
関係事業者及び自動車所有者・ユーザーへの理解普及活動について （財）自動車リサイクル促進センター
（社）日本自動車工業会

（財）自動車リサイクル促進センターと（社）日本自動車工業会では、自動車リサイクルシステムの

構築とともに、そのシステムに登録し実務運用に携わる関係事業者の理解促進・システム習熟と自

動車所有者・ユーザーの方々の理解促進を最重要課題と位置づけて活動を実施している。

１．シュレッダー業者及びプレス・せん断処理業者向け説明会（１～３月）

主催 ： （社）日本自動車工業会、（社）日本鉄リサイクル工業会

協力 ： 経済産業省、環境省

全国８会場で開催中。

２．リサイクル料金等徴収事業者向け説明会（２～４月）

主催 ： （財）自動車リサイクル促進センター、経済産業省、環境省

全国５４会場で開催中。

３．第３回自動車リサイクル法説明会（各関係事業者向けの実務運用の詳細に関する説明会、４～６月）

主催 ： （財）自動車リサイクル促進センター、有限責任中間法人自動車再資源化協力機構、

経済産業省、環境省

全国５６会場で開催予定。

※解体事業者向けエアバッグ類適正処理講習会についても、（社）日本自動車工業会主催で

全国４７会場にて開催中（昨年１０月～本年５月）

説明会の実施状況

・自動車リサイクル関係事業者に対しては、経済産業省、環境省、関係団体と協力し、右表の３
シリーズの説明会を全国で開催し、制度・実務の詳細についてご説明を行っている。

・説明会終了後には、自動車リサイクルシステムに登録される事業者の方々に対して、詳細な
マニュアル等を配布するとともに、法の本格施行前にＷＥＢベースで電子マニフェスト制度等に
ついて習熟を図ることが可能な仕組みを計画中。

・また、説明会の実施時期から７月１日の業許可の開始時期に合わせて、業界誌等を通じての
広報活動についても行う予定。

・０５年１月からの自動車リサイクル法の円滑な導入を推進するため、経済産業省、環境省、関
係団体と協力し、自動車所有者・ユーザーの方々に対して、新たな自動車リサイクル制度の認
知と理解の深化を目的とした広報を行うことを計画中。

・特に本格施行数ヶ月前に当たる秋頃から施行後の数ヶ月間を中心に、テレビ、ラジオ、新聞等
を中心に総合的な広報活動を実施する予定で、現在詳細を検討中。

①自動車リサイクル関係事業者向けの理解普及活動

②自動車所有者・ユーザー向けの理解普及活動
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自動車リサイクル関係事業者向けの
理解普及活動

自動車所有者・ユーザー向けの
理解普及活動（詳細検討中）

シュレッダー業者及びプレス・せん断処理業者向け説明会

リサイクル料金等徴収事業者向け説明会

第３回自動車リサイクル法説明会

自動車リサイクルシステムへの登録
（一部は４月から）

習熟システム開設

詳細マニュアル等配布

（各関係事業者向けの実務運用の
詳細に関する説明会）

ＷＥＢ、チラシ、屋外広告等

新聞・雑誌広告

テレビ、ラジオＣＭ

自動車リサイクル法本格施行

ポスター、チラシの配布
業界誌等への掲載による広報

ポスター、チラシの配布
雑誌等への掲載による広報

資料６



第３回自動車リサイクル法全国説明会の開催について 
 

経 済 産 業 省 自 動 車 課 

環 境 省 自 動 車 リサイクル対 策 室 

(財)自動車リサイクル促進センター 

有限責任中間法人自動車再資源化協力機構 

 

