
令和3年3月19日 現在

実施区域 実施場所 実施時間

高野町役場富貴支所
（高野町西富貴４５）

令和3年4月27日 （火） 11:00～11:30

高野町民体育館
（高野町高野山４８６）

〃 〃 13:30～15:00

かつらぎ町役場花園支所
（かつらぎ町花園梁瀬６４５）

令和3年5月12日 （水） 11:00～11:30

紀北川上農業協同組合志賀グリーン店
（かつらぎ町志賀３５２－２）

〃 〃 13:00～14:00

大谷公民館
（かつらぎ町大谷２８８－４）

令和3年5月13日 （木） 10:30～11:30

かつらぎ体育センター
（かつらぎ町丁ノ町２５３０－１４０）

〃 〃 13:00～15:30

紀北川上農業協同組合見好西総合選果場
（かつらぎ町東渋田６２－１）

令和3年5月14日 （金） 10:30～11:30

笠田ふるさと交流館
（かつらぎ町笠田東３９６－３）

〃 〃 13:00～15:00

学文路地区公民館
（橋本市清水３５９）

令和3年5月18日 （火） 11:00～12:00

隅田地区公民館
（橋本市隅田町中島２２）

〃 〃 13:30～15:30

紀見北地区公民館
（橋本市三石台４－２－１）

令和3年5月19日 （水）
10:30～12:00
13:30～15:30

高野口地区公民館
（橋本市高野口町名倉８１３－２）

令和3年5月20日 （木）
10:30～12:00
13:30～15:30

橋本市保健福祉センター
（橋本市東家１－3－1）

令和3年5月21日 （金）
10:30～12:00
13:30～15:30

紀州日高漁業協同組合衣奈浦支所
（由良町衣奈７８５－１）

令和3年5月26日 （水） 10:30～12:00

紀州日高漁業協同組合大引支所
（由良町大引６８７）

〃 〃 13:30～14:30

由良町役場
（由良町里１２２０－１）

令和3年5月27日 （木） 13:00～15:30

九度山町
九度山町役場
（九度山町九度山１１９０）

令和3年6月2日 （水）
11:00～12:00
13:30～15:00

比井小学校
（日高町比井９３８）

令和3年6月3日 （木） 11:00～12:00

紀州農業協同組合アグリセンターひだか選
果・集荷場
（日高町高家４２０－１）

〃 〃 13:30～15:00

美浜町
美浜町役場
（美浜町和田１１３８－２７８）

令和3年6月4日 （金）
10:30～12:00
13:30～15:00

紀州農業協同組合がいなポート
（御坊市名田町上野１０７７－８）

令和3年6月16日 （水） 10:30～12:00

塩屋公民館
（御坊市塩屋町北塩屋１１２１）

〃 〃 13:30～14:30

紀州農業協同組合野口事業所
（御坊市野口４５８）

〃 〃 15:00～16:00

藤田会館
（御坊市藤田町吉田２８８）

令和3年6月17日 （木） 10:30～12:00

財部会館
（御坊市湯川町財部４８５）

〃 〃 13:30～16:00

御坊市立体育館
（御坊市薗７６）

令和3年6月18日 （金）
10:30～12:00
13:30～16:00

令和３年度　定期検査日程

実施年月日

高野町

御坊市

由良町

日高町

かつらぎ町

橋本市
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令和３年度　定期検査日程

実施年月日

紀州農業協同組合稲原出張所
（印南町印南原４８３６－１）

令和3年6月23日 （水） 11:00～11:30

紀州農業協同組合真妻事業所
（印南町松原１５４）

〃 〃 13:00～13:30

紀州農業協同組合切目川出張所
（印南町羽六７９１）

〃 〃 14:00～14:30

紀州農業協同組合切目集荷場
（印南町島田１１２０－１１）

令和3年6月24日 （木） 11:00～12:00

印南町公民館
（印南町印南２００９－１）

〃 〃 13:30～15:30

紀州農業協同組合寒川事業所
（日高川町寒川２２３）

令和3年6月29日 （火） 11:00～12:00

日高川町役場美山支所
（日高川町川原河２０２）

〃 〃 13:30～15:30

旧早蘇営業所（ＪＡ紀州）
（日高川町早藤１００）

令和3年6月30日 （水） 10:30～11:30

日高川交流センター
（日高川町高津尾７１８－３）

〃 〃 13:00～15:30

山野小学校
（日高川町山野５３８）

令和3年7月2日 （金） 10:30～11:30

紀州農業協同組合農産物和佐加工施設
（日高川町和佐１４３４）

〃 〃 13:00～14:00

日高川町保健センター
（日高川町土生１６０－２）

〃 〃 14:30～16:00

みなべ町役場
