
実 施 日 時 イ ベ ン ト 名 内　　　容 会場(市町村名) 問 合 せ 先 備 考

①１０月３日（月）
～１０月３１日（月）
②１１月１日（火）

～１１月１５日（火）
③１１月１日（火）
～１２月５日（月）

西関東連絡道路（大滝トンネル）
パネル展示リレー

　当事務所が整備する一般国道１４０号
大滝トンネルの事業の概要や効果を広く
一般の方に知っていただくため、パネル
展示を実施します。

①道の駅　大滝温泉（秩父市）
②道の駅　ひがしちちぶ（東秩父村）
③道の駅　はなぞの（深谷市）

西関東連絡道路建設事務所
TEL：0494-62-5811

・事前申込：不要

１０月１５日（土）
１２：００～１６：００

荒川・下水道フェスタ２０２２

　下水道探検ツアーや縁日コーナーなど
楽しいイベントを用意しています。また、
通水５０周年を記念して製作するデザイ
ンマンホールのお披露目を行います。

荒川水循環センター（戸田市）
荒川水循環センター
TEL:048-421-5861

・事前申込：不要
・時間内随時受付
・参加費：無料

１０月１６日（日）
１１月１３日（日）
１回目  ９：００
２回目１０：５０
３回目１３：２０

芝川体験クルージング

　プレジャーボートによる新芝川、荒川、
隅田川クルーシング(吾妻橋付近まで)・
乗船時間約１時間３０分、参加費200円、
3歳以下は乗船不可です。

芝川マリーナ(川口市)
(一財)
埼玉県河川公社
TEL：048-226-5953

・要申込(はがきで申込)
・詳しくは芝川マリーナまたは河川公
社のホームページをご覧ください。

１０月１７日（月）
～１０月３１日（月）

令和４年度住生活月間シンポジウム 　住まいに関する講演の実施 オンライン開催
埼玉県住まいづくり協議会事務
局
TEL:048-830-0033

・埼玉県住まいづくり協議会のHPの特
設ページ上での事前予約必須。

１０月２２日（土）
１３：３０～１６：００ 里川保全活動　つり体験教室

　つり体験及び河川周辺の清掃を行いま
す

一級河川男堀川（本庄市）
【本庄早稲田駅付近】

本庄県土整備事務所
TEL:0495-21-3141

・要申込：小学１年生～６年生の児童
と保護者10組（先着順）
申込先：（公財）本庄早稲田国際リ
サーチパーク

１０月２３日（日）
１０：００～１５：３０

県土づくりキャンペーン
at 越谷市民まつり

　越谷県土整備事務所で行っている
県土づくりの取組みについて、
パネル等で紹介します。

越谷市民まつり会場
（越谷市役所周辺）

越谷県土整備事務所
TEL：048-964-5221

・事前申込：不要
「越谷市民まつり」の会場内で実施し
ます。

１０月２９日（土）
～１０月３０日（日）

県土づくりキャンペーン
at 所沢市民フェスティバル

　川越県土整備事務所が取組む県土づ
くりの仕事をパネルで紹介。また、パネ
ル展示した内容のパンフレットを配布す
る。

所沢航空記念公園（所沢市）
川越県土整備事務所
TEL:049-243-2020

・事前申込：不要
「所沢市民フェスティバル」の会場内で
実施します。

１０月３０日（日）
１０：００～１６：００

県土づくりキャンペーン
at 幸手市民まつり

　杉戸県土整備事務所で行っているダム
の運転管理を紹介する
管内の刈草で作った堆肥を配布する

権現堂調節池第二公園（幸手市）
杉戸県土整備事務所
TEL：0480-34-2381

・事前申込：不要

１０月３０日（日）
１０：００～１５：３０

川の国埼玉 事業ＰＲ
　中川・綾瀬川流域の河川改修事業や
水辺再生事業をパネルで紹介します。

浦和美園駅から埼玉スタジアム２○○
２間の歩行者専用道路
（さいたま市緑区）

総合治水事務所
TEL：048-737-2001

・事前申込：不要
・浦和美園まつりの会場内で実施しま
す。

１１月１日(火)
～１１月１１日(金)

[土日祝を除く]
９：００～１７：００

公共建築工事のパネル展
　県や国が取り組んでいる公共建築をパ
ネルで紹介します。

埼玉県庁 (さいたま市浦和区)
[本庁舎～第２庁舎３階渡り廊下]