 自動車リサイクル法（使用済自動車の再資源化等に関する法律）は、いよいよ来年１月から本格施行

となります。 

これまで、自動車リサイクル法の概要や解体業の許可基準などについて全国で説明会を開催してま

いりましたが、今般は、 

○ 引取業者・フロン類回収業者・解体業者として都道府県等の登録・許可を受けて自動車リサイ

クルに携わる方々向けの、より具体的な実務・業務の方法（電子マニフェストの入力方法、フロ

ン類・エアバッグ類の自動車メーカー等への引渡しと回収料金の請求方法など） 

○ 一般の中古車販売事業者や整備事業者向けの、車検時・中古新規登録時におけるリサイクル

料金の支払い方法や中古車販売時のリサイクル料金のやりとり 

について、経済産業省・環境省・(財)自動車リサイクル促進センター・有限責任中間法人自動車再資源

化協力機構の共催で全国説明会（第３回）を開催いたします。実施の詳細は以下のとおりです。 

来年１月以降の各種業務のために必要不可欠な内容となっておりますので、自動車の流通・リサイ

クルに携われる事業者の方は、必ずいずれかの会場への出席をお願いいたします。 

１．開催時期・場所： 平成１６年４月中旬～６月下旬  全国各都道府県（本紙裏面参照） 

２．開催時間 ： 質疑を含め全体で約７.５時間（途中昼休み及び小休憩あり） 
 

リサイクル料金及び使用済自動車の引取工程に関する説明会（約３時間）、フロン類回収工程

に関する説明会（約２時間）、解体工程に関する説明会（約２.５時間）を順に行うことを予定してお

ります。開催時間は会場毎に異なりますので本紙裏面を御参照下さい。 
 

     ※長時間の説明とはなりますが、自らが関係のある工程全ての説明を必ず通しでお聞きくださ

い。例えば、解体事業者の方は、自ら最終所有者から使用済自動車の引取りも行うことが

一般的でしょうから、最初の引取工程に関する説明会から御出席ください。一般の中古車販

売事業者・整備事業者の方は少なくとも最初の３時間の説明に御出席ください。 

※全体の進行の都合上、当初予定より早く次の工程の説明会が始まることもありますので、時

間に余裕を持ってご来場下さい。 

※会場によっては、周辺に飲食施設がない又は十分でない場合もありますので、この点ご留意

下さい。 また、会場によっては、駐車場に限りがありますので、極力公共交通機関をご利用

いただきますようお願いいたします。 

３．本説明会の主な対象者 

 新車・中古自動車販売事業者、自動車輸入事業者、自動車整備事業者、自動車解体事業者

等の自動車の流通・リサイクルに携わる全ての事業者の方々 

４．参加申込み方法 

専用申込用紙※を所属団体にご提出いただくか、申込受付 FAX センター（FAX：03-5651-6100）

に直接 FAX してください。 

※申込用紙は（財）自動車リサイクル促進センターホームページ（http：//www.jarc.or.jp/）から

入手できます。 

＜お問合せ先＞ 自動車リサイクル法 第３回全国説明会事務局  

受付電話：03-5673-740７ 受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日除く） 

参 考 



ブロック 開催日 開催予定時間 会場名 会場住所

札幌市 6月21日（月） １０：３０～１９：００ 札幌市民会館 北海道札幌市中央区北１条西１丁目

釧路市 5月19日（水） １０：３０～１９：００ 釧路市民文化会館 北海道釧路市治水町１２番１０号

函館市 6月17日（木） １０：３０～１９：００ 函館市芸術ホール 北海道函館市五稜郭町３７－８

旭川市 6月10日（木） １０：３０～１９：００ 旭川大雪クリスタルホール 北海道旭川市神楽３条７丁目

青森県 青森市 6月1日（火） ９：３０～１８：００ 青森市文化会館　大ホール 青森市堤町１－４－１

岩手県 盛岡市 5月26日（水） ９：３０～１８：００ 岩手県民会館　大ホール 盛岡市内丸１３－１

秋田県 秋田市 6月9日（水） ９：３０～１８：００ 秋田県民会館　大ホール 秋田市千秋明徳町２－５２

宮城県 仙台市 6月24日（木） ９：３０～１８：００ 宮城県民会館　大ホール 仙台市青葉区国分町３－３－７

山形県 山形市 5月20日（木） ９：３０～１８：００ 山形県民会館　大ホール 山形市七日町３－１－２３

福島県 郡山市 6月4日（金） ９：００～１７：３０ ビッグパレットふくしま　多目的展示ホールＣ 郡山市安積町日出山字北千保19-8

茨城県 大洗町 5月28日（金） ９：００～１７：３０ 大洗文化センター 東茨城郡大洗町磯浜町6881-88

栃木県 宇都宮市 5月12日（水） １０：００～１８：３０ 栃木県教育会館 宇都宮市駒生1-1-6

群馬県 前橋市 6月4日（金） １０：００～１８：３０ 前橋市民文化会館 前橋市南町3-62-1

千葉県 千葉市 5月18日（火） １０：００～１８：３０ 千葉市民会館 　大ホール 千葉市中央区要町1-1

さいたま市 5月13日（木） １０：００～１８：３０ さいたま市民会館おおみや さいたま市大宮区下町3-47-8

本庄市 5月28日（金） １０：００～１８：３０ 本庄市民文化会館 本庄市北堀1422-3

江東区 5月24日（月） １０：００～１８：３０ ティアラ江東 江東区住吉2-28-36

