
都道府県 イベント名 会場名

函館地方
9月25日

10:00～14:00
日 2022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 【☎0138-49-1411】

福島県
10月1日・2日
10:00～17:00

土・日 KFBまつり2022
ビッグパレットふくしま

（郡山市南二丁目52番地）
福島県自動車整備振興会 【☎024-546-3451】

9月4日
10:00～14:00

第25回
自動車点検ふれあいフェスティバル2022

9月4日
10:15～12:15

マイカー点検教室

9月4日
9:30～12:30

マイカー無料点検

10月15日
10:00～17:00

土

10月16日
10:00～15:00

日

9月10日
10:30～14:30

土 マイカーてんけん日フェア
道の駅「ふたつい」

（能代市二ツ井町小繁字泉51）

10月22日・23日
10:00～17:00

土・日
あきたNEXTモーターショー

2022
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）

埼玉県
10月30日

10:00～15:00
日

キッズ集まれ！自動車点検まつり
in　KUMAGAYA

埼玉運輸支局熊谷自動車検査登録事務所
（熊谷市御稜威ヶ原701-4）

埼玉県自動車整備振興会 【☎048-624-1221】

群馬県
9月10日

10:30～15:00
土

マイカーてんけんまつり
2022

けやきウォーク前橋
（群馬県前橋市文京町2-1-1）

群馬県自動車整備振興会 【☎027-261-0221】

千葉県
10月1日
10:00～

土 自動車点検フェスティバル
イオンタウンおゆみ野

（千葉市緑区おゆみ野5-37-1）
千葉県自動車整備振興会 【☎043-241-7254】

10月15日
10:00～16:00

土 車ふれあい祭り2022
甲府駅北口よっちゃばれ広場

（JR甲府駅　北口）

10月16日
10:00～15:00

日 JAF交通安全啓発イベント
イトーヨーカ堂甲府昭和店

（中巨摩郡昭和町）

10月8日・9日
11:00～15:00

土・日 蟹江町民まつり
蟹江町役場

（海部郡蟹江町学戸三丁目1番地）

10月8日
10:00～16:00

土 犬山産業振興祭
犬山市南部公民館

（犬山市羽黒摺墨11）

10月16日
10:00～14:00

日 豊橋祭り
豊橋公園児童遊園地
（豊橋市今橋町3）

10月22日
10:00～16:00

土 福祉祭り
稲沢市勤労福祉会館

（稲沢市朝府町5番1号）

10月23日
10:00～16:00

日 田原市民まつり
田原市文化会館

（田原市田原町汐見5）

9月29日
10:30～11:30

木 静岡県交通安全啓発
道の駅掛川

（掛川市八坂882-1）

10月23日
10:00～15:30

日
くるまと人の体験フェスタ

in キラメッセ
キラメッセぬまづ

（沼津市大手町1-1-4）

10月30日
10:00～15:30

日
静岡カーフェスティバル

2022
清水マリンパークイベント広場

（静岡市清水区港町1丁目7-8）

岐阜県
9月17日

10:00～12:00
土

食の祭典 in ぎふ郡上
（マイカー点検フェア）

（郡上市大和町徳永５８５） 岐阜県自動車整備振興会 【☎058-279-3721】

9月5日
8:00～

月
点検整備推進運動における

ラッピングカーによる啓発活動出発式
近畿運輸局

（大阪市中央区大手前4-1-76）

9月5日 月
点検整備推進運動における

ラッピングカーによる啓発活動
大阪府下道の駅（3ヶ所）

9月23日
12:00～14:00

金
交通安全ラッピング号出発式典
における点検整備推進イベント

万博記念公園駅
（吹田市千里万博公園1-1）

10月7日 金
点検整備推進運動における

ラッピングカーによる啓発活動
大阪府下道の駅（2ヶ所）

10月20日 木 街頭啓発活動
京橋駅

（大阪市都島区東野田町2丁目1-38）

京都府
9月17日

10:00～16:00
土

