【別添２】

平成２８年度点検整備推進関係イベント開催予定【９月～１０月開催分】
※実施日・会場等は予告なく変更する場合がございます。
詳細につきましては自動車整備振興会にお問い合わせ下さい。
都道府県

北海道

開催予定日

会場名

イベント名

問合せ

9月3日
10：00～17：00

(土)

マイカー点検フェア2016 イン 札幌

アリオ札幌内 ハーベストコート
（札幌市東区北7条東9丁目2番20号）

札幌地方自動車整備振興会

【☎011-7511411】

9月25日
10：00～14:00

(日)

2016クルマふれ愛感謝デー

函館運輸支局構内トラック協会・自販連駐車
場
（函館市西桔梗町555番地24）

函館地方自動車整備振興会

【☎0138-491411】

北見地方自動車整備振興会

【☎0157-244544】

旭川地方自動車整備振興会

【☎0166-512157】

宮城県自動車整備振興会

【☎022-2363322】

青森県自動車整備振興会

【☎017-7391801】

秋田県自動車整備振興会

【☎018-8236546】

石川県自動車整備振興会

【☎076-2912001】

東京都自動車整備振興会

【☎03-53652311】

9月18日
(日)
10：00～16：00
10月1日
(土)
10：00～16：00
10月4日
(火)
15：00～16：30
9月10日・11日 (土・日)
10:00～17：00

9月9日
13：00～15：00

(金)

北見ＹＥＧまつり

食と職の祭典

くらしフェア

北見経済センター
(北見市北３条東1丁目）
網走市総合体育館
(網走市駒場南1丁目8-1）

自動車点検整備推進キャンペーン

イオン北見（北見市北進町1丁目1-1）

中販連フェア

未確定

県内一斉マイカー無料点検所

宮城県

みやぎ生活協同組合 新田東店駐車場
(宮城野区新田東５－１３－１９）
みやぎ生活協同組合 幸町店駐車場
(宮城野区大梶7-10）
仙台市若林区役所駐車場
(若林区保春院前丁3-1）
大和町役場駐車場
(黒川郡大和町吉岡字西桧木1-1）
みやぎ生活協同組合 岩沼店駐車場
(岩沼市梶橋2-30）
ヨークベニマル塩釜店駐車場
(塩釜市野田14-34）
ヨークベニマル大街道店駐車場
(石巻市大街道東1-3-21）
イオンタウン古川駐車場
(大崎市古川沢田字筒場浦15）
道の駅米山ふる里センターY・Y前駐車場
(米山町西野新遠田67）
イオンスーパーセンター栗原志波姫店駐車場
(栗原市志波姫新熊谷11）
クリエみうら 松川店駐車場
(気仙沼市松川前100-1）
川崎町役場駐車場
(川崎町大字前川字裏丁175-1）

青森県

秋田県

石川県

東京都

9月17日
10：00～12：00
(土)
9月17日
13：00～15：00
9月4日
(日)
10：00～
9月22日
(日)
10：00～
9月3日・4日
(土・日)
10：00～16：00
9月10日・11日
(土)
10:00～15：00
9月18日
(日)
10：00～15：00
10月15日･16日 (土・日)
10：00～17：00

マイカー点検フェスティバルinバスまつ
り

仙台市匂当台公園市民広場
(仙台市青葉区本町3-9-2）

第20回自動車点検ふれあい
フェスティバル2016

青森運輸支局構内
（青森市大字浜田字豊田139-13）
八食センター南側駐車場
(八戸市河原木字神才22-2）
秋田駅前「アゴラ広場」
(秋田市中通2丁目6-1）
道の駅「うご」駐車場
(雄勝郡羽後町西馬音内字中野200）
鹿角市役所構内駐車場
(鹿角市花輪字荒田4-1）
秋田県立中央公園スカイドーム
(秋田市雄和椿川駒坂台4-1）

八戸自動車フェスティバル2016
第16回
あきたエコ＆リサイクルフェスティバル
マイカーてんけん日フェア

あきたＮＥＸＴモーターショー2016

小松どんどんまつり会場（ＪＲ小松駅東口広
場）
(小松市土居原町）

10月9日
9：00～16：00

(日)

10月16日
9：00～15：00

(日)

セーフティcarにばる石川2016
(石川の技能まつり内）

石川県産業展示館3号館
（金沢市袋畠町南193番地）

10月8日

(土)

みなと区民まつり

芝公園（増上寺）

10月1日・2日

(土・日)

すみだまつり

錦糸公園

10月8日・9日

(土・日)

足立区民まつり

10月9日

(日)

小松どんどんまつり内

A-FESTA2016

荒川河川敷

江戸川区民まつり

篠崎公園

10月14日～16日 (金～日)

