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１．点検・整備の必要性の啓発活動 

自動車の点検・整備を推進するため、マイカー点検教室、自動車点検フェスティバル等、子供連

れの皆様も楽しめるイベントを各県で開催※１するとともに、自動車ユーザーへチラシを配布する

等、啓発のための活動を実施します。
（※１別紙：東北運輸局管内におけるイベント実施計画） 

 

２．大型車に対する確実な点検・整備の励行（東北運輸局重点項目） 

大型車については、タイヤ・ホイールの取付状態、燃料パイプ及び燃料フ 

ィルター等に燃料漏れが無いか点検を促します。特に、東北管内において冬 

用タイヤの交換が始まる１０月を東北運輸局の強化月間とし、街頭検査等に 

おいて運転者に点検整備の注意点を記したチラシを配布し、車輪脱落事故防 

止に向けた確実な点検・整備の励行を呼びかけます。 

また、車体フレームの腐食による事故やバスの車両火災を防止するため、 

整備管理者に対する講習会等を活用し、確実な点検・整備の励行を呼びかけ 

ます。 

 

３．環境保全のための整備の啓発 

適切な点検・整備の実施による CO2 の削減効果※2 について、イベント 

におけるチラシの配布等、様々な機会を捉えて自動車ユーザーに対して 

周知します。 
（※２エンジンオイル・オイルフィルタの交換、エアクリーナ・エレメントの交換、タイヤ空気圧調整 

などを実施することから派生する燃費改善効果により、CO2削減の効果が期待されます。） 

 

４．整備不良等に起因する事故防止の啓発 

 エンジンオイルの劣化による車両火災事故やブレーキ装置の整備不良に 

よる事故の危険性等を、街頭検査において自動車ユーザーに点検整備の 

注意点を記した小冊子を配布する等により周知を図り、事故防止に向けた 

確実な点検・整備の励行を呼びかけます。 

 

 

東北運輸局プレスリリース 

９月・１０月は「自動車点検整備推進運動」の強化月間です。 

～「クルマはあなたのパートナー！点検整備で安心ドライブ」～ 

【お問い合わせ先】 

東北運輸局自動車技術安全部整備・保安課 阿部、上久保 

TEL ０２２－７９１－７５３４ FAX ０２２－２９９－８８７２ 

運動に関するホームページアドレス（ http://www.tenken-seibi.com/  ） 

平成３０年８月３０日 

国土交通省東北運輸局 

 

自動車は、使用期間や走行距離に応じて故障・劣化が生じることから、安全にご使用いただく

ためには、自動車ユーザーが責任を持って、適切に日常点検と定期点検を実施し、必要な整備を

しなければなりません。このため、東北運輸局では、関係団体等と協力し、９月（全国統一の強

化月間）及び１０月（東北運輸局の強化月間）を「自動車点検整備推進運動」強化月間として、

自動車ユーザーによる保守管理の徹底を積極的に推進します。 

東北運輸局マスコット 

”とうほくろっ犬 ” 



別紙

月　日

時　間

9月2日(日)

10:00～14:00

青森運輸支局構内

所在地：
　青森市浜田豊田139-13

「自動車ふれあい
  フェスティバル2018」

・マイカー点検教室
・マイカー無料点検サービス
・クルマ相談コーナー
・交通安全教室
・自動車検査場の公開等

10月14日(日)

10:00～14:00

テクノルアイスパーク八戸 駐車場

所在地：
　八戸市新井田西4丁目１－１

「八戸自動車
　フェスティバル2018」

・マイカー点検教室
・マイカー無料点検
・クルマ相談コーナー
・交通安全教室等

9月15日(土)
～

9月16日(日)

9:30～16:00

岩手産業文化センター　アピオ

所在地：
　滝沢市砂込389-20

「IBCまつり2018」
 ※岩手放送主催への出展

・マイカー点検教室
・マイカー相談
・衝突試験車両の映像上映
・運転適性診断体験
・子供免許証、キーホルダー作成等

9月30日(日)

8:30～16:00

二戸地域職業訓練センター

所在地：
　二戸市米沢荒谷76−2

10月6日(土)

10:00～16:00

夏油高原スキー場 駐車場

所在地：
　北上市和賀町岩崎新田

10月6日(土)
～

10月7日(日)

10:00～16:00

八幡平市さくら公園
（山賊まつり会場）

所在地：
　八幡平市柏台1-28

10月13日(土)

9:00～16:00

水沢公園

所在地：
　奥州市水沢区中上野町１−１

10月13日(土)
～

10月14日(日)

9:30～16:00

宮古市民総合体育館 駐車場
（シーアリーナ）

所在地：
　宮古市小山田二丁目1番1号

10月14日(日)

10:00～16:00

盛岡市　大通商店街

所在地：
　岩手県盛岡市大通1

10月21日(日)

10:00～16:00

盛岡市 ホットライン肴町(北日本銀行前）

所在地：
　岩手県中ノ橋通1丁目5-27

10月28日(日)

8:30～16:00

二戸地域職業訓練センター

所在地：
　二戸市米沢荒谷76−2

10月31日(水)

10:00～16:00

一関市産業教養文化体育施設 駐車場
（アイドーム）

所在地：
　一関市東台50-46

みやぎ生活協同組合新田東店 駐車場

所在地:
  仙台市宮城野区新田東5-13-19

大和町役場駐車場

所在地:
  黒川郡大和町吉岡字西桧木1-1

みやぎ生活協同組合幸町店 駐車場

所在地:
  仙台市宮城野区大梶7-10

みやぎ生活協同組合荒井店 駐車場

所在地:
  若林区荒井西土地区画整理組合
  亊業地内59街区

みやぎ生活協同組合岩沼店 駐車場

所在地:
  岩沼市梶橋2-30

ヨークベニマル塩釜店 駐車場

所在地:
  塩釜市野田14-34

ヨークベニマル大街道店 駐車場

所在地:
  石巻市大街道東1-3-21

イオンタウン古川 駐車場

所在地:
  大崎市古川沢田字簡易浦15

　