営繕課・設備課
TEL：048-830-5619

・事前申込：不要
11月1日は13:00から、11日は15:00ま
でとなります。国土交通省関東地方整
備局東京第一営繕事務所と共催

１１月６日（日）
【予定】

県土づくりキャンペーン
at 北本産業まつり

　事業紹介パネル展示 北本市役所駐車場（北本市）
北本県土整備事務所
TEL：048-540-8200

・事前申込：不要
※コロナウィルス感染者数の状況によ
り中止となる場合があります。

１１月１１日（金）
１０：００～１２：００

はたらくくるまの広場 　建設機械の試乗体験等を行います
さいたま県土整備事務所
（さいたま市南区）

さいたま県土整備事務所
TEL：048-861-2495

・さいたま市内の幼稚園児が参加（参
加者は決定済）
(一社)埼玉県建設業協会さいたま支
部協力

１１月１４日（月）
～１１月１８日（金）
１０：００～１６：００

朝霞県土整備事務所の道づくり
川づくり・管内工事のパネル展

　朝霞県土整備事務所・（一社）埼玉県
建設業協会朝霞支部が取り組んでいる
県土づくり関連の仕事をパネルで紹介し
ます。

一級河川黒目川（朝霞市）
［朝霞県土整備事務所前］

朝霞県土整備事務所
TEL：048-471-4665

・事前申込：不要
・（一社）埼玉県建設業協会朝霞支部
協力

１１月１４日（月）
１０：００～１４：００

有間ダムと名栗湖探検隊

　普段入ることのできない有間ダムの堤
体の内部に入り、監査廊を案内します
（新型コロナ感染状況によってはコース
変更あり）。
また、名栗湖上でカヌー試乗体験（負担
金あり）を行います。

有間ダム周辺 有間ダム堤体脇
（飯能市）

飯能県土整備事務所
TEL：042-973-2274

・事前申込：不要
・定員：150名(小学4年以上)
・参加費：ダム見学は無料
（カヌー試乗の方は施設利用料500円
を負担していただきます)
急な階段を歩きます。滑りにくい靴で
参加してください。

１１月１４日（月）
１０：００～１４：００

合角ダム見学会
　普段は入ることのできない合角ダム堤
体の中を見学し、ダムの構造や役割を
紹介します。ダムカードをもらえます。

合角ダム管理所（秩父市）
合角ダム管理所
TEL：0494-78-0285

・事前申込：不要（現地集合）
・急な階段を下るため、滑りにくい靴で
参加してください。（ダム堤体内の気温
は10℃程度）

１１月１４日（月）
１０：００～１６：００

熊谷県土整備事務所の
管内工事のスライドショー展示

　熊谷県土整備事務所が取り組んでい
る県土づくりの仕事をスライドショーなど
で紹介します。

道の駅　はなぞの（深谷市）
熊谷県土整備事務所
TEL：048-533-8778

・事前申込：不要

◆ キャンペーンイベント日程

楽しく学べ、役に立つイベントを県内各地で開催します。
見て歩いて体験できます。とことん説明します。
親子でいっしょに、友達どうしで、気軽に御参加ください。

令 和 ４ 年 度

埼玉県 県土づくりキャンペーン

子どもたちもみんなで来てね！

参加者応募が多数あったため、「芝川体験クルージング」は両日とも申込を締切っております。



実施日時 イ ベ ン ト 名 内　　　容 会場(市町村名) 問い合わせ先 備　考

１１月１４日（月）
９：３０～１６：００

県民の日 県庁オープンデー
土木に関連する体験型イベント

　土木に関する子供向け体験イベントを
行います。

埼玉県庁 (さいたま市浦和区) 県土整備政策課
TEL：048-830-5018

・事前申込：不要
・時間内随時受付
・参加費：無料

１１月１４日（月）
９：３０～１６：００

県民の日 県庁オープンデ―
高速道路・有料道路等に関する
PRブースの出店

　国土交通省（大宮国道事務所、北首都
国道事務所）、首都高速道路（株）、
NEXCO東日本、埼玉県道路公社に関す
るパネル展示、パンフレットの配布、有
料道路回数券の販売等を行います。

