全管連
ブロック

会員団体名

郵便番号

北海道
〔１〕 北海道管工事業協同組合連合会

東北
〔6〕

会員団体一覧

060-0032

ＴＥＬ

ＦＡＸ

札幌市中央区北2条東8-86-10

所在地

011(222)1815

011(222)3021

青森県管工事業協同組合連合会

030-0802

青森市本町4-3-14 青森市管工事業協同組合内

017(777)0055

017(722)5202

岩手県管工事業協同組合連合会

025-0063

花巻市下小舟渡540-1

0198(22)4747

0198(22)4747

宮城県管工事業協同組合連合会

983-0034

仙台市宮城野区扇町4-3-33 宮城県管工業協同組合内

022(239)6711

022(239)6601

秋田県管工事業協同組合連合会

010-0956

秋田市山王臨海町3-18

018(824)7761

018(824)2017

山形県管工事業協同組合連合会

990-0836

山形市南石関57-2

023(645)4301

023(645)4302

福島県管工事協同組合連合会

960-8021

福島市霞町9-23

024(535)3566

024(535)3337

茨城県管工事業協同組合連合会

311-1125

水戸市大場町997-1

029(240)5617

029(269)1262

栃木県管工事業協同組合連合会

321-0905

宇都宮市平出工業団地44-28 宇都宮市管工事会館2階

028(683)6372

028(683)6373

協同組合群馬県機械設備工業会

371-0847

前橋市大友町2-29-21 群馬県設備会館内

027(251)0332

027(251)2982

群馬県水道工事業組合連合会

371-0847

前橋市大友町2-29-21 群馬県設備会館内

027(251)0332

027(251)2982

埼玉県管工事業協同組合連合会

338-0002

さいたま市中央区下落合4-14-11

048(853)2777

048(853)9070

千葉県管工事業協同組合連合会

260-0024

千葉市中央区中央港2-5-14

043(246)5105

043(242)6032

神奈川県管工事協同組合連合会

231-0027

横浜市中区扇町1-2-1

045(681)6631

045(681)4355

甲府市管工事協同組合

400-0046

甲府市下石田2-30-25

055(228)8851

055(228)8842

107-0052

港区赤坂6-15-14

03(3583)7111

03(3583)7118

新潟県水道工事業協同組合連合会

951-8127

新潟市中央区関屋下川原町1-3-14

025(267)1865

025(233)6761

長野県水道工事業協同組合連合会

386-0014

上田市材木町1-2-31

0268(24)1329

0268(23)7351

北信越
〔５〕 富山県管工事業協同組合連合会

931-8325

富山市城川原2-9-10 富山市管工事協同組合会館内

076(438)6702

076(438)5929

石川県管工事業協同組合連合会

921-8043

金沢市西泉5-93

076(243)5121

076(243)5123

福井県管工事業協同組合連合会

918-8204

福井市南四ツ居1-1-9 福井管工事センター

0776(54)1301

0776(54)1989

愛知県管工事業協同組合連合会

460-0002

名古屋市中区丸の内3-14-11

052(961)6722

052(961)6724

静岡県管工事業協同組合連合会

420-0803

静岡市葵区千代田5-13-12

054(247)3131

054(247)7104

岐阜県管設備工業協同組合

500-8156

岐阜市祈年町8-7

058(245)1562

058(246)1902

三重県水道工事業協同組合連合会

510-0822

四日市市芝田1-2-9

059(353)8840

059(351)3613

滋賀県管工事業協同組合連合会

525-0034

草津市草津3-10-19

077(565)7338

077(516)7516

京都府管工事業協同組合連合会

606-8344

京都市左京区岡崎円勝寺町1-11

075(771)7281

075(751)7620

大阪府水道工事業協同組合連合会

530-0047

大阪市北区西天満3-6-32

06(6363)4631

06(6363)4638

奈良県管工事業協同組合連合会

630-8001

奈良市法華寺町212-3 奈良水道会館内

0742(36)9040

0742(36)9234

和歌山県管工事業協同組合連合会

640-8251

和歌山市南中間町12

073(436)6801

073(436)6804

兵庫県管工事業協同組合連合会

651-0094

神戸市中央区琴ノ緒町5-5-29

078(261)2612