マイカー点検フェスタ
in たんご２０２２

丹後王国「食のみやこ」
（京丹後市弥栄町鳥取123）

京都府自動車整備振興会 【☎075-691-6462】

9月23日
9:00～13:00

金
交通安全フェスタ
in いたみ2022

阪神自動車学院

10月9日
10:00～

日
尼ソニック２０２２

自動車点検教室
阪神尼崎駅北広場

10月22日
10:00～

土 西区制40周年記念イベント 西神中央プレンティ広場

9月4日
10:00～15:00

日
第18回

さくらいオートフェスタ

ホームセンターコメリ桜井店
南西側駐車場

（桜井市上之庄162-3）
9月10日

13:00～15:00
土 安菅ひろば

宇陀市文化会館南側駐車場広場
（宇陀市大宇陀拾生871）

振興会広島本所内
商工組合テストセンター

（広島市西区観音新町4-13-13-3）

振興会福山支所内
商工組合テストセンター
（福山市南今津町43）

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】

岡山県
10月23日

10:00～12:30
日

第23回
ハートフルマイカーフェスティバル

岡山運輸支局構内
（北区富吉5301-5）

岡山県自動車整備振興会 【☎086-259-3500】

山口県
10月23日

9:00～16:00
日 きっずメカニックフェスタ

中国運輸局山口運輸支局
（山口市宝町1-8）

山口県自動車整備振興会 【☎083-924-8123】

高知県
9月23日

10:00～15:00
金 交通安全ひろば

高知市中央公園
（高知市帯屋町1丁目11）

高知県自動車整備振興会 【☎088-866-7300】

9月23日 金 おおいた交通安全フェア
若草公園

（大分市中央町2丁目4）

10月15日 土 日の出マルシェ
糸ヶ浜海浜公園

（速見郡日出町大神6842）

9月3日
就業時間

土 マイカー無料点検デー
各会員事業場
（佐賀県内）

9月3日
10:00～15:00

土 マイカー無料点検デー
道の駅「大和」

（佐賀市大和町）

東北運輸局青森運輸支局
（青森市大字浜田字豊田139-13）

青森県自動車整備振興会 【☎017-739-1801】

山梨県 山梨県自動車整備振興会 【☎055-262-4422】

【☎023-686-4832】

秋田県 秋田県自動車整備振興会 【☎018-823-6546】

※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。

令和４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）

開催予定日 問合せ

山形県
マイカー点検フェスティバル

2022

国際交流プラザ　山形ビックウィング
イベント会場

（山形市平久保100）
山形県自動車整備振興会

青森県 日

兵庫県 兵庫県自動車整備振興会 【☎078-441-1601】

奈良県 奈良県自動車整備振興会 【☎0743-59-5050】

広島県自動車整備振興会 【☎082-231-9201】広島県
9月3日

10:00～
土 マイカー点検日

大分県自動車整備振興会 【☎097-551-3311】大分県

佐賀県 佐賀県自動車整備振興会 【☎0952-30-8181】

静岡県自動車整備振興会 【☎054-263-0123】

大阪府 大阪府自動車整備振興会 【☎06-6613-1191】

愛知県 愛知県自動車整備振興会 【☎052-882-3834】

静岡県



都道府県 会場名 所在地

札整振自動車事業協同組合
札幌教育センター

札幌市東区北24条東1丁目1番12号

札幌市手稲コミュニティセンター 札幌市手稲区手稲本町3条1丁目3-41

札整振長沼教育センター 夕張郡長沼町東3線北5番地

9月10日
13:00～15:00

土 札整振中空知教育センター 砂川市空知太東2条3丁目366番地

9月10日
11:00～13:00

土 岩見沢平安閣 岩見沢市5条東2丁目

9月10日
10:00～12:00

土 （一社）小樽自動車協会 小樽市塩谷1丁目25番18号

