
【別添２】

都道府県 イベント名 会場名

札幌地方 9月2日

10:00～17:00

(土) マイカー点検フェア2017 イン 札幌 アリオ札幌内　１Ｆ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

☎011-751-1411

函館地方 9月24日

10:00～14:00

(日) 2017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

函館地方自動

車整備振興会

☎0138-49-1411

釧路地方 9月10日

9:30～15:30

(日) 2017

「人と車のふれ愛フェスティバルinくしろ」

釧路運輸支局

検査場構内

釧路地方自動

車整備振興会

☎0154-51-5216

旭川地方 9月9日・10日

10:00～16:00

(土･日) 中販連フェア スーパーセンター

ベストム東神楽店駐車場

旭川地方自動

車整備振興会

☎0166-51-2157

9月10日

10:00～16:00

(日) 第2回TOYOTA GAZOO Racing PARK in福島 県営あづま総合運動公園

（福島市佐原字神亊場1）

10月14日・15日

10:00～17:00

(土･日) KFBまつり 郡山総合体育館

（郡山市豊田町3-10）

9月16日･17日

9:30～

(土･日) ＩＢＣまつり2017 岩手県産業文化センター アピオ

（岩手県滝沢市）

10月7日・8日

10:00～

(土･日) 山賊まつり 山賊まつり会場

（岩手県八幡平市）

10月21日

10:00～

(土)

10月22日

9:00～

(日)

9月3日

10:00～14:00

自動車ふれあいフェスティバル2017 青森運輸支局構内

（青森市浜田字豊田129-12）

10月15日

10:00～

八戸自動車フェスティバル2017 テクノルアイスパーク八戸

（八戸市新井田西4丁目1-1）

9月30日

10:00～17:00

(土)

10月1日

10:00～16:00

(日)

10月28日

10:00～17:00

(土)

10月29日

10:00～16:00

(日)

9月2日

10:00～15:00

(土) マイカーてんけん日フェア 道の駅象潟「ねむの丘」（構内）

（にかほ市象潟町字大塩越73-1）

10月7日・8日

10:00～16:00

(土･日) 第17回

あきたエコ＆リサイクルフェスティバル

秋田駅前　アゴラ広場

（秋田市中通2-7-2）

新潟県 9月23日

10:00～16:00

(土) ふれあいクルマ祭り 長岡自動車検査登録事務所

（長岡市摂田屋町外川2643-1）

新潟県自動車

整備振興会

☎025-285-2301

9月23日

10:00～14:00

クルマと人のふれあいフェア イオン飯田店

（飯田市上郷飯沼1575）

10月7日

9:00～14:30

2017市民ふれあい広場 大町市文化会館前広場

（大町市大町1601-2）

10月28日

14:00～16:00

伊那支部マイカー点検教室 箕輪町文化センター

（上伊那郡箕輪町大字中箕輪松島10291）

9月10日

10:00～16:00

(日) 「くるまと環境フェア～環境に優しく、

安全なカーライフを目指して～」

新宿駅西口広場イベントコーナー

すみだまつり 錦糸公園

足立区民まつり 荒川河川敷

10月8日 (日) 江戸川区民まつり 篠崎公園

10月20日～22日 (金～日) 葛飾産業フェア 葛飾テクノプラザ

10月21日・22日 いなぎ市民まつり 稲城中央公園

10月28日・29日 江東区民まつり 木場公園

埼玉県 10月22日

10:00～14:00

(日) 自動車点検まつり 春日部自動車検査登録事務所

（春日部市増戸723-1）

埼玉県自動車

整備振興会

☎048-624-1221

千葉県 10月7日

10:00～15:00

(土) 自動車点検フェスティバル 茂原ショッピングプラザアスモ

（茂原市高師1735）

千葉県自動車

整備振興会

☎043-241-7254

9月6日

7:30～

(水) 自動車点検整備推進広報活動 ＪＲ甲府駅

（甲府市丸の内1-1-8）

9月30日

10:00～

(土) 自動車点検整備推進デー イトーヨーカドー甲府昭和店

（中巨摩郡昭和町西条13-1）

東京都自動車

整備振興会

☎03-5365-2311

10月7日・8日 (土･日)

