
平成１４年度自動車リサイクル法全国説明会について
経 済 産 業 省 自 動 車 課              
環境省自動車リサイクル対策室

　平成１４年７月に「使用済自動車の再資源化等に関する法律」（自動車リサイク

ル法）が成立いたしましたが、自動車リサイクル法は自動車所有者及び自動車販

売業者、整備業者、解体業者、破砕業者等の幅広い関連事業者の方々に対して大

きな影響を及ぼすものでありますので、本格施行までの間に十分な御理解をいた

だくことが重要です。

　そこで今般自動車リサイクル法に基づき新たに登録制・許可制が導入される関

連事業者の方々を主な対象として、本法の意義・仕組み等について理解を促進し

ていただくため、全国規模での説明会を以下のとおり実施いたします。

１．開催時期　平成１５年１月中旬～３月下旬

２．場所　　　全国各都道府県

※ただし、北海道等については地域性を考慮し、複数開催とする。

３．時間　　　質疑を含め３時間程度

４．対応者　　 経済産業省自動車課又は環境省廃棄物・リサイクル対策部担当者、

各経済産業局（沖縄総合事務局を含む）、各自治体（都道府県、

保健所設置市）

５．本説明会の主な対象者

　　新車・中古車自動車販売業者、自動車輸入業者、自動車整備業者、自動車解体

業者、自動車破砕業者等の本法における登録・許可等の対象となる事業者

６．説明会の開催日程

　　各都道府県における説明会開催日については、別紙１のとおり。

７．お問い合わせ先

○各地で開催される説明会に関するお問い合わせ（参加申込方法等）

　…当該地域を所管する各経済産業局担当課（別紙２）

○その他本説明会全般に関するお問い合わせ

　…　 経済産業省自動車課　担当：新田、佐藤（貴）

ＴＥＬ：０３－３５０１－１６９０
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資料８



平成１４年度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 会場住所
札幌市 3月3日 13:00-16:00 札幌市民会館　大ホール 札幌市中央区北１西２
釧路市 3月4日 13:30-16:30 釧路市生涯学習センター　大ホール 釧路市幣舞町4-28
函館市 3月5日 13:30-16:30 函館市民会館　小ホール 函館市湯川町1-32-1
旭川市 3月6日 13:30-16:30 道北経済センター　大中ホール 旭川市常盤通り１丁目

青森県 青森市 1月30日 13:00-16:00 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 1月29日 13:00-16:00 岩手県民会館　大ホール 盛岡市内丸13-1
秋田県 秋田市 1月31日 13:00-16:00 秋田市文化会館　大ホール 秋田市山王7-3-1
宮城県 仙台市 3月5日 13:00-16:00 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 3月4日 13:00-16:00 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 3月6日 13:00-16:00 ビッグパレット福島　多目的展示ﾎｰﾙA 郡山市安積町日出山字北千保9-8
茨城県 水戸市 3月18日 13:00-16:00 茨城県民文化センタ－ 水戸市千波町東久保697
栃木県 宇都宮市 2月10日 13:00-16:00 宇都宮市文化会館 宇都宮市明保野町7-66
群馬県 前橋市 2月3日 13:00-16:00 前橋市民文化会館 前橋市南町3-62-1
千葉県 千葉市 3月13日 13:00-16:00 千葉市民会館 千葉市中央区要町1-1
埼玉県 さいたま市 1月27日 13:00-16:00 さいたま市民会館おおみや さいたま市下町3-47-8
東京都 品川区 3月24日 13:30-16:00 ゆうぽうと簡易保険ホール 品川区西五反田8-4-13

