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撮影場所　大井戸湖岸公園
■湖北水道企業団は石岡市の旧石岡市（関川地区を除く）と小美玉市の旧玉里村に給水しています。

令和 2 年度の決算について ・・・・・・・・・・・・・・・ 2
人事行政の運営状況・議会報告 ・・・・・・・・・ 3
災害対策・工事のときは注意 ・・・・・・・ 4・5
水道加入金の減免制度等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
漏水の見つけ方等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
年末年始休業のお知らせ等 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

も　く　じ



2

令和2年度の決算について

水道料金による収益
15億3,874万円

その他の収益
1億6,602万円

減価償却費
4億4,286万円

県水購入費
4億1,511万円

その他の支出
3億6,191万円

人件費 1億7,171万円

加入金 823万円

※収支差引額
1億4,287万円

維持費 1億7,853万円

収　　入
17億1,299万円

収　　入
17億1,299万円

支　　出
15億7,012万円

支　　出
15億7,012万円

？

水の妖精
「コホクン」

「減価償却費」って、どういう費用のことなの？Q.

※収支差引額は、消費税等を含んでいるため、実際の純利益の額とは異なります。

A. 施設の耐用年数に応じて、建設費用を年度ごとに費用化
したものだよ。「費用」ではあるけど、実際に現金を払う
わけじゃないんだ。

収益的収支（ご家庭に給水するための経費とその財源・消費税込）

支出に対する不足額
（内部留保資金で補てん）

3億5,718万円
企業債(借入金)

2億円

建設改良費
4億3,026万円

企業債償還金
1億6,591万円

他会計補助金 2,633万円 工事負担金 1,266万円

収　　入
2億3,899万円

収　　入
2億3,899万円

支　　出
5億9,617万円

支　　出
5億9,617万円

？
収入が約3億6千万円近く不足しているけど、事業運営は大丈夫なの？Q.

A. 確かに、事業運営は非常に厳しい状態だけど、これまでに生じた純利
益や減価償却費などの内部留保資金により、支出に対する不足額を補
てんしているんだよ。

資本的収支（水道施設を整備するための経費とその財源・消費税込）

？

令和2年度の主な建設改良工事について
○石綿管更新工事　4件（石岡市東光台地内　他3ヶ所）
○道路改良に伴う配水管布設替工事　3件（小美玉市高崎地内　他2ヶ所）
○その他配水管工事　3件（石岡市柏原地内  他2ヶ所）
○消火栓・洗管室設置工事　2件(石岡市総社地内　他6ヶ所）
○配水・浄水設備等に関する工事　4件(玉里新配水場・柏原配水場）

人事行政の運営状況について

1 職員の任免及び職員数

2 職員の給料等

湖北水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第４条の規定に基づき、
企業団職員の任免や給料、勤務条件などを公表するものです。
ホームページにて公表しているため、一部のみ掲載しております。

（1）採用・退職者数
令和3年3月31日時点での退職者は２名で、令和3年4月1日からの採用者は０名でした。

（3）採用試験
令和3年4月1日付採用予定者の試験は、第一次試験を令和2年11月22日に、
第二次試験を令和3年1月17日に実施しました。（採用者は０名）

※人数は延べ人数  
※新型コロナウイルスの影響により研修への参加を極力自粛しました。

※再任用短時間勤務職員は別の算定式による。

（2）職員数

（1）平均給料月額・平均年齢

区 分 令和２年度 令和３年度 増減
事 務 職 14 人 0
技 術 職 9 人 △1
再任用短時間勤務職 2 人 △1
合 計 25 人

14 人
8 人
1 人

23 人 △2

人事行政等
QRコード

議会報告等
QRコード

 湖北水道企業団議会報告

平均給料月額 平均年齢
300,645 円 41 歳 4 月

（2）初任給
学　歴 平均給料月額
大学卒 182,200 円
高校卒 150,600 円

主な職員研修（令和 2 年度）
各種研修会等派遣研修 ４人
コーチング研修 １人
評価者研修 ９人
被評価者研修 １８人

（3）休暇
付与日数 平均取得日数

1月1日を基準として1年あたり20日
(前年の繰越は20日の範囲内で残日数) 14.25 日

日　時 議案名 結　果
令和3年9月28日
令和3年第3回定例会

令和 2 年度湖北水道企業団
水道事業会計未処分利益剰余金
の処分及び決算の認定について

可決及び認定

（2）期末・勤勉手当 (令和2年度 )
区  分 期末手当 勤勉手当 合　計
６月期 1.300 月分

12 月期 1.250 月分
0.950 月分
0.950 月分

2.225 月分
2.200 月分
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～災害対策について～
湖北水道企業団では、主に地震等の災害による被害を少なくするため、そして
被害があった場合でもすぐに対応できるよう、様々な対策に取り組んでいます。