(土･日)

青森県自動車

整備振興会

☎017-739-1801

秋田県 秋田県自動車

整備振興会

☎018-823-6546

長野県 (土) 長野県自動車

整備振興会

☎026-243-4839

平成２９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）

岩手県 岩手県自動車

整備振興会

☎019-637-2882

紫波町産業まつり サン・ビレッジ紫波

（岩手県紫波郡紫波町）

開催予定日 問合せ

※実施日・会場等の変更やイベントが追加される場合もございます。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。

福島県 福島県自動車

整備振興会

☎024-546-3451

山梨県 山梨県自動車

整備振興会

☎055-262-4422

青森県 (日)

山形県 山形県自動車

整備振興会

☎023-686-4832さかた産業フェア 酒田市体育館

（酒田市入船町3-20）

マイカー点検フェスティバル 山形ビッグウイング

（山形市平久保100番地）

東京都



10月29日

9:00～

(日) つる産業まつり2017 都留市立谷村第一小学校

（都留市上谷1-1-2）

10月15日

10:00～15:00

(日) 北区区民まつり 北区役所・八王子中学校

（名古屋市北区清水4-17-1）

田原市民まつり 田原市文化会館

（田原市田原町汐見5）

豊橋まつり 児童遊園地内

（豊橋市今橋町3）

10月28日

10:00～16:00

(土) 福祉まつり 稲沢市勤労福祉会館

（稲沢市朝府町5-1）

9月2日

13:00～16:00

カネスエ東員店

（三重県員弁郡東員町山田字木之倉2930-1

イオンモール鈴鹿

（三重県鈴鹿市庄野羽山4丁目1-2）

亀山エコー

（三重県亀山市東御幸町222番地）

イオン津店

（三重県津市桜橋3-446）

イオン久居店

（三重県津市久居明神町風早2660）

松阪ショッピングセンターマーム

（三重県松阪市船江町1392-3）

イオンタウン伊勢ララパーク

（三重県伊勢市小木町曽祢538）

アピタ伊賀上野店

（三重県伊賀市服部町1788番地）

アピタ名張店

（三重県名張市下比奈知字黒田3100番地の

主婦の店 長島店

（三重県紀北町東長島981-2）

主婦の店 熊野店

（三重県熊野市有馬町字松原5280）

10月7日

10:00～16:00

スーパーサンシこもの繁盛店

（三重郡菰野町大字宿野字神明田363）

10月15日

10:00～16:00

志摩市商工会館

（三重県志摩市阿児町鵜方字小向井5012番

9月16日

10:00～16:00

(土) 2＆4 オートモーターフェス2017 大阪府咲州庁舎

（大阪市住之江区南港北1-14-16）

9月23日

10:30～15:00

(土) 2017おおさか交通安全

ファミリーフェスティバル

浜寺公園

（堺市西区浜寺公園町）

10月15日

9:00～15:30

(日) 大正区民まつり 大正区千島公園

（大阪市大正区千島2-7）

10月21日

10:00～16:00

(土) 産業交流フェア コミュニティプラザ平野

（大阪市平野区長吉出戸5-3-58）

10月22日

10:00～17:00

(日) 四條畷市民の集い 四條畷西中学校（四條畷市中野500-1）

市民総合体育館（四條畷市蔀屋285-21）

10月28日・29日

10:00～17:00

(土･日) かたのにぎわいフェスタ いきいきランド交野

（交野市向井田2-5-1）

9月30日

10:00～16:00

(土) マイカー点検フェスタinたんご ＪＡ京都　峰山支店

（京丹後市峰山町新町2471）

10月15日

10:00～15:00

(日) てんけんくんフェスティバル2017

in　京都

京都運輸支局構内

（京都市伏見区竹田向代町37）

9月24日

12:00～17:00

(日) 明石シルバー点検教室 兵庫県自動車学校 明石校

（明石市稲荷山町1649-4）

10月14日

10:00～15:00

(土) なだふれあい秋祭り 都賀川公園

（神戸市灘区千旦通4）

奈良県 10月29日

10:00～15:00

(日) 第9回 AUTO FESTA IN なら 奈良運輸支局構内

（大和郡山市額田部北町981-2）

奈良県自動車

整備振興会

☎0743-59-5050

9月2日

10:00～16:00

(土) マイカー点検デー ビバシティ彦根

（彦根市竹ケ鼻町43-1）

9月30日

8:00～15:00

(土) 湖北支部点検フェスティバル 長浜自動車教習所

（長浜市加田町950）

10月14日

9:00～14:00

(土) 交通安全フェア ドラゴンハット

（蒲生郡竜王町総合運動公園内）

10月15日

10:00～16:00

(日) 土山商工祭り

甲賀支部点検フェア

未定

10月21日

10:00～15:00

(土) メカニックフェスタ2017IN滋賀 ピエリ守山

（守山市今浜町2620-5）

10月15日

10:00～15:00

(日) クルマジャンボリー 和歌山運輸支局

（和歌山市湊1106）

10月21日

10:00～15:00

(土) 2017マイカー点検イベント 朝来検査場

（西牟婁郡上富田町朝来1270）

9月2日

10:00～16:00

(土) マイカー無料点検コーナー 三重県自動車

整備振興会

☎059-226-5215

和歌山県 和歌山県自動

車整備振興会

☎073-422-2466

三重県

愛知県

兵庫県 兵庫県自動車

整備振興会

☎078-441-1601

滋賀県 滋賀県自動車

整備振興会

☎077-585-2221

大阪府 大阪府自動車

整備振興会

☎06-6613-1191

京都府 京都府自動車

整備振興会

☎075-691-6462

10月22日

10:00～16:00

(日)