9月17日
13:30～14:30

土 ベルクラシックリアン平安閣 千歳市錦町4丁目9番地

10月1日
10:30～12:00

土 札整振倶知安教育センター 虻田郡倶知安町八幡473番地

10月1日
10:00～12:00

土 トヨタカローラ札幌株式会社　岩内店 岩内郡岩内町東山69番地3

10月8日
10:00～11:45

土 札幌鉄工関連協同組合 札幌市西区発寒14条11丁目1番18号

9月10日
10:30～14:30

土 道の駅「ふたつい」 能代市二ツ井町小繫字泉51

10月22日・23日
10:00～17:00

土・日 秋田県立中央公園スカイドーム 秋田市雄和椿川駒坂台

長野県
10月1日
9:30～

土 大町市文化会館前広場 大町市大町1601-2 長野県自動車整備振興会 【☎026-243-4839】

10月8日 土
増上寺

（みなと区民祭り）
港区芝公園4-7-35

10月14日
　　　 ～16日

金～日
テクノプラザかつしか
（葛飾区産業フェア）

葛飾区青戸7-2-1

10月15日 土
深川木場公園

（江東区民まつり）
江東区平野4-6-1

10月22日 日 町屋駅前ひろば 荒川区荒川7-40

9月3日
9:30～12:00

土 豊田スタジアム 豊田市千石町7丁目2番地

9月29日
10:00～12:00

木 小牧勤労センター 小牧市大字上末2233-2

10月2日
9:00～13:30

日 イオン守山店 名古屋市守山区笹ケ根3-1228

10月15日
10:00～12:00

土 ヨシズヤ津島北テラス 津島市片岡町60

10月22日
10:00～12:00

土 Tポート 高浜市神明町八丁目20番地1

岐阜県
9月23日

13:00～17:00
金

岐阜県自動車整備振興会本館
（岐阜南支部）

岐阜市日置江2648番4 岐阜県自動車整備振興会 【☎058-279-3721】

三重県
10月8日

10:00～12:00
土 松阪商工会議所 松阪市若葉町161-2 三重県自動車整備振興会 【☎059-226-5215】

滋賀県
10月22日

9:30～15:30
土 五個荘中央公園 東近江市五個荘小幡町 滋賀県自動車整備振興会 【☎077-585-2221】

岡山県
9月11日

10:00～12:00
日 倉敷市役所玉島支所（多目的広場） 倉敷市玉島阿賀崎1-1-1 岡山県自動車整備振興会 【☎086-259-3500】

9月24日
9:00～12:00

土 上五島地区自動車教習所 南松浦郡新上五島町七目郷910-5

9月25日
9:00～12:00

日 かんこう自動車学校 長崎県諫早市栗面町280

9月23日
10:00～15:00

金 祝祭の広場 大分市府内町1丁目1-1

10月15日
10:00～16:00

九重町保険福祉センター前広場 玖珠郡九重町後野上17-1

10月15日
11:00～15:00

糸ヶ浜海浜公園 速見郡日出町大神6842

10月15日
9:00～12:00

トキハインダストリー豊後高田店 豊後高田市新町2026

10月20日 木 マルショク　やまなみ店 別府市鶴見字砂原130-1

10月29日 土 マルミヤストア　戸次店 大分市中戸次4560-2

佐賀県
10月1日
10:00～

土 佐賀県自動車整備振興会 佐賀市若楠二丁目10-10 佐賀県自動車整備振興会 【☎0952-30-8181】

大分県 大分県自動車整備振興会 【☎097-551-3311】

土

※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。

愛知県 愛知県自動車整備振興会 【☎052-882-3834】

長崎県 長崎県自動車整備振興会 【☎095-839-1177】

秋田県 秋田県自動車整備振興会 【☎018-823-6546】

東京都 東京都自動車整備振興会 【☎03-5365-2311】

令和４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 問合せ

札幌地方

9月3日
10:00～12:00

土

札幌地方自動車整備振興会 【☎011-751-1411】