水道管の耐震化

給水タンクの組立訓練
古くなった管を撤去 地震に強い管に交換

工具不要で組立可能 完成
この給水タンクは容量 1㎥（1,000ℓ）で、2ℓのペットボトル500本分に相当する
水を供給することができます。

～工事のときは注意～
掘削を伴う工事の際に水道管を損傷・破損する事故が相次いでいます。
以下の点について、ご協力をお願いします。

配管状況の確認

掘削時の注意

LPG・灯油販売・上下水道工事
住宅設備機器販売

ガス・灯油販売 漏水調査・修理 各種リフォーム工事
蛇口の修理 ちょこっとお助け隊

キッチン・トイレのつまり
上・下水道工事 住まいをもっと快適に

生活雑貨・日用品 電気工事及び (株) 浅 野 燃 料
の販売 電気の販売 石岡市東光台5-1-1

☎0299-26-5498
エコキュートメンテナンス

いつもそこに”あさねん”のある暮らし

水道管の配管状況は
印刷してお渡しできます。
（※有料）

記録に残っていない水道
管が埋設されている場合
もあるので、掘削の際は
十分に注意してください！

緊急時の連絡

何か異常があったときは
すぐに湖北水道企業団
までご連絡ください！

※水道管を損傷・破損させた場合は、
原則、原因者に費用を請求致します。
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水道加入金の減免制度について

水道管の新設、増口径、井戸切替をご検討の皆様へ

クロスコネクションとは？

水道水が井戸などに流れた場合

井戸水などが水道に流れた場合

井戸切替をご検討または水道と井戸をお使いの皆様へ

湖北水道企業団では、水道加入金の一部減免制度を導入しているんだ。
申請の内容によって減免額が変わるので、詳しくは業務課まで問い合わせしてね。

水道加入金
88,000 円 ー ＝

減免
88,000 円

減免後加入金（税込）
0 円

上記はメーターの口径がφ20の場合の水道加入金（税込）になります。
メーターの口径の大きさや※条件によって、加入金と減免の金額が異なります。
水道加入金の他に手数料、工事費が別途かかりますので、ご注意ください。

水道の「給水管」と、井戸などの「水道以外の管」が直接接続されていることをいいます。
水道と井戸などを必要に応じてバルブで切替えて使用できる状態も該当します。
クロスコネクションは水道法第 16条により固く「禁止」されています。

（参考例）　井戸切替・・・水道工事を行い、使用する水を井戸から水道へ切替える場合

※一般住宅で台所やお風呂など生活用水として６年間使用していただくことが条件となります。

クロスコネクションは禁止されています！ ！

禁止！ 安心！

井戸など 井戸など

水道 水道

改善

クロスコネクションの配管例 改善された配管例

クロスコネクションによって生じた費用負担
または水質事故等の責任は原因者となること
がありますので、指定給水装置工事事業者へ
ご相談いただき、改善をお願いします。

バルブの故障や操作ミスにより多額の水道
料金が発生する可能性があります。

井戸水などが汚染されていた場合、周辺地域
の水質に悪影響を及ぼす可能性があります。

指定給水装置工事事業者業者一覧
QRコード

〈水道水の水質検査・水道水中の放射性物質モニタリング検査について〉

湖北水道企業団の水は安心してご利用いただけます湖北水道企業団の水は安心してご利用いただけます

湖北水道企業団では、安全で良質な水道水を供給するために、水道法に基づき、定期的に
検査を実施しており、その検査結果はすべての項目において水質基準を満たしています。
これらの『水質検査結果』及び『水道水中の放射性物質モニタリング検査結果』について
は、湖北水道企業団のホームページで公表しています。

水道メーターから敷地側で水が噴き出してしまった場合には、
メーターボックス内の止水栓を回して、止水して下さい。

水質検査結果等
QRコード

環境を創造し、生活に
生かす地域密着の会社

リフォーム・土木工事
給排水設備・解体工事

漏水・排水つまりなど

石岡・土浦・小美玉・笠間・行方・かすみがうら・牛久・つくば 上下水道指定工事店

〒 茨城県石岡市 茨城県知事許可
第３４０８５号

教えて　コホクン！　
漏水の見つけ方について

家の中の水道管が漏水してないか心配だな・・・
どうやって調べればいいんだろう？

水を使っていないのに、パイロットマークが回転する場合は
どこかで漏水している可能性があるよ。
ホームページに載っている湖北水道企業団の指定を受けた
工事事業者へ連絡してみよう。

パイロットマーク

止水栓
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クロスコネクションは水道法第 16条により固く「禁止」されています。

（参考例）　井戸切替・・・水道工事を行い、使用する水を井戸から水道へ切替える場合

※一般住宅で台所やお風呂など生活用水として６年間使用していただくことが条件となります。

クロスコネクションは禁止されています！ ！

禁止！ 安心！

井戸など 井戸など

水道 水道

改善

クロスコネクションの配管例 改善された配管例

クロスコネクションによって生じた費用負担
または水質事故等の責任は原因者となること
がありますので、指定給水装置工事事業者へ
ご相談いただき、改善をお願いします。