山梨県 山梨県自動車

整備振興会

☎055-262-4422

愛知県自動車

整備振興会

☎052-882-3834



10月8日

9:00～16:00

(日) GO!GO!Carにばるin福山 中国運輸局　広島運輸支局

福山検査登録事務所構内

10月22日

9:30～16:00

(日) GO!GO!Carにばる 中国運輸局　広島運輸支局構内

（広島市西区観音新町4-13-13-2）

島根県 8月1日～

10月31日

てんけんくんのＷＯＮＷＯＮ

プレゼントキャンペーン

県下参加事業場 島根県自動車

整備振興会

☎0852-37-0041

9月3日

10:00～14:00

門司港レトロ広場

ゆめタウン遠賀

点検教室 豊前・築上交通安全協会

（豐前市大字荒堀529）

マイカー点検 道の駅いとだ

9月2日 各会員工場

9月2日

10:00～15:00

道の駅「大和」

熊本県 10月21日

10:00～15:30

(土) 第18回自動車まつり 熊本運輸支局構内

（熊本市東区東町4-14-35）

熊本県自動車

整備振興会

☎096-369-1441

佐賀県 (土) マイカー無料点検デー 佐賀県自動車

整備振興会

☎0952-30-8181

福岡県 (日) マイカー点検 福岡県自動車

整備振興会

☎092-641-3171

10月15日

9:00～12:00

広島県 広島県自動車

整備振興会

☎082-231-9201



都道府県 会場名 所在地

釧路地方 9月10日

9:30～15:30

(日) 釧路運輸支局　検査場構内 釧路市鳥取大通6-3 釧路地方自動

車整備振興会

☎0154-51-5216

9月1日

13:30～16:30

(金) 有限会社ダイハツ販売斜里 斜里町青葉町32番地

9月4日

13:30～16:30

(月) 湊自動車工業株式会社 網走市新町2丁目

9月5日

13:30～16:30

(火) 有限会社中島自動車整備工場 津別町字本町86番地

9月6日～11日

13:30～16:30

(水～金・月)北見地域職業訓練センター 北見市東三輪5丁目

9月13日

13:30～16:30

(水) 遠軽自整協組 遠軽町学田132

9月19日

13:30～16:30

(火) 紋別自整協組 紋別市渚滑町3丁目

9月25日

13:30～16:30

(月) 興部町総合センター 興部町栄町

9月2日

10:00～

(土) イオンタウン釜石第2駐車場 岩手県釜石市

10月8日

10:30～

(日) 盛岡市大通り歩行者天国会場 岩手県盛岡市

マイヤ赤崎店 岩手県大船渡市

マイヤアップルロード店 岩手県陸前高田市

9月9日

9:00～11:00

(土) トラック協会 酒田市宮海字新林５７２−１５

10月1日

13:00～15:20

(日) マツキドライビングスクール長井校 長井市緑町７－４５

9月2日

10:00～15:00

(土) 道の駅象潟「ねむの丘」（構内） にかほ市象潟町字大塩越73-1

10月7日・8日

10:00～16:00

(土･日) 秋田駅前　アゴラ広場 秋田市中通2-7-2

9月23日

10:00～16:00

(土) 自動車整備振興会長岡支所 長岡市摂田屋町外川2697

9月24日

13:30～15:00

(日) 阿賀野市役所笹神支所駐車場 阿賀野市山崎77

9月30日 (土) 五泉市村松公民館 五泉市村松乙130

