
フロン排出抑制法と管理者の
取組について

令和４年度 公害防止管理者講習会

〜第一種特定製品（業務用冷凍空調機器）の管理〜
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フロン排出抑制法の対象となる機器
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■第一種特定製品とは
業務用の冷凍空調機器（冷蔵庫、エアコン、冷蔵

冷凍ショーケース、ターボ冷凍機、チリングユニッ
ト等）であって、冷媒としてフロンが使用されてい
るもの
≪対象外の機器（他の法令で規制等を受けている機器）≫

・ 家庭用のエアコンや冷蔵庫等（家電リサイクル法）
・ カーエアコン（自動車リサイクル法）

■第一種特定製品の見分け方
①室外機の銘板・シール等による確認
平成14年４月以降に販売された機器には、表示が義務化

②機器のメーカーや販売店に照会



フロン対策の現状
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 フロンは、エアコンや冷凍冷蔵機器の冷媒等、様々な用途で活用
 オゾン層を破壊する「特定フロン」からオゾン層を破壊しない「代替
フロン」への転換が進んだが、温室効果は非常に大きい

➢「代替フロン」の排出抑制と「グリーン（ノンフロン）冷媒」への早
期の転換が必要



フロン対策に関する法規制のあゆみ

5出典：都道府県向け説明資料（環境省）

 法規制には、①オゾン層保護法と②フロン排出抑制法がある
①オゾン層保護法では、特定フロン及び代替フロンの製造・輸入等を規制
②フロン排出抑制法では、製造や輸入などの上流、機器使用時の中流、
及び機器廃棄時(回収・破壊・再生)の下流のライフサイクル全般を規制
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都内のフロン排出状況
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 都内温室効果ガス排出量のうち、フロンの割合は約１割
 フロンの排出量のうち、業務用冷凍空調機器が約７割を占める。
…使用時=配管の腐食や不十分な点検整備
廃棄時=フロン回収の未実施、不適正な処理 等が主な原因

〔都内温室効果ガス排出量(2020年度速報値)〕

〔フロン(HFCs)排出量内訳(2020年度速報値)〕約1割

約7割



都のフロン削減目標
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フロン排出量ゼロ

2050年のあるべき姿

フロン（HFCs）排出量（2014年度比）65％削減
…フロン漏えいゼロに向けた取組が定着
機器のノンフロン化が進み、多くの製品が市場に流通

2030年目標

機器のライフサイクル全般にわたる排出削減対策を国や事業者等と連携し
て促進

施策の方向性

 都は、2050年のゼロエミッション東京の実現に向け、2030年までに都
内温室効果ガス排出量を50％削減するカーボンハーフを目指し、各種
取組を加速

 令和４年9月に改定した「東京都環境基本計画」では、フロン排出量の
2030年削減目標を、2014年度比で35％⇒65％に引上げ

…フロン機器の徹底管理により、使用時・廃棄時の漏えいゼロを実現
ノンフロン機器の普及拡大により、フロン使用機器を大幅削減
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2030年目標の達成に向けた都の取組

使用時対策

廃棄時対策

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

補助実績
(台)

38 141 247

機器廃棄時のフロン回収の徹底
・フロンGメンによる建物解体現場への立入指導を強化

・悪質な事業者に対しては、勧告など厳正な対処を実施

管理者による機器管理の徹底
・立入指導等により、機器の適切な点検の実施を促進
・フロン漏えい防止等に向けて、先進的な技術の活用を推進

ノンフロン機器への転換支援
・中小事業者を対象に省エネ型ノンフロン冷
凍冷蔵ショーケース等の導入補助を実施

ノンフロン製品の普及
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機器管理の現状と必要な取組

１ 「管理者の判断基準」の遵守が必要

【現状】
業務用冷凍空調機器の点検がフロン排出抑制法で義務付けら
れているものの、法の認知度は低く、法定点検を実施してい
ない事業者が多い。また、点検が不十分であることも多い。

① 適切な場所への設置
② 機器の点検（簡易点検・定期点検）
③ 漏えい防止措置、修理しないまま充てんの原則禁止
④ 点検等の履歴の保存

２ 一定量以上のフロンを漏えいさせた場合は報告が必要

① 法人（事業者）単位で算出
② 報告期限は、翌年度の７月末日
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・第一種特定製品の管理者は、休止中の機器を含め
て法定点検等を実施する必要があります。 （法第16条）

機器の管理者の責務 ≪点検の実施≫

機器の種類 規模 簡易点検の頻度 定期点検の頻度

冷蔵機器及
び冷凍機器

7.5ｋＷ未満

３か月に１回以上

不要

7.5ｋＷ以上 １年に１回以上

エアコン

7.5ｋＷ未満 不要

7.5ｋＷ以上
50ｋＷ未満

３年に１回以上

50ｋＷ以上 １年に１回以上

・簡易点検は、管理者（従業員等）が実施することができます。

・定期点検は、専門知識を持つ者（委託等）が実施する必要があります。

・点検記録は、機器の廃棄後、３年間の保存義務があります。

・点検の結果、漏えい等が発見され場合は修理が必要です。
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機器の管理者の責務 ≪簡易点検項目①≫