バルブの故障や操作ミスにより多額の水道
料金が発生する可能性があります。

井戸水などが汚染されていた場合、周辺地域
の水質に悪影響を及ぼす可能性があります。

指定給水装置工事事業者業者一覧
QRコード

〈水道水の水質検査・水道水中の放射性物質モニタリング検査について〉

湖北水道企業団の水は安心してご利用いただけます湖北水道企業団の水は安心してご利用いただけます

湖北水道企業団では、安全で良質な水道水を供給するために、水道法に基づき、定期的に
検査を実施しており、その検査結果はすべての項目において水質基準を満たしています。
これらの『水質検査結果』及び『水道水中の放射性物質モニタリング検査結果』について
は、湖北水道企業団のホームページで公表しています。

水道メーターから敷地側で水が噴き出してしまった場合には、
メーターボックス内の止水栓を回して、止水して下さい。

〈水道水の水質検査・水道水中の放射性物質モニタリング検査について〉

水質検査結果等
QRコード

環境を創造し、生活に
生かす地域密着の会社

リフォーム・土木工事
給排水設備・解体工事

漏水・排水つまりなど

石岡・土浦・小美玉・笠間・行方・かすみがうら・牛久・つくば 上下水道指定工事店

〒 茨城県石岡市 茨城県知事許可
第３４０８５号

教えて　コホクン！　
漏水の見つけ方について

家の中の水道管が漏水してないか心配だな・・・
どうやって調べればいいんだろう？

水を使っていないのに、パイロットマークが回転する場合は
どこかで漏水している可能性があるよ。
ホームページに載っている湖北水道企業団の指定を受けた
工事事業者へ連絡してみよう。

パイロットマーク

止水栓
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皆さんはじめまして！編集委員のごろうと申します！
突然ですが私の趣味は自転車（ロードバイク）とラーメンの
食べ歩き。
ラーメンをお腹いっぱい食べてもその分自転車でカロリー消
費すれば太るはずはない、というのが持論です！とは言え、
皆さんも食べ過ぎと塩分の取りすぎには注意しましょう！

（ごろう）

編集後記

編集・発行　 湖北水道企業団 湖北水道 ホームページ用
QRコード検索

電　話　０２９９－２４－３２３２
ＦＡＸ　０２９９－２４－３２６３

E-mail kohoku@gold.ocn.ne.jp
ＵＲＬ http://www.kohoku.org/

新型コロナウイルス感染症に関する水道料金の取り扱いについて

第一環境株式会社
マスコットキャラクター

水来(みく)ちゃん

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一時的に水道料金のお支払いに
困難な事情があるお客様からのご相談を受付けています。
ご相談については、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

湖北水道企業団お客様サービスセンター（第一環境㈱）
住所：石岡市田島２－６－４（湖北水道企業団内）
電話：０２９９－２４－５５５８ （平日　午前８:３０～午後５:１５）

お問い合わせ先

年末年始休業のお知らせ

12 月 29 日（水）から 1 月 3 日（月）まで年末年始のため業務を休業させていただきます。
休業中の対応は次のとおりです。

窓口を閉鎖するため、納入通知書でお支払いの方は、コンビニエンスストアでのみお支払いができます。
※納入期限を過ぎるとコンビニエンスストアでのお支払いはできません。お早めにお支払いください。

年末年始を含め、休日夜間を問わず、湖北水道企業団までお問い合わせください。
０２９９－２４－３２３２

水道料金のお支払いについて（納入通知書支払いの方）

漏水など　緊急の場合

年末年始修理当番事業者

当　番　日 事　業　者　名 住　　　　所 電　話　番　号
福井建設㈱

㈲磯設備工業
㈱長谷川工務店

㈱浅野燃料
興和工業㈱
九島産業㈱
㈱アレスコ
㈱坂本水工
島田住設㈲
小桜建設㈱

㈱岡建設
㈱小貫工業

石岡市茨城 3-17-4
石岡市並木 6-3
石岡市染谷 1189
石岡市東光台 5-1-1 
小美玉市中野谷 118
石岡市上林 88-1
石岡市鹿の子 1-18-12
石岡市若宮 1-8-8
小美玉市栗又四ヶ 2269-12
石岡市半田 1961 
小美玉市川戸 993
石岡市南台 2-31-2

0299-24-2840
0299-23-3250
0299-22-4543
0299-26-5498
0299-49-1103
0299-43-1171
0299-24-1026
0299-23-2048
0299-26-6840
0299-42-3174
0299-58-3572
0299-26-5611

曜日

令和3年12月29日

令和3年12月30日

令和3年12月31日

令和4年1月1日

令和4年1月2日

令和4年1月3日

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）