（みなべ町芝７４２）

令和3年8月3日 （火）
10:30～12:00
13:30～15:30

南部公民館岩代分館
（みなべ町西岩代１６４８）

令和3年8月4日 （水） 10:30～12:00

みなべ町中央公民館
（みなべ町谷口３０１−４）

〃 〃 13:30～16:00

清川公民館
（みなべ町清川２２２３）

令和3年8月6日 （金） 13:00～14:00

高城公民館
（みなべ町広野９）

〃 〃 14:30～15:30

紀南農業協同組合営農センター
（上富田町岩田４５４－５）

令和3年9月14日 （火）
11:00～12:00
13:30～15:00

         〃 令和3年9月15日 （水）
11:00～12:00
13:30～15:00

江住公民館
（すさみ町江住１４２６）

令和3年9月17日 （金） 11:00～12:00

すさみ町総合センター
（すさみ町周参見４１２０）

〃 〃 13:30～15:30

旧白浜漁協椿支所
（白浜町椿７２）

令和3年9月28日 （火） 11:00～12:00

白浜町役場安居出張所
（白浜町安居３１３）

〃 〃 13:30～14:30

白浜町役場市鹿野出張所
（白浜町市鹿野１１００）

〃 〃 15:30～16:30

日置川拠点公民館
（白浜町日置９８０－１）

令和3年9月29日 （水） 9:30～11:30

白浜町役場富田事務所
（白浜町栄７３１－５）

〃 〃 13:00～15:30

白浜中央公民館
（白浜町１１３０－９）

令和3年9月30日 （木）
10:30～12:00
13:30～15:30

みなべ町

印南町

すさみ町

白浜町

上富田町

日高川町
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令和３年度　定期検査日程

実施年月日

白寿荘
（田辺市龍神村福井１０１７－２）

令和3年10月5日 （火） 10:30～11:30

湯ノ又集会所
（田辺市龍神村湯ノ又３２９－１）

〃 〃 13:00～13:30

龍神行政局
（田辺市龍神村西３７６）

〃 〃 14:00～15:30

大塔総合文化会館
（田辺市鮎川２５６７）

令和3年10月6日 （水） 11:00～12:00

三川集会所
（田辺市合川６８０－１２）

〃 〃 13:30～14:30

富里連絡所
（田辺市下川下９３０）

〃 〃 15:30～16:30

近野林業会館
（田辺市中辺路町近露９０７－２）

令和3年10月7日 （木） 10:00～11:30

中辺路行政局
（田辺市中辺路町栗栖川３９６－１）

〃 〃 13:00～15:00

上芳養農村環境改善センター
（田辺市上芳養３１６５）

令和3年10月13日 （水） 11:00～12:00

中芳養公民館
（田辺市中芳養１９０４）

〃 〃 13:30～14:30

ＪＡ紀南稲成会議室
（田辺市稲成町２２７８－１０）

〃 〃 15:00～16:00

秋津川公民館
（田辺市秋津川６６８－１）

令和3年10月14日 （木） 11:00～12:00

上秋津農村環境改善センター
（田辺市上秋津２０４６）

〃 〃 13:30～14:30

秋津地区多目的研修センター
（田辺市秋津町２２７番地の３０）

〃 〃 15:00～16:00

東原多目的集会所
（田辺市長野１１４６－２）

令和3年10月15日 （金） 11:00～12:00

三栖コミュニティセンター
（田辺市中三栖８０５）

〃 〃 13:30～14:30

万呂コミュニティセンター
（田辺市中万呂４６－３）

〃 〃 15:00～16:00

新庄公民館
（田辺市新庄町２０３１－３）

令和3年10月18日 （月） 11:00～12:00

田辺市役所第２別館
（田辺市中屋敷町２４－１）

〃 〃 13:30～16:00

         〃 令和3年10月19日 （火）
11:00～12:00
13:30～16:00

         〃 令和3年10月20日 （水）
11:00～12:00
13:30～15:00

田辺市龍神村・
鮎川・中辺路町

特定計量器検定検査規則（平成5年通商産業省令第70号）第39条第1項各号のいずれかに該
当する場合にあっては、令和3年4月27日から令和4年3月31日までの間に、その計量器の所
在する場所において実施します。

所在場所検査

◎過去に受検された事業者の方は、改めて日程を通知させていただきます。

◎新たに計量器を設置された事業者の方は、検査に際し申請が必要となりますので、計量指導班
   （TEL:073-441-2713）までお問い合わせください。

トラックスケール等の大型計量器については所在場所検査となります。

田辺市

3/3