078(261)2700

協同組合岡山県管事業協会

700-0921

岡山市北区東古松5-5-23

086(222)4311

086(222)7479

広島県管工事協同組合連合会

733-0833

広島市西区商工センター8-3-27

082(277)6331

082(278)6431

鳥取県管工事業協同組合連合会

680-0801

鳥取市松並町2-160 城北ビル303

0857(26)9355

0857(27)3211

松江管工事事業協同組合

690-0826

松江市学園南2-20-8

0852(23)3959

0852(23)4351

山口県管工事協同組合連合会

759-0134

宇部市大字善和203番地118

0836(62)0717

0836(62)0753

山口市水道工事協同組合

753-0043

山口市宮島町5-31

083(922)6504

083(922)6504

関東
〔８〕

東京
〔１〕 東京都管工事業協同組合連合会

中部
〔４〕

近畿
〔６〕

中国
〔６〕

香川県管工事業協同組合連合会

760-0018

高松市天神前5-30

087(831)9579

087(831)9579

愛媛県管工事協同組合連合会

790-0811

松山市本町７丁目2番地 愛媛県本町ビル2階

089(946)5550

089(946)5551

四国
〔５〕 徳島市指定上下水道工事店協同組合

770-0865

徳島市南末広町1-13

088(625)7510

088(652)4050

徳島県管工事業組合連合会

770-0865

徳島市南末広町1-13

088(625)7510

088(652)4050

高知市管工事設備業協同組合

780-8023

高知市六泉寺町93-15

088(832)2851

088(833)1794

福岡県管工事業協同組合連合会

810-0016

福岡市中央区平和3-20-10

092(531)3066

092(522)5287

佐賀県管工事協同組合連合会

849-0933

佐賀市卸本町3-30

0952(32)3100

0952(32)3101

長崎県管工事業協同組合連合会

850-0026

長崎市古町54番地

095(824)1011

095(828)1963

熊本市管工事協同組合

862-0956

熊本市中央区水前寺公園16-40

096(383)0215

096(384)0744

862-0956

熊本市中央区水前寺公園16-40

096(383)0215

096(384)0744

大分県管工事協同組合連合会

870-0906

大分市大州浜1-3-5

097(551)1637

097(556)9681

宮崎県管工事協同組合連合会

880-0014

宮崎市鶴島3-175-1 宮崎水道会館内2F

0985(29)6646

0985(29)6657

鹿児島県管工事業協同組合連合会

890-0064

鹿児島市鴨池新町21-1

099(257)0081

099(257)0123

沖縄県管工事業協同組合連合会

901-2221

宜野湾市伊佐4-4-1

098(911)6578

098(911)6578

九州
〔９〕 熊本県管工事業組合連合会

全国管工事業協同組合連合会
〒170-0004 東京都豊島区北大塚3－30－10
TEL：03-5981-8957 FAX：03-5981-8958
ホームページ http://www.zenkanren.or.jp/

R2.2

全国管工事業
協同組合連合会
地域に根ざし、水道の安心・安全確保に貢献
略称・全管連（国土交通大臣認可団体）

本会は、約600団体に所属する1万6千社の所属員企業を全国に擁しており、皆さんが日々
生活していくうえで、最も基本的な水道というライフラインを支える給水装置工事事業者の
中央団体であります。
私たちは、国家資格である給水装置工事主任技術者をはじめ、熟練配管工、給水装置工事
配管技能者を擁して工事に当たるのは勿論のこと、防災活動に貢献できる組合組織の強化
並びに技術・技能の研鑽に努め、より一層地域社会の信頼に応えて参ります。
今後も皆さまのお役に立てますよう、また組織の一層の発展のため、精進を重ねて参り
ますので、温かいご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

全国管工事業協同組合連合会

会長

藤川 幸造

管工事とは
ひとことでいえば、給排水、衛生、冷暖房、空気調和等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、
水蒸気等を送配するための設備を設置する仕事です。
具体的にはこんな仕事が含まれています。

全管連の活動事業
要望・陳情
藤川会長を先頭に、政府・与党の要人を訪問し、業界の発展の
ために以下の事項について強く訴えてきました。
①水道予算増額及び地方財政措置の拡充による水道管路更新の
促進
②改正品確法の趣旨を踏まえた工事発注の徹底
③指定給水装置工事事業者の更新制度の的確な運用