東北運輸局管内におけるイベント実施計画

県別 実 施 場 所 イベント名 イベントの主な予定

青森

岩手

「マイカー点検教室」
 ※1

・マイカー点検教室
・マイカー相談等

宮城
9月7日（金）

14:00～15:30

「第32回マイカー無料点検所」
 ※2

・マイカー点検教室
・マイカー相談等



みやぎ生活協同組合加賀野店 駐車場

所在地:
  登米市中田町石森字加賀野3-6-1

イオンスーパーセンター
　　　　　栗原志波姫店 駐車場

所在地:
  栗原市志波姫新熊谷11

クリエみうら松川店 駐車場

所在地:
  気仙沼市松川前100-1

9月15日(土)

10:30～14:30

勾当台公園 市民広場

所在地：
　仙台市青葉区国分町3丁目7

「第28回宮城バスまつり」
 ※宮城県バス協会主催への出展
 ※2

・チラシ配布
・自動車部品展示
・マイカー相談等

10月6日(土)

10:00～15:30

宮城県庁前

所在地：
　仙台市青葉区本町3丁目8番1号

「ゼロ・チャレンジ・みやぎ2018」
 ※宮城県、宮城県警察本部、河北新報社
　 共催への出展
 ※2

・チラシ配布
・自動車部品展示
・マイカー相談等

9月16日(日)

10:00～15:00

道の駅さんない

所在地：
　横手市山内土渕字小目倉沢34

「"マイカーてんけん日"フェア」

・マイカー点検教室
・無料日常点検
・マイカー相談所
・自動車構造・装置のカット模型展示
・運転適性診断体験
・こども免許証発行等

10月13日(土)
～

10月14日(日)

10:00～17:00

秋田県立中央公園スカイドーム

所在地：
　秋田市雄和椿川駒坂台4-1

「あきたNEXTモーターショー2018」
 ※秋田県主催への出展

・マイカー点検教室
・無料日常点検
・マイカー相談所
・自動車構造・装置のカット模型展示
・運転適性診断体験
・こども免許証発行等

10月27日(土)

10:00～15:00

ニプロハチ公ドーム（大館樹海ドーム）

所在地：
　大館市字三ノ丸13-19

「"マイカーてんけん日"フェア」
 ※第21回大館圏域産業祭への出展

・マイカー点検教室
・無料日常点検
・マイカー相談所
・自動車構造・装置のカット模型展示
・運転適性診断体験
・こども免許証発行等

9月2日(日)

9:30～12:30

真室川町総合保健施設 駐車場

所在地：
　最上郡真室川町新町469−1

9月6日(木)

13:30～15:30

山形県立 山形職業能力開発専門校

所在地：
　山形県山形市松栄二丁目2番1号

9月15日(土)

9:00～11:00

荘内トラックセンター

所在地：
　山形県酒田市宮海新林572-18

10月27日(土)

～
10月28日(日)

10:00～16:00

山形国際交流プラザ
　　　山形ビッグウイング

所在地：
　山形市平久保100番地

「マイカー点検
　フェスティバル2018」
 ※｢やまがた環境展2018｣
　と同時開催

・マイカー相談
・マイカー無料点検
・劣化部品展示
・スタンプラリー
・ペーパークラフト作成
・こども免許証発行等

9月2日(日)

10:00～15:00

福島市立渡利中学校

所在地：
　福島市渡利字平内町106

・マイカー点検教室
・マイカー無料点検
・キッズ体験教室
・クルマ相談コーナー等

9月7日(金)
～

 9月8日(土)

9:00～16:00

福島県農業総合センター

所在地：
　郡山市日和田町高倉下中道116

・マイカー点検教室
・マイカー無料点検
・クルマ相談コーナー等

10月13日(土)
～

 10月14日(日)

10:00～17:00

郡山総合体育館

所在地：
　郡山市豊田町3番10号

『くるまの点検フェア』
 ※福島放送局主催『KFBまつり』
　への出展

・マイカー相談
・自動車劣化部品等の展示
・子供向けつなぎ着用体験
・運転適性診断等

10月6日(土)

11:00～15:00

マルトSC高坂店

所在地：
　いわき市内郷高坂町八反田55

『福島県自動車整備振興会いわき支部
 マイカー点検教室』

・マイカー点検教室
・マイカー無料点検
・クルマ相談コーナー等

青森 　　岩手 福島

宮城

9月7日（金）

14:00～15:30

「第32回マイカー無料点検所」
 ※2

・マイカー点検教室
・マイカー相談等

秋田

山形

「自動車点検教室」
 ※3

・マイカー相談
・マイカー無料点検等

※4:詳細については一般社団法人福島県自動車整備振興会（024-546-3451）にお問い合わせください。

《各地のイベント風景》

福島

『マイカー点検教室』
 ※4

※実施日や時間・会場等は予告なく変更となる場合があります。

※1:詳細については一般社団法人岩手県自動車整備振興会（019-637-2882）にお問い合わせください。

※2:詳細については一般社団法人宮城県自動車整備振興会（022-236-3322）にお問い合わせください。

※3:詳細については一般社団法人山形県自動車整備振興会（023-686-4832）にお問い合わせください。