埼玉県庁 (さいたま市浦和区) 県土整備政策課
TEL：048-830-5025

・事前申込：不要

１１月１４日（月）
９：３０～１６：００

県民の日 県庁オープンデー
未来を築く建築鉄骨
DVD上映！「鉄女 in SAITAMA」

①鉄骨製造業について学ぶDVDの上映
②鉄骨造建築物のパネル展示
③鉄骨業界紹介のパンフレット等を配布
予定

埼玉県庁（さいたま市浦和区）
建設管理課
TEL:048-830-5191

・事前申込：不要
・埼玉県鉄構業協同組合との共催

１１月１４日（月）
９：３０～１６：００

（配布の種が無くなり次第終
了）

県民の日 県庁オープンデー
「花と緑で美しい埼玉を！」

①造園業のポスター等の展示
②季節の花や野菜の種の無料配布（先
着100名様）
③園芸相談の実施
④球根お箸でつかみとりチャレンジ（先
着30名様）

埼玉県庁（さいたま市浦和区）
建設管理課
TEL:048-830-5191

・事前申込：不要
・無料配布：先着100名（種）、先着30
名（球根）
・（一社）埼玉県造園業協会、（一社）
日本造園建設業協会埼玉県支部との
共催

１１月１４日（月）
９：３０～１６：００

県民の日 県庁オープンデー
「電気に親しもう！」

　〔エコ工作〕太陽光で動く工作を作成
し、ソーラーシステムを学ぶ

埼玉県庁（さいたま市浦和区）
建設管理課
TEL:048-830-5191

・対象：小中学生
・事前受付（当日）：必要
　　　　　　　　（先着50名）
・（一社）埼玉県電業協会との共催

１１月１４日（月）
９：３０～１６：００

県民の日 県庁オープンデー
測量体験はかってみよう！

　測量機器の展示や測量体験学習を行
います。

埼玉県庁（さいたま市浦和区） 用地課
TEL：048-830-5041

・事前申込：不要
・時間内随時受付

１１月１４日（月）
９：３０～１６：００

県民の日 県庁オープンデー
無電柱化に関するイベント

①無電柱化事業に関するパネル展示
②ＶＲによる電柱倒壊体験

埼玉県庁（さいたま市浦和区）
道路環境課
TEL:048-830-5098

・事前申込不要

１１月１４日（月）
９：３０～１６：００

県民の日 県庁オープンデー

都市計画に関するパネル展示
体験学習「埼玉のまち変化」

　埼玉のまちの変化を、昔と今の写真を
比べて楽しむクイズです。
　都市計画の役割を楽しみながら学ぶこ
とができます。

埼玉県庁（さいたま市浦和区） 都市計画課
TEL：048-830-5337

・事前申込：不要
・時間内随時受付
・参加費：無料
・対象：小学生以上

１１月１４日（月）
９：３０～１６：００

県民の日 県庁オープンデー
魅力あるまちづくりに関するパネル展
示

 埼玉版スーパー・シティプロジェクトな
ど、県内で取り組まれているいろいろな
魅力あるまちづくりをパネル等で紹介し
ます。

埼玉県庁（さいたま市浦和区） 市街地整備課
TEL:048-830-5387

・事前申込：不要

１１月１４日（月）
９：３０～１６：００

県民の日 県庁オープンデー
産業基盤づくりに関する「パネル展
示」

　これまでの産業基盤づくりの実績紹介
　埼玉の持続的成長を支える産業基盤
づくり取組方針の紹介

埼玉県庁（さいたま市浦和区） 産業基盤対策幹
TEL:048-830-5545

・事前申込：不要
・時間内随時受付

１１月１４日（月）
９：３０～１６：００

県民の日 県庁オープンデー
下水道を知ろう！

　下水道に関するクイズやゲーム体験な
どを行います。

埼玉県庁 (さいたま市浦和区) 下水道管理課
TEL：048-830-5440

・事前申込：不要
・時間内随時受付
・参加費：無料

１１月１４日（月）
①～⑤
10：00～
13：30～

⑥
10：00～15：00
（随時）

⑦・⑧
9：00～16：00
（随時）

⑨
10：00～

（２時間程度）

水循環センター施設見学会
　下水処理場の見学ができます。見学者
には記念品のプレゼントがあります。

①荒川水循環センター（戸田市）
②元荒川水循環センター（桶川市）
③新河岸川水循環センター（和光市）
④中川水循環センター（三郷市）
⑤古利根川水循環センター （久喜市）
⑥小山川水循環センター（本庄市）
⑦市野川水循環センター（滑川町）
⑧荒川上流水循環センター（深谷市）
⑨新河岸川上流水循環センター（川越
市）

①荒川水循環センター
TEL:048-421-5861
②元荒川水循環センター
TEL:048-728-2011
③新河岸川水循環センター
TEL:048-466-2400
④中川水循環センター
TEL:048-952-3351
⑤古利根川水循環センター
TEL:0480-22-3819
⑥小山川水循環センター
TEL:0495-21-7997
⑦市野川水循環センター
TEL:0493-63-1881
⑧荒川上流水循環センター
TEL:048-583-7525
⑨新河岸川上流水循環センター
TEL:049-224-2741

・事前申込
①②③④⑤⑨ 必要
(10月26日～11月9日の間に各施設へ
電話申し込み)
⑥⑦⑧ 不要
（⑥のみ5名以上の場合は要連絡）
・定員
①②③④⑤ 各回20名
⑥各回15名
⑨20名
・参加費：無料

１１月１９日（土）
～１１月２０日（日）
９：３０～１５：００

県土づくりキャンペーン
at 嵐山渓谷紅葉まつり

　東松山県土整備事務所が取り組んで
いる県土づくりの仕事をパネルなどで紹
介します。

嵐山渓谷バーベキュー場（嵐山町） 東松山県土整備事務所
TEL：0493-22-2333

・事前申込：不要
・嵐山渓谷紅葉まつり会場内で実施し
ます。

１１月下旬
「忍川の流域治水」パネル展示

（「忍川の流域治水」に関する取組）
パネル展示。

行田市役所（本庁舎）
正面玄関ロビー

行田県土整備事務所
TEL：048-554-5211

・事前申込：不要
・１週間程度

１２月３日（土） ミュージアムヴィレッジ大宮公園
「大宮公園野球場ツアー」

高校野球の聖地、大宮公園野球場を巡
るツアー。あなたも選手を体験！

大宮公園・大宮公園事務所
（さいたま市大宮区）

大宮公園事務所
TEL：048-641-6391

・要申込(はがきで申込)
・定員：20名(小学生以上)
・詳しくは大宮公園事務所のホーム
ページをご覧ください。

◆ キャンペーンイベント日程

中止


