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改正法施行に向けた当面の取組について 

 

 

１．地域ブロック別説明会の開催 

 

（１）趣旨 

 今後の周知活動の核となる、都道府県の担当者、フロン類の回収に係る地域協議

会及び関係業界団体に対し、改正内容の説明、施行に向けた周知活動の進め方等に

ついての情報提供を目的として、環境省、経済産業省の共催により開催。 

 

（２）対象者 

・地方自治体のフロン対策担当者、廃棄物処理担当者、等 

・フロン回収等推進協議会メンバー 

・関係業界団体 

 

（３）内容 

・改正フロン回収・破壊法及び政省令内容の説明 

・施行に向けた周知活動の進め方についての説明 

・都道府県等への協力依頼 

例：地域での説明会開催、ホームページの整備、関係行政窓口でのパンフレッ

トの配布、広報誌での改正内容の紹介、等 

 

（４）開催日時・場所 

 

地区 日時 場所 

北海道 12月８日(金) 14時～16時 札幌市 きょうさいサロン「飛鳥」 

東北 12月12日(火) 14時～16時 仙台市 仙台ガーデンパレス「鳳凰」 

関東 12月４日(月) 13時～15時 中野区 中野サンプラザ「コスモルーム」

中部 12月11日(月) 14時～16時 名古屋市 メルパルク名古屋「瑞雲・西」

近畿 12月15日(金) 14時～16時 大阪市 エビスビル AA ホール本館 ３階 

中国・ 

 四国 

12月14日(木) 14時～16時 岡山市 メルパルク岡山「泰平」 

九州・ 

 沖縄 

12月５日(火) 14時～16時 熊本市 熊本交通センターホテル「大ホー

ル」 

（申込先） 

フロン回収・破壊法ブロック別説明会事務局 

（株）ダイナックス都市環境研究所担当：片野・山野下 

ＦＡＸ：０３－３５８０－８２６５ 

E-mail：cfc-seminar@dynax-eco.com 

電話：０３－３５８０－８２２１ 
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２．対象事業者別の説明会開催 

 

（１）趣旨 

 機器所有者、特定解体工事元請業者／フロン類引渡受託者、フロン類回収業者／

機器の整備業者のそれぞれの役割に応じて、改正フロン回収・破壊法により新たに

規定された事項を中心として、実務的な詳細な運用方法を説明することを目的とし

て、経済産業省、環境省の共催により開催。 

 

（２）対象者 

・業務用冷凍空調機器の所有者 

・特定解体工事の元請業者、使用済業冷機器を引き取る事業者 

・フロン類回収業者、整備業者 

 

（３）内容（対象者別に具体的説明内容を変更） 

・改正内容の概要（対象者別の周知ポイントを中心に） 

・行程管理制度への対応（マニフェストの使い方を中心に） 

 

（４）開催日時・場所（予定） 

 

地区 日 時 会 場 対 象 者 

１月30日(火) 午後 業務用冷凍空調機器の所有者 

午前 
フロン類回収業者 

整備業者 関東 
１月31日(水) 

午後 

東京都 住友不

動産西新宿ホー

ル 特定解体工事の元請業者 

使用済業冷機器を引き取る事業者

２月８日(木） 午後 業務用冷凍空調機器の所有者 

午前 
フロン類回収業者 

整備業者 関西 
２月９日(金) 

午後 

大阪市 エビス

ビルAAホール 
特定解体工事の元請業者 

使用済業冷機器を引き取る事業者

２月19日(月) 午後 業務用冷凍空調機器の所有者 

午前 
フロン類回収業者 

整備業者 九州 
２月20日(火) 

午後 

福岡市 福岡県

自治会館 
特定解体工事の元請業者 

使用済業冷機器を引き取る事業者

 