葛飾産業フェア

葛飾テクノプラザ

10月15日・16日 (土・日)

江東区民まつり

木場公園

10月30日

(日)

10月8日・9日

(土・日)

10月16日

(日)

町屋文化センター
中野フェスタ

中野四季の森公園

練馬まつり

豊島園

10月15日・16日 (土・日)

板橋区民まつり

板橋第一中学校

10月29日・30日 (土・日)

大塚商人（あきんど）まつり

ＪＲ大塚駅前

1/3

東京都

都道府県

東京都自動車整備振興会

開催予定日
10月15日

(土)

小金井市民まつり

小金井公園

10月16日

(日)

きよせ市民まつり

清瀬駅北口

10月22日

(土)

技能祭

多摩職業能力開発センター

10月22日・23日 (土・日)

いなぎ市民まつり

稲城中央公園

10月29日・30日 (土・日)

武蔵村山デェダラ祭り

真如苑プロフェクト用地

福生産業祭

福生市営野球場

マイカーステーション2016

新都市プラザ
（横浜新都市ビル地下2階）

10月30日
神奈川県
埼玉県
群馬県

栃木県

静岡県

岐阜県

自動車点検まつり
自動車点検整備推進デー
（てんけんまつり）

(日)

10月16日
(日)
10：00～15：00
10月16日
(日)
10：00～16：00
10月22日
(土)
12：30～14：00
10月22日・23日 (土・日)
9：30～16：00
10月23日
(日)
10：00～16：00
10月23日
(日)
10：00～15：00
10月29日
(土)
10：00～16：00
10月29日
(土)
10：00～17：00
10月30日
(日)
10：00～16：00
9月10日・11日 (土・日)
10：00～15：00
9月17日
(土)
9：30～11：00
9月17日
(土)
13：30～15：00
10月1日
(土)
10：00～16：00
10月15日・16日 (土・日)
10：00～16：00
10月29日
(土)
10：00～16：00

問合せ

けやき通り

熊谷自動車検査登録事務所
(熊谷市御稜威ヶ原701-4）
群馬運輸支局構内
（前橋市上泉町399-1）

神奈川県自動車整備振興会
埼玉県自動車整備振興会
群馬県自動車整備振興会

【☎045-9342311】
【☎048-6241221】
【☎027-2610221】

道の駅 思川
(栃木県小山市）
交通安全・マイカー点検教室

第17回マイカービッグフェスティバル

(木)

10月22日
(土)
9：30～12：00
9月5日
(月)
7:30
10月1日
(土)
10：00
10月29日
(土)
10：00
9月25日
(日)
10：00～15：00
10月8日
(土)
10：00～16：00
10月8日・9日 (土・日)
11：00～15：00
10月9日
10：00～14：00

愛知県

(日)

9月17日・18日 (土・日)
10：00～17：00
10月23日
(日)
10：00～14：00
9月3日
(土)
10：00～15：00
9月11日
(日)
10:00～12:00
9月11日
(日)
13:00～15:00
9月11日
(日)
9：30～12:00
9月17日
(土)
9:30～11:30
10月16日
(日)
9：00～15：00
10月20日

山梨県

会場名

イベント名

【☎03-53652311】

交通安全・マイカー点検教室

自動車点検整備推進広報活動
自動車点検整備推進デー
車ふれあい祭り2016
北支部
点検整備促進啓発活動
犬山支部
点検整備促進啓発活動
蟹江支部
点検整備促進啓発活動

佐野市中央公民館
(栃木県佐野市）
栃木県自動車整備振興会
(栃木県宇都宮市）
道の駅 うつのみや ろまんちっく村
(栃木県宇都宮市新里町丙254番地）
足利警察署
(栃木県足利市）
鹿沼市職業訓練センター
(栃木県鹿沼市）

イトーヨーカドー甲府昭和店 駐車場
（中巨摩郡昭和町西条13-1）
アイメッセ山梨
(甲府市大津町2192-8）
あいち自動車学校（ふれあい交通博）
（名古屋市北区成願寺1−6−50）
犬山市南部公民館（犬山市産業振興祭）
（犬山市羽黒摺墨11）
蟹江町役場（蟹江町民まつり）
（海部郡蟹江町学戸3丁目1）
庄内緑地公園（区民まつり）
（名古屋市西区山田町大字上小田井字敷地
3527）

北支部
点検整備促進啓発活動
豊橋支部
点検整備促進啓発活動
中村支部
点検整備促進啓発活動

北区役所（きた・きたフェスタ）
（名古屋市北区清水四丁目17番1号）
児童遊園地内（豊橋まつり）
（豊橋市今橋町3）
中村公園（中村区民まつり）
（名古屋市中村区中村町木下屋敷）