八王子市 5月14日（金） １０：００～１８：３０ 八王子市民会館 八王子市上野町32-1

神奈川県 横浜市 6月1日（火） １０：００～１８：３０ 関内ホール 横浜市中区住吉町4-42-1

山梨県 甲府市 5月12日（水） １０：００～１８：３０ 甲府市総合市民会館　芸術ホール 甲府市青沼3-5-44

松本市 5月21日（金） ９：００～１７：３０ （松本市）松本文化会館　中ホール 松本市水汲69-2

長野市 6月3日（木） ９：００～１７：３０ （長野市）長野県県民文化会館　中ホール 長野市若里1-1-3

新潟県 新潟市 5月14日（金） ９：００～１７：３０ 新潟テルサ 新潟市鐘木185-18

静岡県 静岡市 5月27日（木） １０：００～１８：３０ 静岡市民文化会館 静岡市駿府町2-90

富山県 富山市 5月19日（水） ９：００～１７：３０ とやま自遊館　自遊館ホール 富山市湊入船町9-1

石川県 金沢市 5月17日（月） １０：００～１８：３０ 石川県地場産業振興センター　大ホール 金沢市鞍月2-1

岐阜県 岐阜市 5月25日（火） ９：００～１７：３０ 長良川国際会議場　メインホール 岐阜市長良福光2695-2

名古屋市 5月26日（水） １０：００～１８：３０ 名古屋市公会堂　大ホール 名古屋市昭和区鶴舞1-1-3

岡崎市 6月4日（金） ９：３０～１８：００ 岡崎勤労福祉会館　講堂 岡崎市上地三丁目12-1

三重県 津市 6月3日（木） １０：００～１８：３０ 三重県総合文化センター　大ホール 津市一身田上津部田1234

奈良県 奈良市 5月10日（月） １０：００～１８：３０ なら100年会館　大ホール 奈良市三条宮前町7-1

兵庫県 神戸市 5月11日（火） １０：００～１８：３０ 神戸文化ホール 大ホール 神戸市中央区楠町４－２－２

和歌山市 6月11日（金） １０：００～１８：３０ 和歌山市民会館大ホール 和歌山市伝法橋南ノ丁７

新宮市 5月27日（木） １０：００～１８：３０ 新宮市民会館　大ホール 新宮市下本町２－１－１

福井県 鯖江市 5月24日（月） １０：００～１８：３０ 鯖江市文化センター　大ホール 鯖江市東鯖江3-7-1

滋賀県 大津市 5月25日（火） １０：００～１８：３０ 滋賀会館　大ホール 大津市京町３－４－２２

大阪府 大阪市 5月31日（月） １０：００～１８：３０ 大阪国際交流センター　大ホール 大阪市天王寺区上本町8-2-6

京都府 京都市 6月1日（火） １０：００～１８：３０ 京都府民総合交流プラザテルサホール 京都市南区東九条下殿田町７０

鳥取県 倉吉市 4月16日（金） １０：００～１８：３０ 倉吉未来中心大ホール 倉吉市駄経寺町２１２－５

島根県 松江市 5月11日（火） １０：００～１８：３０ 島根県民会館大ホール 松江市殿町１５８

岡山県 岡山市 5月10日（月） １０：００～１８：３０ 岡山シンフォニーホール大ホール 岡山市表町１－５－１

広島県 広島市 4月23日（金） １０：００～１８：３０ 広島国際会議場フェニックスホール 広島市中区中島町１－５

山口県 山口市 4月22日（木） １０：００～１８：３０ 山口市民会館大ホール 山口市中央２－５－１

徳島県 徳島市 4月27日（火） ９：３０～１８：００ 徳島県郷土文化会館 徳島市藍場町２－１４

香川県 高松市 4月28日（水） ９：００～１７：３０ サンメッセ香川 高松市林町２２１７－１

愛媛県 松山市 4月13日（火） ９：３０～１８：００ 愛媛県県民文化会館 松山市道後町２－５－１

高知県 高知市 4月14日（水） ９：３０～１８：００ 高知市文化プラザかるぽーと 高知市九反田２番１号

福岡市 5月10日（月） １０：００～１８：３０ 福岡国際会議場メインホール 福岡市博多区石城町２－１

北九州市 4月26日（月） １０：００～１８：３０ 八幡市民会館大ホール 北九州市八幡東区尾倉２－６－５

佐賀県 佐賀市 4月15日（木） １０：００～１８：３０ 佐賀市文化会館大ホール 佐賀市日の出１－２１－１０

長崎県 長崎市 4月23日（金） １０：００～１８：３０ 長崎ブリックホール大ホール 長崎市茂里町２－３８

熊本県 熊本市 4月14日（水） １０：００～１８：３０ 熊本県立劇場コンサートホール 熊本市大江２－７－１

大分県 大分市 4月27日（火） １０：００～１８：３０ 大分県立総合文化センターグランシアタ 大分市高砂町2番33号

宮崎県 宮崎市 4月21日（水） １０：００～１８：３０ 宮崎県立芸術劇場演劇ホール 宮崎市船塚３－２１０

鹿児島県 鹿児島市 4月20日（火） １０：００～１８：３０ 鹿児島市民文化ホール第１ホール 鹿児島市与次郎２－３－１

沖縄県 那覇市 5月17日（月） １０：００～１８：３０ 琉球新報ホール 那覇市泉崎１－１０－３

和歌山県

中国・
四国ブロック

九州・
沖縄ブロック

福岡県

東京都

長野県

愛知県

第３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

開催地

北海道

埼玉県

北海道・
東北ブロック

関東ブロック

中部・
近畿ブロック

説明会では、リサイクル料金および使用済自動車の引取工程に関する説明会（約３時間）、フロン類回収工程に関する説明会（約２
時間）、解体工程に関する説明会（約２.５時間）を順に行うことを予定しております。