新潟県自動車整備教育会館 新潟市中央区東出来島12-6

荒川商工会館 村上市羽ｹ榎104-44

燕市吉田産業会館 燕市吉田東栄町14-12

ＪＡ新潟みらいドリームホール 新潟市南区七軒字前211-1

小千谷市民学習センター楽集館 小千谷市上ノ山4-4-2

柏崎地区交通センター 柏崎市日吉町6-15

妙高市勤労者研修センター 妙高市上町9-3

西頸城運送株式会社 糸魚川市寺島3-3-37

自動車整備振興会佐渡分室 佐渡市八幡2075-1

10月8日 (日) 燕三条地場産業振興センター 三条市須頃1-17

9月23日

10:00～14:00

(土) イオン飯田店 飯田市上郷飯沼1575

10月12日

又は19日

松本地域振興局

（長野県松本地方事務所）

長野県松本市島立1020

10月13日

13:00～15:00

(金) 上田日本無線株式会社 長野県上田市踏入2-10-19

10月17日

13:00～15:00

(火) 富士電機デバイステクノロジー株式会社 松本市筑摩4-18-1

☎018-823-6546

10月7日

13:30～16:00

(土)

長野県 長野県自動車

整備振興会

☎026-243-4839

問合せ

北見地方 北見地方自動

車整備振興会

☎0157-24-4544

岩手県 岩手県自動車

整備振興会

☎019-637-2882

秋田県 秋田県自動車

整備振興会

新潟県 新潟県自動車

整備振興会

☎025-285-2301

平成２９年度「自動車点検教室」（参加無料）開催予定（９月～10月開催分）

開催予定日

山形県 山形県自動車

整備振興会

☎023-686-4832

※開催場所が追加される場合もございます。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。

10月21日

9:00～

(土)



10月15日

10:00～12:00

(日) 長瀞町中央公民館 長瀞町野上下郷3312

10月19日

13:00～16:00

(木) 松伏町中央公民館 松伏町ゆめみ野東3-14-6

10月28日･29日

10:00～16:00

(土･日) 所沢市航空公園 所沢市並木1-13

10月7日

10:00～15:00

(土) 成田赤坂中央公民館 成田市赤坂1-1-3

10月14日・15日

10:00～15:00

(土･日) 野田市文化センター 野田市鶴奉5-1

9月24日

10:00～

(日) スーパーマーケットバロー瀬戸西店 瀬戸市西本地町2丁目250番地

9月26日

10:00～12:00

(火) 小牧勤労センター

9月30日

9:30～12:00

(土) 豊田スタジアム

10月1日

9:00～13:30

(日) イオン守山店

10月3日

13:00～15:00

(火) ピアゴ上和田店

10月6日

13:00～15:00

(金) 春日井市総合福祉センター

10月7日・8日

11:00～15:00

(土･日) 蟹江町役場（蟹江町民まつり）

10月8日

10:00～14:00

(日) 庄内緑地公園（区民まつり）

10月13日

14:00～16:00

(金) ピアゴ吉良店

10月14日

10:00～16:00

(土) 犬山市南部公民館（犬山市産業振興祭）

10月15日

10:00～15:00

(日) 北区役所・八王子中学校(北区区民まつり)