一宮支部
点検整備促進啓発活動

住田自動車有限会社前（尾西まつり）
(一宮市参上字墓北27番地）

渥美支部
点検整備促進啓発活動

田原市文化会館（田原市民まつり）
（田原市田原町汐見5番地）

中川支部
点検整備促進啓発活動

露橋公園・露橋小学校（区民まつり）
（名古屋市中川区露橋）

稲沢支部
点検整備促進啓発活動

稲沢市勤労福祉会館（福祉まつり）
（稲沢市朝府町5‐1）

第11回ふじのくに交通安全県民フェア

【☎028-6594370】

山梨県自動車整備振興会

【☎055-2624422】

愛知県自動車整備振興会

【☎052-8823834】

静岡県自動車整備振興会

【☎054-2630123】

岐阜県自動車整備振興会

【☎058-2793721】

三重県自動車整備振興会

【☎059-2265215】

ＪＲ甲府駅

緑支部
点検整備促進啓発活動

第10回ふじのくに交通安全県民フェア

栃木県自動車整備振興会

ツインメッセ静岡
(静岡市駿河区曲金3-1-10）

マイカー点検キャンペーンin道の駅
「古今伝授の里やまと」

道の駅「古今伝授の里やまと」
（郡上市大和町剣164）

マイカー点検キャンペーンin道の駅
「そばの郷らっせいみさと」

道の駅「そばの郷らっせいみさと」
（恵那市三郷町佐々良木1461-1）

マイカー点検キャンペーンin道の駅
「上矢作ラ・フォーレ福寿の里」

道の駅「上矢作ラ・フォーレ福寿の里」
（恵那市上矢作町3566-1）

マイカー点検キャンペーンinアピタ北方
店
マイカー点検キャンペーンin道の駅
「美濃白川ピアチェーレ」
マイカー点検キャンペーン
inアピタ美濃加茂店

アピタ北方店
（本巣市北方町平成二丁目3番地）
道の駅「美濃白川ピアチェーレ」
（加茂郡白河町河東3500-1）
アピタ美濃加茂店
（美濃加茂市野笹町2丁目5番65号）
カネスエ東員店
（員弁郡東員町大字山田2930-1）
イオンモール鈴鹿（鈴鹿市庄野羽山4-1-2）
亀山エコー（亀山市東御幸町222）
イオン津店（津市桜橋3-446）
イオン久居店（津市久居明神町2660）

9月3日
10：00～16：00
三重県

(土)
マイカー無料点検コーナー

2/3

都道府県

開催予定日
9月3日
10：00～16：00

会場名

イベント名
(土)

三重県

マイカー無料点検コーナー

松阪ショッピングセンターマーム
（松阪市船江町1392-3）
イオンタウン伊勢ショッピングセンター
ララパーク（伊勢市小木町538）

問合せ

三重県自動車整備振興会

【☎059-2265215】

大阪府自動車整備振興会

【☎06-66131191】

京都府自動車整備振興会

【☎075-6916462】

兵庫県自動車整備振興会

【☎078-4411601】

滋賀県自動車整備振興会

【☎077-5852221】

和歌山県自動車整備振興会

【☎073-4222466】

広島県自動車整備振興会

【☎082-2319201】

アピタ伊賀上野店（伊賀市服部町1788）
スーパーセンターオークワ名張店
（名張市夏見251-1）
主婦の店 せぎやま店
（尾鷲市瀬木山町11-57）
主婦の店

大阪府

京都府

10月1日
10：00～16：00
10月15日
10：00～16：00
9月18日
10：00～17：00
10月1日
10：00～16：00
10月16日
12：00～15：00

(土)

スーパーサンシ こもの繁盛店
（三重郡菰野町宿野363）

(土)

志摩市商工会館
(志摩市阿児町鵜方字小向井5012）

(日)

大東市民まつり

末広公園会場
(大東市末広町４）

(土)

マイカー点検フェスタinたんご

ショッピングセンター マイン駐車場
(京丹後市峰山町新町1606-1）

右京西京地区点検整備推進啓発活動

西京極スタジアム サンガフレンズスクエア
(京都市右京区西京極新明町29）

秋の交通安全フェスタinいたみ2016

阪神自動車学院（伊丹市池尻7-193）

尼ソニック2016

阪神 尼崎駅北 中央公園
(尼崎市東御園町93）

なだふれあい秋祭り

都賀川公園（神戸市灘区千旦通4）

マイカー点検フェアinナナファーム須磨

ナナファーム須磨
(神戸市須磨区外浜町4-1-1)

