開館時間 9：00 ～ 21：00)

フォトコンテスト・ポスターコンクール入賞作品展

八戸圏域７市町の小学生から
　募集した水に関するポスター

全国から募集した
　水のある生活・風景の写真

にいだがわ(新井田川)、におい、すいどうかん（水道管）、おいらせがわ（奥入瀬川）、
たいふう（台風）、はいすいち（配水池）、じしん（地震）、みず（水）

白山浄水場では、馬淵川と○○○○○の 2つの水源を利用して水
道水を作っています。1

2 企業団では、水を安定してお届けするために、水道水を一時的に
○○○○○に貯めて水量や水圧の調整をしています。

3 企業団では、災害対策のひとつとして○○○に強い水道管 (耐震
管 )を使っています。

4 白山浄水場では、安全でおいしい水を届けるため、粉末活性炭を
加えて水の○○○などを取り除いています。

右下の職員は、なんといっているでしょうか？右のマスには、
下の1～4の〇に当てはまる文字が入ります。

問 題 

水を　　　　　
職員　　

☆ヒントはこのすぐ下に、答えは右下にあります。

★　　　　　★　　　　　★★　　　　　★　　　　　★　　　　　★　　　　　★　　　　　★　　　　　

1

2

3

4

★

★

★

★

   水道について知ってほしい！　水道クイズ ★

（水道クイズの答え  水をだいじに）




