
第２回自動車リサイクル法全国説明会スケジュール及び会場

所管 開催日 開催予定時間 会場名
札幌市 10月1日 13:30-16:30 札幌ロイヤルホテル
釧路市 9月30日 13:30-16:30 釧路市民文化会館
函館市 9月18日 13:00-16:00 函館市芸術ホール
旭川市 10月7日 13:30-16:30 旭川市大雪クリスタルホール

青森県 青森市 9月2日 13:00-16:00 青森市文化会館　大ホール
岩手県 盛岡市 9月4日 13:00-16:00 岩手県民会館　大ホール
秋田県 秋田市 9月3日 13:00-16:00 ホテルメトロポリタン秋田
宮城県 仙台市 9月8日 13:00-16:00 宮城県民会館　大ホール
山形県 山形市 9月16日 13:00-16:00 山形県民会館大ホール
福島県 郡山市 9月10日 13:00-16:00 ビッグパレット福島　多目的展示ﾎｰﾙＢ
茨城県 美野里町 9月26日 13:00-16:00 美野里町四季文化館　森のホール
栃木県 宇都宮市 9月16日 13:00-16:00 栃木県教育会館
群馬県 前橋市 9月1日 13:00-16:00 前橋市民文化会館
千葉県 千葉市 9月11日 13:00-16:00 千葉市民会館
埼玉県 さいたま市 9月12日 13:00-16:00 さいたま市民会館おおみや
東京都 江東区 9月17日 13:00-16:00 ティアラこうとう　大ホール
神奈川県横浜市 9月29日 13:00-16:00 関内ホール
山梨県 甲府市 9月3日 13:00-16:00 甲府市総合市民会館
長野県 松本市 10月9日 13:00-16:00 松本市音楽文化ホール
新潟県 新潟市 9月10日 13:00-16:00 新潟市民プラザ
静岡県 静岡市 9月25日 13:00-16:00 静岡市民文化会館
富山県 富山市 9月5日 13:30-16:30 とやま自遊館　自遊館ホール
石川県 金沢市 9月4日 13:30-16:30 石川県地場産業振興センター大ホール
岐阜県 岐阜市 9月12日 13:30-16:30 長良川国際会議場 メインホール
愛知県 名古屋市 9月19日 13:00-16:00 名古屋市公会堂 大ホール
愛知県 岡崎市 9月11日 13:30-16:30 岡崎勤労福祉会館　講堂
三重県 津市 9月17日 13:30-16:30 三重県総合文化センター　大ホール
京都府 京都市 9月29日 13:00-15:30 京都府民総合交流プラザテルサホール
奈良県 奈良市 9月1日 13:00-15:30 なら100年会館　大ホール
兵庫県 神戸市 9月2日 13:00-15:30 神戸文化ホール 大ホール
大阪府 大阪市 9月25日 13:00-15:30 大阪国際交流センター　大ホール
和歌山県和歌山市 9月24日 13:00-15:30 市民会館大ホール
福井県 鯖江市 9月9日 13:00-15:30 鯖江市文化センター　大ホール
滋賀県 大津市 9月8日 13:00-15:30 びわ湖ホール　中ホール
鳥取県 倉吉市 10月3日 13:30-16:30 倉吉未来中心　大ホール
島根県 松江市 10月8日 13:30-16:30 くにびきメッセ　国際会議場
岡山県 岡山市 10月2日 13:30-16:30 岡山衛生会館　三木記念ホール
広島県 広島市 10月7日 13:30-16:30 広島県民文化センター　多目的ホール
山口県 山口市 10月6日 13:30-16:30 山口県総合保健会館　多目的ホール
徳島県 徳島市 10月1日 13:00-16:00 徳島東急イン　阿波の間
香川県 高松市 10月2日 13:00-16:00 サンメッセ香川　　小展示場
愛媛県 松山市 10月8日 13:00-16:00 愛媛県県民文化会館　真珠の間
高知県 高知市 10月7日 13:00-16:00 ウェルサンピア高知　レインボーホール
福岡県 福岡市 10月8日 13:30-16:30 福岡国際会議場　メインホール
佐賀県 佐賀市 10月2日 13:30-16:30 佐賀市文化会館　中ホール
長崎県 長崎市 10月1日 13:30-16:30 長崎ブリックホール　国際会議場
熊本県 熊本市 9月16日 13:30-16:30 熊本市産業文化会館　大ホール
大分県 大分市 10月9日 13:30-16:30 大分県総合文化センター　音の泉ホール
宮崎県 宮崎市 9月2日 13:30-16:30 宮崎県ＪＡ・ＡＺＭホール
鹿児島県鹿児島市 9月1日 13:30-16:30 鹿児島市民文化ホール 第２ホール

沖縄
総合事務局 沖縄県 那覇市 9月3日 13:30-16:30 沖縄県庁　講堂
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第２回自動車リサイクル法全国説明会スケジュール及び会場

会場住所
札幌市中央区南７東１
釧路市治水町１２番１０号
函館市五稜郭町３７－８
旭川市神楽３条７丁目
青森市堤町1-4-1
盛岡市内丸13-1
秋田市中通7-2-1
仙台市青葉区国分町3-3-7
山形市七日町3-1-23
郡山市安積町日出山字北千保19-8
美野里町大字部室1069番地
宇都宮市駒生1-1-6
前橋市南町3-62-1
千葉市中央区要町1-1
さいたま市大宮区下町3-47-8
江東区住吉2-28-36
横浜市中区住吉町4-42-1
甲府市青沼3-5-44
松本市島内4351
新潟市西堀通6-866 NEXT21ビル6階
静岡市駿府町2-90
富山市港入船町９番１号
金沢市戸水町80番地
岐阜市福光2695-2
名古屋市昭和区鶴舞1-1-3
岡崎市上地3-12-1
津市一身田上津部田1234
京都市南区東九条下殿田町７０
奈良市三条宮前町7-1
神戸市中央区楠町４－２－２
大阪市天王寺区上本町8-2-6
和歌山市伝法橋南ノ丁７
鯖江市東鯖江3-7-1
大津市打出浜15-1
倉吉市駄経寺町212-5
松江市学園南1-2-1
岡山市古京町1-1-10
広島市中区大手町1-5-3
山口市大字吉敷3325-1
徳島市元町1-24
高松市林町2217-1
松山市道後町２丁目５番１号
高知市高須155
福岡市博多区石城町２－１
佐賀市日の出1-21-10
長崎市茂里町２－３８
熊本市花畑町７－１０
大分市高砂町２－３３
宮崎市霧島1-1-1
鹿児島市与次郎２－３－１

那覇市泉崎1-2-2

別紙１