異常振動・異常運転音の有無

室外機・室外機周辺の油の
にじみの有無

熱交換器の
油のにじみ

出典：東京都環境局：「フロン排出抑制法」第一種特定製品の管理者点検マニュアル

室外機からの異常音室外機の異常振動

室外機
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機器の管理者の責務 ≪簡易点検の項目②≫

室外機のキズ、腐食、錆の有無

熱源機などの点検

異常振動・異常
運転音・異常な
停止の繰り返し

各圧力・油
面・電流・電
圧の記録

機器周辺や配管
等の油のにじみ

冷却器の霜付き 冷水・冷却水出入口
温度の確認

受液器液面計の
液面位置

室外機にゴミが付着 室外機の腐食

室外機の確認

室外機のキズ 室外機が草で
覆われている
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機器の管理者の責務 ≪簡易点検の記録≫

●簡易点検記録簿の例
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漏えい又は故障等を常時監視するシステムのうち、基準に適
合するものを用いて、漏えい又は故障等を早期に発見するた
めに必要な措置が講じられている場合にあっては、簡易点検
に代えることができる。 (令和4年8月22日告示改正で新設）

【参考】遠隔監視等による簡易点検
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１年間にＣＯ２換算で1000トン以上のフロンを漏え
いさせた者は、国に報告する必要があります。

（法第19条）

〇 国への報告は、法人（事業者）単位で行いますが、１事業所（工

場・店舗・事務所等）あたり1000トン以上のフロンを漏えいさ

せた場合は、当該事業所を別記する必要があります。

〇 業務用冷凍空調機器の使用等について、約款に定めがあるフラ

ンチャイズチェーンの場合は、チェーン全体で算定・報告します。

機器の管理者の責務 ≪フロン漏えい量の報告≫
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機器廃棄時の現状と立入調査
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➢フロンGメンによる建物解体工事現場への巡回指導を強化

(R2〜：Ｒ２年4月改正フロン排出抑制法に対応)

・建物解体現場(※)の全件立入調査・指導

・悪質な事業者に対しては、勧告など厳正な対処を実施

Ｒ２ Ｒ3 R4

立入調査等件数 4,958 4,163 3,817

勧告件数 4 30 4

＜実績＞ 〔R4年10月末時点〕

【現状】
機器廃棄時のフロン回収がフロン排出抑制法で義務付けら
れているが、フロン回収率(全国)は４割程度に止まる
（2019年 39%、2020年 40％）。

(※)冷凍空調機器の設置が想定される現場



廃棄等実施者（管理者等）の責務①
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・業務用冷凍空調機器の廃棄等を行う場合は、充填回収業者

にフロンの回収等の依頼又はフロンの引き渡しが必要です。

（法第41条）

・フロンを充填回収業者に直接引渡す場合は回収依頼書を、
他の者に委託して引き渡す場合は委託確認書を交付・保存
する必要があります。

（法第43条）

フロン排出抑制法は、廃棄等実施者（※）に多くの義務を課
しています。
※ 廃棄等実施者（発注者）：廃棄する機器の所有者や管理者



廃棄等実施者（管理者等）の責務②
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・フロンの回収を依頼した場合は適正な費用を負担する必要

があります。 （法第74条）

・廃棄物・リサイクル業者等に業務用冷凍空調機器を引き渡
す際は、フロンが入っていないことを証明する引取証明書
（写し）を添付する必要があります。 （法第45条の２）

廃棄等実施者 引取証明書
（写し）

廃棄物・
リサイクル業者
（引取等実施者）
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町田市の金属回収業者が、業務用エアコン内のフロンが回収されたことを確
認せずに機器を引き取り、重機等で破壊した結果、フロンのみだり放出

令和４年11月７日、警視庁生活環境課は金属回収業者の計４人をフロン排
出抑制法違反容疑で逮捕

また同月９日、金属回収業者に不適正な引き取り等を依頼した計４人と法人
をフロン排出抑制法違反の疑いで東京地方検察庁立川支部へ書類送致

➢ 改正フロン排出抑制法施行後の事件化は全国で2件目、逮捕は初

■法改正を機に、警視庁と都はフロンのみだり放出（大気放
出）などの不適正事案の撲滅のため連携して取締りを強化

フロン法違反による検挙事案（令和4年11月９日プレス）

取締事例 ≪警視庁と都の連携①≫
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取締事例 ≪警視庁と都の連携②≫

廃棄等実施者
(発注者（管理者等）

引渡受託者
（取次者（元請等））

金属回収業者

フロン未回収

フロン未回収

逮 捕
みだり放出
引取り等の
制限違反

書類送致
引取証明書の写しの不回付

引取り等の制限違反

書類送致
引取証明書の写しの不交付

引渡し等の義務違反
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【現状】
冷媒にフロンを使用しないノンフロン機器の開発は一部に
限られ、コストも高いことから、機器の導入は限定的

ノンフロン製品の導入支援制度
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対象事業者 ・中小事業者・個人事業主
（冷凍冷蔵倉庫及び食品製造工場を除く）

対象機器

・ノンフロン冷凍冷蔵ショーケース（別置型・内蔵型）

・冷凍冷蔵用又は空調用チリングユニット、冷凍冷蔵ユニット
(車載用、船舶用、輸送用を除く、圧縮機の定格出力が7.5ｋＷ以上のもの）

補助率 等

・補助率 ２分の1
・１事業者あたり 3000万円まで
・１台あたり 1600万円まで

➢省エネ型ノンフロン機器の導入補助事業を実施

東京都 ノンフロン 検索…詳細は、「東京都 ノンフロン」で検索の上、
東京都又はクールネット東京HPをご確認ください



終わりに
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ホームページにも各種情報を掲載しています
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/cfc/index.html

東京都 フロン対策

東京都環境局環境改善部環境保安課フロン対策担当
０３－５３８８－３４７１（直通）

フロンの適正処理にご協力をお願いいたします。

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/cfc/index.html

