
撮影場所：常陸風土記の丘撮影場所：常陸風土記の丘

■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。
■企業団では現在県企業局と１日当たり8，760㎥を買い入れる受水契約をしています。
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げん  か しょう きゃく  ひげん か しょうきゃく ひ

1,517,970
水道料金

635,966
人件費・動力費など

520,347
その他の費用

 425,910

内部留保資金

(内部留保資金で補てん)

減価償却費
41,400
純利益

20,142
加入金 126,911

その他の収益
12,529
工事負担金

548,277
不足額

10,000
予備費

128,410
企業債償還金

422,396
建設改良費

16億6,502万3千円
収入

16億2,362万3千円
支出

1,252万9千円
収入補てん

財 源

5億6,080万6千円
支出

平成 29 年度予算の概要
当企業団は、皆様からの水道料金を主要な収入源とした独立採算制となっています。
収入の９割以上（91.17％）が皆様からの水道料金です。

予算は、収益的収支予算と資本的収支予算に分けられています。

収益的収支 【消費税込み】（単位 : 千円） 【消費税込み】（単位 : 千円）資本的収支
<水道料金などの収益と安全な水の供給に係る収支> <水道施設の整備や借入金の返済に係る収支>

○減価償却費とは？
　現有資産の価値を、対応事業年度の収益に合
わせて配分した費用のこと。現金の支出を
伴わない費用であるため、これまで生じた利
益の積み立て分などを総称して、「内部留保
資金」といいます。内部留保資金は、資本的
収入の補てん財源として使われます。

□今年度の収支差額について
収益的収支では約 4,140 万円の黒字となっ
ていますが、資本的収支では不足額が約 5 億
4,828 万円生じております。不足額については、
内部留保資金を補てん財源として予算を計上し
ていますが、今後さらなる「人口減少に伴う
使用水量の減」「設備の更新による費
用の増」が見込まれ、水道事業は非常に厳しい
状況におかれています。 2
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☆湖北水道 企業団議会報告☆

☆議会 議員の紹介☆

☆監査 委員の紹介☆

☆企業団組織体制図☆

湖北水道企業団議会選出
学識経験者

村上  泰道
大山  進

谷田川  泰 勝村  孝行
島田  久雄 村上  泰道（議会選出監査委員）
菱沼  和幸（議長） 池田  正文
長島  幸男 藤井  敏生
小川  賢治（副議長） 大和田智弘

（議席順）

企業団の議会議員は、石岡市議会議員より６名、小美玉市議会議員より４名選出された、計10名で構成されています。

石岡市議会選出議員

小美玉市議会選出議員

平成2８年第３回定例会
平成28年9月27日

湖北水道企業団行政不服審査法施行条例を制定することについて 可決

可決

可決
可決
可決
及び
認定

可決

可決

同意

石岡市簡易水道事業に関する事務の受託の廃止について
平成28年度湖北水道企業団水道事業会計補正予算（第１号）について

湖北水道企業団行政不服審査法等の施行に伴う関係条例の整備に関する
条例を制定することについて

平成27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

湖北水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を
改正する条例について

平成29年度湖北水道企業団水道事業会計予算について

監査委員の選任につき同意を求めることについて

平成2９年第１回定例会
平成29年3月24日

平成2９年第２回定例会
平成29年６月27日

定例会日時

（平成29年4月1日現在）

議　　案　　名 結  果



受 付 期 間　　平成29年８月１日（火）～平成29年９月1日（金）
第１次試験　　平成29年10月 15日（日）
試 験 会 場　　グリーンパレス石岡 (石岡市茨城３-16-20 )
第２次試験　　平成29年11月下旬予定

◎職種・採用予定人員・受験資格

職　種 採用予
定人員 受　　　験　　　資　　　格

技術職
（土木・
　電気）

１名

１　昭和５７年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた人
２　下記のいずれかに該当する人
　ア　大学で，土木・土木（水道），電気のいずれかに関する専門課程を履修
または履修予定（来春卒業予定者を含む）の人

　イ　高校および専門学校において，土木または電気に関する科目を履修し，そ
の後，土木，電気または水道事業に関する実務経験が平成３０年３月末に２
年以上となる人

　ウ　土木または電気関係以外の大学および高校を卒業後，土木，電気および水
道事業に関する実務経験が平成３０年３月末に３年以上となる人

　エ　第三種電気主任技術者以上の資格を有する人

一般職 １名

１　昭和57年４月２日から平成8年４月１日までに生まれた人
２　下記のいずれかに該当する人
　ア　大学卒業以上（来春卒業予定者を含む）の人
　イ　高校卒業以上で，一般事務に関する簿記やコンピュータ，情報処理などの
資格を有する人

　ウ　高校卒業以上で，有資格者のもとで簿記やコンピュータ，情報処理などの
実務経験が平成３０年３月末に２年以上となる人

　エ　高校卒業以上で，一般事務の実務経験が，平成３０年３月末に４年以上と
なる人

※採用予定人員について，試験の結果によっては，採用人数を増やすことがあります。

◎受験手続

実施要項および受
験申込書の取得は

実施要項および受験申込書は，湖北水道企業団ホームページからダウン
ロードしてください。

URL　http://www.kohoku.org

☆この試験についての問い合わせ先
　湖北水道企業団 総務課
　電話 0299-24-3232
　住所　〒315-0041　石岡市田島二丁目６番４号

ひとりひとりが活躍
できる職場です! 