若年技能者の人材確保・育成
①給水装置工事主任技術者の資格取得支援
②給水装置工事主任技術者研修会の実施協力
③給水装置工事配管技能検定会の開催協力
④技能検定、技能五輪大会（国際・全国）及び技能グランプリ
への支援
⑤業界及び入職促進PRのための活動
⑥「設備施工系共通配管基本実技シート」、
「実演DVD」の作成
配布
⑦全国設備工業教育研究会に対する活動支援
"新３K"の業界へ

◉水道配水（小管）布設工事、給水管取出し工事

給料

老朽化した水道管を耐震菅と取替えたり、水道管本管から取出して宅地内に引込む工事

◉給排水・給湯設備工事、衛生設備工事
水道、排水、汚水、消火設備等の工事

災害への対応―ライフラインの守り手として―

Kyuryo

休日

希望

Kyujitsu

Kibou

未来を繋げる管工事が
君達を待っている

◉空気調和設備工事、冷暖房設備工事

家庭や事務所のルームクーラーやエアコン等の工事

このように、市民生活や都市機能にとって、なくてはならない大切な仕事が管工事業なのです。
全国管工事業協同組合連合会

全国管工事業協同組合連合会

組織図

全国管工事業協同組合連合会
（全管連）

業務執行部門

６部門
総務、経理、経営、広報、事業、技術

常設委員会

総務、
経理、
経営、
広報、
事業、
技術、
災害対策

全国10ブロック

※賛助会員 75団体・社

全管連青年部協議会

28都道府県 31団体 約1,600社

会員の技術資格取得支援のために受験対策図書等を発行・
斡旋しています。
また、
「 全管連手帳」は業務に役立つ資料が満載で毎年管工
事に従事する方々からご好評をいただいています。

会員団体

47都道府県支部

所属業者
約15,300社

全管連会館―災害時の拠点として―
「ライフラインを守る」
「 命の水を届
ける」という全管連の使命と責任を果
たすため、平成31（2019）年2月に旧
会館跡地に竣工した会館は地上4階建
ての鉄骨造で、延床面積は622・40平
方メートル。万全な地震対策を講じて
おり、全管連の新たなシンボルとして
はもちろん、災害時の拠点としても活
用されます。
〒170－0004 東京都豊島区北大塚3－30－10
TEL：03－5981－8957 FAX：03－5981－8958
ホームページ http://www.zenkanren.or.jp/

所属団体
約600組合

事務局

紹介ムービーは
こちらから▶

図書・手帳

ブロック

全管連に所属する管工事組合及び約1万6千社の組合員企業は、
水道事業体と連携して、国民が日々生活する上で最も重要な
ライフラインである水道を支えています。
近年各地で頻発する地震や集中豪雨等自然災害の発災時から
応急給水が始まり、復旧段階となった時に現場へいち早く駆け
付け従事するのは我々管工事業者です。その多くが組合に所属
する“まちの水道屋さん”であり、地域の守り手でもあります。
全管連の会員組合の7割が地元水道事業体と協定を締結し
日頃より応急復旧や応急給水の訓練を行うなど、地域の実情に
見合った訓練を行うことで、
行政や地元住 民と強固な
協 力 関 係を構 築しながら
災害時への備えを強化して
います。
全管連では、地震等緊急
時における応急復旧活動の
一層の強化・充実を図り、
今 後さらに迅 速 かつ 系 統
的に災害対応が図れるよう
会 員 組 合 の 指 標 となる
「 地 震 等 緊 急 時 に お ける
応 急復旧対応マニュアル」
「災害時に備えたレンタル
機材及び資材の確保・調達の
ための協定締結事例集」を
作成しています。

機関紙（誌）
保険
全国団体としてのスケールメリットを活かし、所属員企業の
雇用の確保・安定と経営基盤の確立を図るため、3つの共済
制度を実施しています。
①福祉共済制度
②法定外労働災害補償制度
③管工事賠償補償制度

全国の会員企業等に対する
情報提供のために、毎月「全管
連ジャーナル 」及び「 全 管 連
ニュース」を発刊しています。
両誌
（紙）
では、
関係行政機関の
動向、全国の組合の先進事例、
技術情報の解説等を掲載して
います。