10月15日

10:00～12:00

(日) ノリタケの森

10月21日

10:00～12:00

(土) ヨシヅヤ津島　北テラス

10月21日

10:00～15:00

(土) スーパーヤマダイうばこ店

10月21日･22日

9:30～16:00

(土･日) 住田自動車有限会社(尾西まつり)

10月22日

10:00～16:00

(日) 田原市文化会館（田原市民まつり）

10月22日

10:00～16:00

(日) 豊橋公園児童遊園地(豊橋まつり)

10月24日

10:00～12:00

(火) 新城文化会館

10月25日

10:00～14:00

(水) 名古屋市中央卸売市場本場

10月26日

13:30～15:30

(木) 東海市勤労センター

10月26日

10:00～12:00

(木) 蒲郡商工会議所

10月28日

10:00～12:00

(土) Ｔぽーと

10月28日

12:00～14:00

(土) 中村公園（中村区民まつり）

10月28日

10:00～16:00

(土) 稲沢市勤労福祉会館(福祉まつり)

10月29日

10:00～15:00

(日) 富田公園（中川区民まつり）

9月16日

13:30～16:30

亀山市文化会館 三重県亀山市東御幸町63番地

9月16日

11:00～15:30

名張産業振興センター　アスピア 三重県名張市南町822-2

9月23日

13:30～16:30

津市久居体育館 三重県津市久居野村町877-1

10月7日

13:30～16:30

伊賀市ゆめぽりすセンター 三重県伊賀市ゆめが丘一丁目1番地の4

10月14日

13:30～16:30

三重県自動車整備振興会 三重県津市桜橋三丁目53-15

10月18日

9:00～12:00

(水) 大山田コミュニティプラザ 三重県桑名市大山田一丁目7-4

三重県 三重県自動車

整備振興会

☎059-226-5215

埼玉県 埼玉県自動車

整備振興会

☎048-624-1221

千葉県 千葉県自動車

整備振興会

☎043-241-7254

愛知県 愛知県自動車

整備振興会

☎052-882-3834

(土)



