
撮影場所：石岡幼稚園撮影場所：石岡幼稚園

■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。
■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。

2018.8.15
VOL.52

も　く　じ
平成30年度予算の概要 ……………………………………… 2
湖北水道企業団議会からの報告・議員・監査委員の紹介等 … 3
平成31年度職員募集のお知らせ・職員紹介 ………… 4～5
お知らせ（水道加入金の減免制度等）……………………… 6
水道水の水質検査結果報告 ………………………………… 7
市内小学生配水場見学 ……………………………………… 8



げん  か しょう きゃく  ひ

1,513,767
水道料金

661,824
人件費・動力費など

501,439
その他の費用

 426,428

(内部留保資金で補てん)

減価償却費

45,113
収支差益　　　　　　　　　　

21,049
加入金 145,101

その他の収益
14,110
工事負担金

584,583
不足額

10,000
予備費

135,766
企業債償還金

457,704
建設改良費

16億7,991万7千円
収入

16億3,480万4千円
支出

6億347万円
収入（補てん財源含む）

6億347万円
支出

4,777
他会計補助金

平成 30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（90.1％）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、その金額分の現金
が企業内に留まることになります（内部留保
資金）。そのため、資本的収支の不足額を補
てんする財源に充てることができます。

□収支及び財政状況
収益的収支では 4,511 万 3千円の収支差益
が発生する予定です。しかし、今後は「人口減」
「使用水量減」「設備更新による費用増」
等により、水道事業の経営はますます厳しくなる
ことが見込まれています。
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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）

企業団の議会員は、石岡市議会議員より６名、小美玉市議会員より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29年第３回定例会
平成2９年10月3日

平成28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

可決

可決

同意

平成 29 年度湖北水道企業団水道事業会計補正予算（ 第２号） について

平成 30 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30年第１回定例会
平成30年3月27日

平成30年第２回定例会
平成30年６月26日

定例会日時

（平成30年4月1日現在）

議　　案　　名 結  果



受 付 期 間　　平成30年10月 1日（月）～平成30年10月 31日（水）
第１次試験　　平成30年11月 25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31年1月中旬予定

◎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５8年４月２日から平成9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３1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３1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58年４月２日から平成9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３1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３1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，採用人数が変わることがあります。

◎受験手続

◎試験方法

実施要項および
受験申込書の取得

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

一次試験 社会人基礎試験，適応性検査，作文試験，技術職のみ専門試験を行います。

二次試験 口述試験　主に人物についての評定を目的に，集団討論や個別面接を行います。

　湖北水道企業団 総務課　TEL 0299-24-3232

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 31 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 31 年 4 月 1 日付採用）
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（寺田）365日、24時間体制で対応を求
められる水道事業において様々な当番業務
があることに驚きました。緊急時において
は、職員同士が協力して作業を行う姿勢が
見られ、支え合う大切さを日々感じていま
す。
（藤井）事務処理や現場対応等、日常業務

の中で覚えることはたくさんありますが、普段から先輩職員と情報共有
のため会話をする機会が多いので、疑問点など聞きやすく、新人職員と
して働きやすい環境にあると思います。
（大貫）若い職員が増えてきて、新しい考え方を聞くことができ、すご
く刺激になることが多いです。先輩職員として働きやすい職場の環境づ
くりはもちろんですが、企業団職員として一緒に成長できるよう心がけ
ています。また、水道事業は安心安全な水を供給するという使命があり
ます。共に力をあわせてがんばりましょう！

湖北水道企業団の志望理由を教えていただけますか？

湖北水道企業団の職場の雰囲気や感じている事はありますか？

職員の仕事内容等について　湖北水道企業団のHPでも紹介しております　ぜひご覧ください

湖北水道企業団

（藤井）水の大切さを感じていた経験があり、人々の生活を支える水道事業に携わりたいと思いました。
（寺田）学生時代に学んだ水環境の魅力と地域のために働きたい考えが一致し、湖北水道企業団を志望
  しました。

新人職員　藤井さん 新人職員　寺田さん
先輩職員　大貫さん

職員座談会

URL http://www.kohoku.org/

詳しくは
ホームページを
クリック!
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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

井戸水の約３割が水質基準に不適合です
（平成28年度茨城県内井戸水水質結果）

井戸水の汚れの原因
●雨水の流入 ●農薬等の有害物質

  による汚染
●家庭からの生活排水 ●事業所等からの排水



〈水道水の水質検査結果報告〉
平成30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 30 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 13.3 14.1
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 0.3
７ pH値 5.8 以上8.6 以下 7.9 7.8
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 1.0 0.5 未満
11 濁度 2度以下 0.1 未満 0.1 未満

※平成 30 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。
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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
　7月3日（火）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水を使用している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
　今年度より担当が変わり、なべさんからおのは
らになりました。
　企業団の採用を受ける前に読んだ広報誌が、2
年後には自分が作っているとは思ってもみなかっ
たので、時が経つのが早いなと感じています。
　湖北水道だよりを見て入ってくる後輩を楽しみ
にしています。                            （おのはら）

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

企業団職員を装った不審な電話にご注意ください
よそお

　最近、湖北水道企業団の職員（または企業団から委託された業者）を装い、
「口座振替が利用できなくなるため、口座番号を教えてほしい」「家の水廻りを無料で点検する」
などといった連絡が多数発生しております。

　湖北水道企業団では，お客様からのご依頼がない限り、突然お客様のお宅へ伺ったり、
水廻りの点検を業者に依頼したりすることはありません。
　
　不審な電話があった際には、
湖北水道企業団または石岡警察署（☎０２９９－２８－０１１０）へご相談ください。
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