湖北水道企業団企業職員（地方公務員）募集のお知らせ
（平成 30 年 4 月 1 日付採用）

湖北水道企業団企業職員（地方公務員）募集のお知らせ
（平成 30 年 4 月 1 日付採用）
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「来年度の後輩に向けて」

湯浅 純一
「これからの抱負」

　私は給水グループとして、配管図のご案内や水道の申請
受付業務を行っています。
　市内で新しい家が建つ度に、微力ながら水道の申請、ご
案内でお手伝い出来たことにやりがいと嬉しさを感じます。
　水道を通じて、私たちと一緒にお客様の笑顔を創りあげ
ましょう。

　初めまして！４月より湖北水道企業団に入職した片山勲也です。
前職では客船の乗組員をしていました。その中で水道に興味を持
つことがあり、湖北水道企業団へ転職をしました。私は総務課に
配属されたので、電話対応業務やデスクワークが主な仕事となっ
ています。まだまだ水道関係の知識が無いので、職場の先輩方か
ら助けられながら日々業務を行っています。早く一人前の職員に
なれるよう頑張っていきます。

「来年度の後輩に向けて」
　採用から2ヶ月、私は現場とデスクワークの仕事をしています。
まだまだ初めての事が多いですが、先輩方がやさしく、プロの目
線で教われるとても良い環境です。私たちの仕事は、普段あまり
目にされないものです。しかし、水道に不具合が生じた際には現場
へ出動し、住民の生活を守ります。水道は住民の生活に直結し、
責任が重大ですが、やりがいと誇りを持つことができるお仕事で
す。私たちと一緒に石岡・小美玉の水道を支えていきましょう。

湯浅 純一湯浅 純一

片山 勲也片山 勲也

小野原 悠太小野原 悠太
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安全な水道に加入しましょう安全な水道に加入しましょう

適合
62.5％

不適合
37.5％

安心できる水は“水道水”で
　水道は浄水場で川の水や地下水に含まれているにごりな
どの不純物を取り除き，塩素によって殺菌を行い，きれい
な水にして皆様のご家庭に送り届けます。
　また，水道の水は，水道法によって51項目の水質基準
が定められ，安心して飲める水を供給するために厳しい検
査が行われています。
●やむを得ず井戸水を使用する場合は、1年に1回の水質検査を受けましょう。



〈水道水の水質検査結果報告〉
平成29年6月分

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、毎月検査を定期的に実施し、安心して飲める
水を給水しています。なお、平成 29 年 6 月分の水質検査結果は、次のとおりです。すべて水質基準を満たしております。

最新の検査結果
健康に関する項目

項　　　　　目 水道法水質基準 玉里新配水場系 柏原配水場系
１ 一般細菌 100個 /㎖以下 0 0
２ 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性

生活利用上又は施設管理上障害の生じるおそれのある項目
３ 塩化物イオン 200㎎ /ℓ以下 14.3 16.0
４ ジェオスミン 0.00001㎎ /ℓ以下 0.000001未満 0.000001未満
５ ２- メチルイソボルネオール 0.00001㎎ /ℓ以下 0.000001未満 0.000001未満
６ 有機物（全有機炭素（TOC）の量） 3㎎ /ℓ以下 0.4 0.5
７ ph値 5.8 以上8.6 以下 7.9 7.7
８ 味 異常でないこと 異常なし 異常なし
９ 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし
10 色度 5度以下 1.3 0.5 未満
11 濁度 2度以下 0.1 未満 0.1 未満

※平成 29 年度は、51 項目検査を年一回（7月）行い、上記 11 項目は毎月検査です。
　また、クリプトスポリジウム対策のため、指標菌検査を年４回（5月、8月、11 月、2月）行います。
　なお、過去に、指標菌が検出されたことはありません。
〈水質に関する問い合わせ〉　玉里新配水場　0299（26）5803

〈水道水中の放射性物質モニタリングについて〉
　企業団のモニタリング方針は、平成24年4月より柏原配水場、玉里新配水場での給水栓の水を週１回から月１回の頻度で
測定していましたが、平成 27 年度より、３か月に１回の頻度で検査を行うことになりました。
結果は、企業団のホームページ上で公表しています。
なお、企業団で受水しています、茨城県企業局の水質検査の結果の公表は、県企業局ホームページで公表しております。

〈企業団ホームページ〉
　http://www.kohoku.org/index.shtml

〈県企業局ホームページ〉
http://www.pref.ibaraki.jp/kigyou/002_water_supply/water_quality/index.html

水道の届け出・ご用命・お支払い等の
お問い合わせは第一環境㈱
お客様サービスセンターまで

漏水など、緊急の場合は
湖北水道企業団まで

0299-24-5558

0299-24-3232
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小 学 ４ 年 生 に よ る 配 水 場 見 学 の 様 子小 学 ４ 年 生 に よ る 配 水 場 見 学 の 様 子
　6月22日（木）に石岡東小学校の４年生が社会科見学のため玉里新配水場に訪れました。

　普段の生活の中で使用している水について、水をくみ上げてから家庭や学校の蛇口に送られてくるまでの
過程や、１日に配水場から送っている水の量や人数などについても学習しました。
　その後、配水場内にある着水井や配水ポンプ、自家発電機、配水池等の施設見学をしました。児童のみな
さんは学習を通して疑問に思ったことを積極的に質問し、職員が話す内容を熱心に聞いてメモをとるなど、
意欲的に活動していました。

編集後記
　楽しい夏休み。近所の子供達の遊ぶ声が聞こ
えます。我が家の子供たちは、皆成人してしま
い、一緒に遊ぶこともなくなりました。
　懐かしい声を聞きながら、早く孫と遊んでみ
たいなと思う今日この頃です。    （なべさん）

電話 0299-24-3232 E-mail kohoku@gold.ocn.ne.jp
FAX 0299-24-3263 U R L http：//www.kohoku.org/

編集・発行　　湖北水道企業団
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