神奈川県 相模原市 2月25日 13:00-16:00 グリーンホール相模大野
（相模原市文化会館） 相模原市相模大野4-4-1

山梨県 甲府市 1月27日 13:00-16:00 甲府市総合市民会館 甲府市青沼3-5-44
長野県 松本市 3月17日 13:00-16:00 松本文化会館 松本市水汲69-2
新潟県 新潟市 1月28日 13:00-16:00 新潟テルサ 新潟市鐘木185-18
静岡県 静岡市 3月12日 13:00-16:00 静岡市民文化会館 静岡市駿府町2-90
富山県 富山市 2月21日 13:30-16:30 富山県民会館ホール 富山市新総曲4-18
石川県 金沢市 2月20日 13:30-16:30 石川県地場産業振興センター大ホール 金沢市戸水町80番地
岐阜県 岐阜市 2月6日 13:30-16:30 長良川国際会議場 メインホール 岐阜市福光2695-2
愛知県 名古屋市 2月7日 13:00-16:00 名古屋市公会堂 大ホール 名古屋市昭和区鶴舞1-1-3
愛知県 豊田市 2月4日 13:30-16:30 豊田市民文化会館 大ホール 豊田市小阪町12-100
三重県 津市 2月5日 13:30-16:30 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
京都府 京都市 1月15日 14:00-17:00 京都会館　第２ホール 京都市左京区岡崎公園内
奈良県 奈良市 3月26日 14:00-17:00 なら百年記念会館　大ホール 奈良市三条宮前町
兵庫県 神戸市 3月25日 14:00-17:00 西山記念会館　大ホール 神戸市中央区脇浜町3-4-16
大阪府 大阪市 3月19日 14:00-17:00 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
和歌山県 和歌山市 3月20日 14:00-17:00 和歌山東急イン　平安の間 和歌山市南汀丁18
福井県 鯖江市 2月19日 14:00-17:00 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 1月14日 14:00-17:00 びわ湖ホール　中ホール 大津市打出浜15-1
岡山県 岡山市 2月12日 13:30-16:30 岡山衛生会館　三木記念ホール 岡山市古京町1-1-10
鳥取県 倉吉市 2月25日 13:30-16:30 倉吉未来中心　大ホール 倉吉市駄経寺212-5
広島県 広島市 2月13日 13:30-16:30 広島県国際会議場　国際会議ホール 広島市中区中島1-5
島根県 松江市 2月26日 13:30-16:30 島根県県民会館　中ホール 松江市殿町158
山口県 山口市 2月14日 13:30-16:30 山口県総合保険会館 山口市大字吉敷3325-1
香川県 高松市 1月16日 13:00-16:00 サンメッセ香川　　小展示場 高松市林町2217-1
徳島県 徳島市 1月17日 10:00-13:00 徳島プリンスホテル　プリンスホール 徳島市万代町3-5-1
愛媛県 松山市 2月13日 13:00-16:00 愛媛県生涯学習センター　県民小劇場 松山市上野町甲650
高知県 高知市 2月14日 13:00-16:00 ウェルサンピア高知　レインボーホール 高知市高須155
福岡県 福岡市 2月5日 13:30-16:30 電気ビル　電気ホール 福岡市中央区渡辺通2-1-82
福岡県 北九州市 1月30日 13:30-16:30 北九州国際会議場　メインホール 北九州市小倉北区浅野3-9-30
佐賀県 佐賀市 2月4日 13:30-16:30 佐賀市文化会館　中ホール 佐賀市日の出1-21-10
長崎県 長崎市 2月3日 13:30-16:30 長崎県総合福祉センター　大会議室 長崎市茂里町3-1
熊本県 熊本市 1月20日 13:30-16:30 熊本県庁　本館地下大会議室 熊本市水前寺6-18-1
大分県 大分市 1月29日 13:30-16:30 大分県正庁　講堂 大分市大手町3-1-1
宮崎県 宮崎市 1月22日 13:30-16:30 宮崎県ＪＡ・ＡＺＭホール 宮崎市霧島1-1-1
鹿児島県 鹿児島市 1月21日 13:30-16:30 鹿児島県庁　講堂 鹿児島市鴨池新町10-1

沖縄
総合事務局 沖縄県 那覇市 1月23日 13:30-16:30 沖縄県庁　講堂 那覇市泉崎1-2-2
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局 担当課 TEL（直通） FAX 所管地域
北海道経済産業局 環境対策課 011-709-1754 011-726-7474 北海道

東北経済産業局 環境・リサイクル課 022-263-1206 022-213-0757 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、
山形県、福島県

関東経済産業局 環境・リサイクル課 048-600-0292 048-601-1290
東京都、神奈川県、埼玉県、
千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、
山梨県、長野県、新潟県、静岡県

中部経済産業局 環境・リサイクル課 052-951-2768 052-951-2568 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、
三重県

近畿経済産業局 環境・リサイクル課 06-6966-6018 06-6966-6081 京都府、奈良県、兵庫県、大阪府、
和歌山県、福井県、滋賀県

中国経済産業局 環境・リサイクル課 082-224-5676 082-224-5765 山口県、岡山県、広島県、鳥取県、
島根県

四国経済産業局 環境資源課 087-834-3954 087-862-7048 徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州経済産業局 リサイクル推進課 092-482-5472 092-482-5554 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
鹿児島県、宮崎県、大分県

沖縄総合事務局 環境資源課 098-866-0068 098-860-3710 沖縄県

各経済産業局　問い合わせ先一覧


