埼玉県水道キャンペーンへの参画について
埼管連
埼玉県企業局が中心となって企画した「水道キャンペーン」について、埼管連として、
次のとおり参画する。
１

２

キャンペーンの概要
(1) 日 時
２５年８月１０日(土)・１１日(日) 《 新都心水掛祭りに併せて開催 》
(2) 会 場
ＪＲさいたま新都心駅コンコース 《 駅からけやき広場へのコンコース 》
(3) 規模等
１８ブース 《 県企業局 ・ さいたま市 ・ 川口市 ・ 水関連企業等が出展 》
埼管連出展計画
(1) 水道事業体のキャンペーンにつき、連合会・組合のＰＲのため、広報委員会の活動
として１ブースに参画する 〔６月５日(水) 正副会長会議 決定〕
(2) 費用等は、埼管連の教育情報事業費から支弁する〔出展費(4 万円)、運搬・費用弁償等〕
(3) 出展内容は次のとおり。
① 水道本管から蛇口までの設備模型の展示〔さいたま市(協)から借用〕
② 東日本大震災における復旧活動及び連合会災害復旧訓練写真パネルの展示〔全管連
からの借用〕

③ チラシ及び広報グッズの配布〔全管連作成及び関係企業からの提供品など〕
④ その他〔今後 検討〕
(4) 実施方法等
事務局及び広報委員が各日２名程度張付き(搬入出を考えると延べ６人／２日)。
部材の用意、企業局との調整などは、事務局が担当。
ブース出展イメージ(案)
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あなたの近 くに

私たちは 水道・下水道工事の プロフェッショナル です

埼玉県管工事業協同組合連合会
さいたま市中央区下落合 4-14-11
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さいたま市管工事業協同組合

さいたま市 中央区 下落合 4-14-11

048-853-5101

上尾市管工事業協同組合

上尾市 東町 1-14-19

048-774-3201

桶川北本管工事業協同組合

北本市 中丸 6-148

048-591-6618

伊奈町管工事業協同組合

北足立郡 伊奈町 小室 4684-5

048-724-1177

鴻巣市水道協同組合

鴻巣市 本町 2-7-21

048-541-3966

川口市管工事業協同組合

川口市 青木 5-16-25

048-251-7802

戸田市水道協同組合

戸田市 上戸田 1-5-10

048-443-9382

蕨市管工事指定店組合

蕨市 中央 2-31-1

048-431-5168
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朝霞市指定上下水道工事店協会

朝霞市 東弁財 3-2-59

048-461-2310

和光市指定上下水道組合

和光市 白子 1-1-12

048-464-1342

志木市指定水道工事店組合

志木市 中宗岡 2-13-14

048-473-5321

新座市指定水道工事店防災協力会

新座市 栗原 1-6-22

042-423-6626

川越市管工事業協同組合

川越市 三久保町 20-134

049-224-4667

東松山水工会

東松山市 松山町 3-1-4

0493-22-1115

毛呂山町指定水道工事店組合

入間郡 毛呂山町 前久保南 4-37-8

049-294-0807

吉見町管工事組合

比企郡 吉見町 大字本沢 19-2

0493-54-2158

三芳町指定上下水道工事店組合

入間郡 三芳町 藤久保 14-1

049-258-0882

坂戸鶴ヶ島水友会

坂戸市 中富町 48-10

049-281-7252

坂戸鶴ヶ島防災会

坂戸市 関間 4-1-8

049-298-6238

所沢市管工事業協同組合

所沢市 宮本町 2-14-11

04-2922-6185

入間市管工事協同組合

入間市 豊岡 3-8-15

04-2965-7343

狭山市管工事業協同組合

狭山市 大字堀兼 1955-5

04-2956-6640

飯能市水道事業協同組合

飯能市 双柳 531-5

042-974-3678

秩父市給排水設備指定工事店組合

秩父市 黒谷 1306-8

0494-24-9565

西秩父水道指定工事店組合

秩父郡 小鹿野町 小鹿野 973-7

0494-75-2100

熊谷市管工事業協同組合

熊谷市 拾六間 22-2

048-533-8101

本庄市管工事業協同組合

本庄市 千代田 3-2-11

0495-24-2501

上里町管工事業協同組合

児玉郡 上里町 大字金久保 1003

0495-33-3363

深谷市指定水道工事店協同組合

深谷市 西島町 2-12-1

048-573-0301

行田市水道工事業協同組合

行田市 長野 4913-3

048-553-5117

加須市指定水道工事店組合

加須市 大字北小浜 745-4

0480-62-5500

幸手管工事業協同組合

幸手市 大字平野 923

0480-48-1757

加須市騎西管工事組合

加須市 道地 1205-1

0480-73-7277

宮代町水道工事業者組合

南埼玉郡 宮代町 字山崎 745-2

0480-32-4817

春日部市管工事業協同組合

春日部市 栄町 1-53

048-761-3549

白岡市管工事業協同組合

白岡市 下野田 1004-11

0480-92-7555

蓮田市管工事業協同組合

蓮田市 黒浜 4796-1 石川ビル１階

048-769-2135

東
部

久喜市管工事業協同組合

久喜市 鷲宮 586-1 ラ･プリーマ 1階C号

0480-58-2013

杉戸管工事業協同組合

北葛飾郡 杉戸町 大字並塚 字南前614

0480-38-1001

越谷松伏管工事業協同組合

越谷市 大字花田 715

048-964-6633

草加市管工事業協同組合

草加市 氷川町 2104-12

048-927-2525

三郷市指定管工事業協同組合

三郷市 茂田井 243

048-953-5607

吉川市管工事協同組合

吉川市 栄町 912-2

048-981-7400