10月21日

13:30～16:30

いせトピア 三重県伊勢市黒瀬町562-12

10月28日

9:30～12:00

市立第一公民館 三重県松阪市殿町1310-2

9月23日

9:00～16:00

(土) 鯖江市嚮陽会館 鯖江市桜町2丁目7番1号

10月29日

9:00～12:00

(日) 福井県自動車整備振興会

技術講習所 実習場

福井市西谷1-1301

10月15日

9:00～15:30

(日) 大正区千島公園 大阪市大正区千島2-7

10月28日

13:00～16:00

(土) 自動車整備会館 大阪市住之江区南港東3-5-6

京都府 10月7日

13:30～16:00

(土) 中丹自動車整備工業協同組合 京都府福知山市長田野町3丁目5-3 京都府自動車

整備振興会

☎075-691-6462

9月23日

10:00～15:00

(土) 阪神自動車学院 伊丹市池尻7-193

10月8日

10:00～14:00

(日) 尼ソニック2017　マイカー点検教室 阪神尼崎駅前

10月21日・22日

10:00～16:00

小野市産業フェスタ2017 小野市中島町72

10月28日･29日

10:00～16:00

加東市秋のフェスティバル2017 加東市社50

10月29日

10:00～15:00

(日) 兵庫県立三木山森林公園 三木市福井字三木山2465-1

9月10日

10:00～15:30

(日) コメリホームセンター桜井店

駐車場内

櫻井市大字上之庄162-3

9月16日

13:00～15:30

(土) 宇陀市文化会館　南側駐車場広場 宇陀市大宇陀拾生871

9月23日

12:00～16:00

(土) イオンタウン富雄南　駐車場 奈良市石木町100-1

9月2日

13:00～15:00

(土) 平和堂甲西店 湖南市岩根867-5

10月15日

9:30～15:00

(日) 東近江ふれあい運動公園 東近江市栗見新田町1224

和歌山県 9月16日

12:00～15:30

(土) 交通安全フェア

（和歌山交通公園）

和歌山市西18-1 和歌山県自動

車整備振興会

☎073-422-2466

9月28日

14:00～16:00

(土) 庄原市役所東城支所 機関センター

三次支部点検教室

庄原市東城町川東1175

10月7日

13:30～15:30

(土) ＪＡ広島小河原支所 安佐支部点検教室 広島市安佐北区小河原789-1

10月8日

9:00～16:00

(日) 中国運輸局　広島運輸支局福山検査登録事務所

構内　GO!GO!Carにばるin福山

福山市南今津町44

10月22日

9:30～16:00

(日) 中国運輸局　広島運輸支局構内

GO!GO!Carにばる

広島市西区観音新町4-13-13-2

10月29日

10:00～12:30

(日) 大広苑　竹原支部点検教室 竹原市竹原町3591

9月23日

10:00～16:30

(土) 「大田彼岸市」会場 大田市大田町

10月1日

9:30～16:00

(日) 「雪舟まつり」会場 益田市乙吉町

10月14日

9:00～

(土) 「中山間フェアinいーなん」会場 飯石郡飯南町

10月15日

9:00～

(日) 「大東よいとこ祭り」会場 雲南市大東町

徳島県 8月27日

10:00～16:00

(日) 四国運輸局　徳島運輸支局構内

（24時間TV募金会場）

徳島市応神町応神産業団地1-1 徳島県自動車

整備振興会

☎088-641-1500

9月9日

10:00～12:00

ダイレックス対馬店 駐車場 長崎県対馬市峰町佐賀791-1

9月23日

10:00～12:00

上五島地区自動車教習所 長崎県南松浦郡新上五島町七目郷910-5

10月7日

9:00～12:00

ＯＫホーム＆ガーデン大村店 駐車場 長崎県大村市今津町649-1

10月21日

9:00～12:00

江迎地区文化会館 長崎県佐世保市江迎町田ノ元265-1

10月22日

10:00～16:00

(日) 長崎水辺の森公園 長崎県長崎市常盤町22−17

9月2日 (土) 各会員工場 佐賀県内

9月2日

10:00～15:00

(土) 道の駅「大和」 佐賀市

10月7日

10:00～11:00

(土) 佐賀県自動車整備振興会 佐賀市

島根県 島根県自動車

整備振興会

☎0852-37-0041

佐賀県 佐賀県自動車

整備振興会

☎0952-30-8181

滋賀県 滋賀県自動車

整備振興会

☎077-585-2221

広島県 広島県自動車

整備振興会

☎082-231-9201

兵庫県 兵庫県自動車

整備振興会

☎078-441-1601

(土・日)

奈良県 奈良県自動車

整備振興会

☎0743-59-5050

長崎県 (土) 長崎県自動車

整備振興会

☎095-839-1177

三重県 三重県自動車

整備振興会

☎059-226-5215

大阪府 大阪府自動車

整備振興会

☎06-6613-1191

(土)

福井県 福井県自動車

整備振興会

☎0776-34-3434



10月8日 (日) どんどんどんの森 佐賀市

10月未定 ＡＥＯＮザ・ビック 杵島郡白石町

熊本県 10月21日

10:00～15:30

(土) 熊本運輸支局構内 熊本市東区東町4-14-35 熊本県自動車

整備振興会

☎096-369-1441

9月17日

10:00～12:00

(日) ホームセンタータバタ石川店 うるま市石川赤崎2-2-1

9月30日

13:00～15:00

サンエー経塚シティ 浦添市字経塚652番地1

10月7日

14:00～16:00

カインズホームFCサンプラザ糸満店 糸満市字兼城400

10月14日

13:00～15:30

マックスバリュ宮古南店 宮古島市平良字松原631

10月21日

13:00～15:30

イオン名護店 名護市字名護見取川原4472

10月21日

9:30～11:30

マックスバリュやいま店 石垣市字真栄里292-1

10月29日

15:30～17:30

(日) フレッシュプラザユニオン新城店 宜野湾市新城2-41-25

沖縄県 沖縄県自動車

整備振興会

☎098-877-7065

(土)

佐賀県 佐賀県自動車

整備振興会

☎0952-30-8181