小野市産業フェスティバル2016

うるおい交流館エクラ
(小野市中島町72）

加東市秋のフェスティバル2016

加東市役所前
(加東市社50）

(日)

9月22日
(木)
10：00～17：00
10月2日
(日)
10：00～21：00
10月8日
(土)
10：00～15：00
兵庫県
10月10日
(月)
10：00～16：00
10月22日・23日 (土・日)
10：00～16：00
10月29日・30日 (土・日)
10：00～16：00
9月3日
(土)
10：00～16：00
9月22日
(木)
10:00～15:00
9月24日～25日 (土・日)
10:00～17：00
滋賀県
9月25日
(日)
10：00～15：00
10月16日
(日)
10:00～16：00
10月23日
(日)
10：00～15：00
10月16日
(日)
10：00～15：00
和歌山県
10月22日
(土)
10：00～15：00
9月3日
10：00～15：00
広島県

鳥取県

10月16日
9：30～16：00
10月23日
9：00～16：00

(土)

(日)
(日)

彦根ビバシティ
(彦根市竹ヶ鼻町43-1）
長浜自動車学校
湖北支部点検フェアー
(長浜市加田町950）
ＪＲ野洲駅南口
オクトーバフェスト&ジャズフェスin野洲
(野洲市小篠原）
無料マイカー点検デイ

もりやま環境フェア2016

守山市環境センター
(守山市幸津川町）

甲賀支部点検フェアー

信楽陶芸の森
(甲賀市信楽町勅旨2188-7）

ふれあい運動公園
(東近江市栗見新田町）
和歌山運輸支局
クルマジャンボリー
(和歌山市湊1106-4）
朝来検査場
2016マイカー点検イベント
（西牟婁郡上富田町朝来1270）
広島県自動車整備振興会テストセンター
（広島市西区観音新町四丁目13-13-3）
マイカーてんけん日
広島県自動車整備振興会福山支所テストセン
ター（福山市南今津町43番地）
中国運輸局広島運輸支局構内
第28回ＧＯ！ＧＯ！Ｃａｒにばる
（広島市西区観音新町四丁目13-13-2）
中国運輸局広島運輸支局福山検査登録事務所
第8回ＧＯ！ＧＯ！Ｃａｒにばるｉｎ福山
構内（福山市南今津町44番地）
能登川ふれあいフェア

いいことあるあるキャンペーン

鳥取県内（８月～９月に車検以外の定期点検実施車両

てんけんくんのWONWONﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

県下参加事業場

第1回水島ｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

ｻﾞ･ﾋﾞｯｸﾞ連島店大駐車場
（倉敷市連島町鶴新田1140-1）

(日)

第20回ﾊｰﾄﾌﾙﾏｲｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

岡山運輸支局構内
（岡山市北区富吉5301-5）

(土)

マイカーてんけん日

おのだサンパーク（山陽小野田市中川6-4-1）

(日)

大集合

8月～9月

8月1日～10月31
日
9月25日
9：30～16：30
岡山県
10月23日
10：00～12：30
9月3日
山口県
10：00～15：00
9月18日
徳島県
10：00～16：00
9月25日
10：00～14：00
10月16日
福岡県
10：00～14：00
10月23日
10：00～14：00
9月3日
（終業時間）
佐賀県
9月3日
10：00～15：00
10月15日
熊本県
10：00～15：30
10月16日
鹿児島県
10：00～16：00

熊野店（熊野市有馬町5280）

島根県

(日)

はたらく車

(日)
(日)

マイカー無料点検

（事業用除く）を対象に抽選を行う。）

脇町潜水橋 脇町側進入河川敷
(美馬市脇町大字脇町）
門司港レトロ多目的広場
(福岡県北九州市門司区港町5-1）
現在未定（豊前）

鳥取県自動車整備振興会
島根県自動車整備振興会

岡山県自動車整備振興会

山口県自動車整備振興会
徳島県自動車整備振興会

【☎0857-233271】
【☎0852-370041】
【☎086-2593500】
【☎083-9248123】
【☎088-6411500】

福岡県自動車整備振興会

【☎092-6413171】

佐賀県自動車整備振興会

【☎0952-308181】

ゆめタウン遠賀
(福岡県遠賀郡松の木1-1-1）

(日)
(土)

各会員工場
マイカー無料点検デー

(土)

道の駅「大和」（佐賀市）

(土)

第17回自動車まつり

(日)

県交通安全フェア

熊本運輸支局構内
（熊本市東区東町4丁目14-35）
日置市吹上浜公園
(日置市吹上町中原1353-5）

3/3

熊本県自動車整備振興会
鹿児島県自動車整備振興会

【☎096-3691441】
【☎099-2618515】