※ なお、改正フロン法の周知、普及先として別紙の業界団体等を関係省庁より紹

介。各団体等への情報の提供、説明会の案内等を通じ、周知・普及を進めていく

予定。 
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機器の所有者・使用者 

（食品産業・農・水産物）   

 (社)全国中央市場青果卸売協会 全国青果卸売協同組合連合会 (社)全国中央市場水産卸協会 

 全国水産物卸組合連合会 (社)日本食肉市場卸売協会 東京食肉市場卸商協同組合 

 大阪市食肉市場仲卸事業協同組合 (社)全国食肉買参協会 日本ハム・ソーセージ工業協同組合 

 (社)日本花き卸売市場協会 全国花き卸協会 全国中央卸売市場関連事業者団体連合会 

 (社)全国青果卸売市場協会 全国魚卸売市場連合会 財団法人食品流通構造改善促進機構 

 財団法人食料農商交流協会 全国水産物商業協同組合連合会 全国青果物商業協同組合連合会 

 日本果物商業協同組合連合会 全国小売市場総連合会 全国煮豆惣菜商業協同組合連合会 

 日本小売業協会 協同組合セルコチェーン 全日本スパーギルド商業協同組合連合会 

 全日食チェーン商業協同組合連合会 無添加食品販売協同組合 (社)日本加工食品卸協会 

 (社)日本外食品卸協会 全国給食事業協同組合連合会 日本給食品連合会 

 全国米穀協会 日本精米工業会 日本米穀小売振興会 

 日本べんとう振興協会 全国ビスケット協会 日本パン工業会 

 日本即席食品工業協会 製粉振興会 精糖工業会 

 日本パスタ協会 全国包装米飯協会 日本麺類業団体連合会 

 日本炊飯協会 日本米穀小売商業組合連合会 全国米菓工業組合 

 全国米穀販売事業協同組合 全国米穀工業協同組合 全国精麦工業協同組合連合会 

 全日本パン協同組合連合会 全国乾麺協同組合連合会 全国穀類工業協同組合 

 全国味噌工業協同組合連合会 協同組合全国製粉協議会 全国製麺協同組合連合会 

 協同組合全国製麩工業会 全国麦茶工業協同組合 全国餅工業協同組合 

 全国パン粉工業協同組合連合会 全日本丸十パン商工業協同組合 日本イースト工業会 

 製粉協会 日本醤油協会 日本プレミックス協会 

 全国小麦粉卸商組合連合会 全国小麦粉分離加工協会 日本フラワーペースト工業会 

 有限責任中間法人日本冷凍めん協会 (財)食品産業センター (社)日本コーングリッツ協会 

 (社)日本植物油協会 (社)日本乳業協会 日本マーガリン工業会 

 日本豆腐協会 全国豆腐油揚協同組合連合会 全国豆腐油揚商工組合連合会 

 全国納豆協同組合連合会 全国凍豆腐工業協同組合連合会 (社)日本植物蛋白食品協会 

 日本豆乳協会 全国きな粉工業会 全日本漬物協同組合連合会 

 日本漬物輸入事業協同組合 日本製餡協同組合連合会 全国胡麻加工組合連合会 

 (社)日本ソース工業会 全日本カレー工業協同組合 日本からし協同組合 

 全国食酢協会中央会 全国マヨネーズ・ドレッシング類協会 日本うま味調味料協会 

 全日本スパイス協会 全国ふりかけ協会 全国みりん風調味料協議会 

 日本加工わさび協会 風味調味料協議会 日本アミノ酸液工業会 

 (社)日本缶詰協会 日本エキス調味料協会 (社)全日本コーヒー協会 

 (社)全国清涼飲料工業会 日本カラメル工業会 日本スープ協会 

 日本即席スープ協会 全日本菓子協会 全国菓子卸商業組合連合会 

 日本菓子ＢＢ協会 日本介護食品協議会 日本ベビーフード協議会 

 日本凍結乾燥食品工業会 (社)日本フードサービス協会 事業協同組合全国焼肉協会 

 (社)日本給食サービス協会 (社)日本弁当サービス協会 (社)日本冷凍食品協会 

 (社)日本惣菜協会 日本デリカフーズ協同組合 フード流通システム協同組合 

 日本フレッシュフーズ協同組合 協同組合フレッシュフーズサプライ エムエスデリカチーム協同組合 

 全国総菜宅配事業協同組合連合会 全国総菜宅配協会 全国餃子焼売工業協会 

 ピザ協議会 農薬工業会 (社)農林水産先端技術産業振興センター 

 (財)微生物応用技術研究所 全国食用きのこ種菌協会 日本特用林産振興会 

 日本鰹鮪漁船艱難救済基金協会 日本トロール底魚協会 海外まき網漁業協会 

 全国いかつり漁業協会 日本鰹鮪漁業者協会 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 

 日本鯨類研究所 責任あるまぐろ漁業推進機構 (社)海洋水産システム協会 

 (社)マリノフォーラム２１ (社)全国まき網漁業協会 全国釣船業協同組合連合会 

 (社)全国沖合いかつり漁業協会 (社)全国さんま漁業協会 全国かじき流網漁業者協会 
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 (社)フィッシャリーナ協会 (社)全国漁港漁場協会 (財)漁港漁場漁村技術研究所 

 全国水産加工業協同組合連合会 （全水加工連） 全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会 （全蒲連） (社)全国削節工業協会 （全削協） 

 (社)日本鰹節協会 (社)日本昆布協会 （日昆協） (社)全国すり身協会 

 全国珍味商工業協同組合連合会 （全珍連） 全国加工海苔協同組合連合会 全国調理食品工業協同組合 （全調食） 

 全国いか加工業協同組合 日本水産缶詰工業協同組合 日本わかめ協会 

 (社)日本フィッシュ・ミール協会 日本寒天工業協同組合 海外沿岸水産物加工協同組合 

 北海道昆布事業協同組合 ぎょれん協同会社事業協同組合 水産物市場改善協会 

 東京水産振興会 (社)いわし食用化協会 日本冷凍空調学会 

 (財)魚価安定基金 (社)西日本鮮魚出荷協会 日本酒造組合中央会 

 日本蒸留酒酒造組合 ビール酒造組合 日本洋酒酒造組合 

 全国卸売酒販売組合中央会 全国小売酒販売組合中央会 日本ワイナリー協会 

 日本洋酒輸入協会  等   

（不動産）   

 (社)不動産協会  等   

（倉庫、輸送）   

 ＪＲ７社 (社)日本民営鉄道協会 (社)日本倉庫協会 

 (社)日本冷蔵倉庫協会 (社)全日本トラック協会 全日本バス協会 

 (社)全国乗用自動車連合会 (社)全国通運連盟 定期航空協会  等 

(流通）   

 日本百貨店協会 日本チェーンストア協会 (社)日本ショッピングセンター協会 

 (社）日本フランチャイズチェーン協会 (社)日本ボランタリー・チェーン協会 (社)日本セルフ・サービス協会 

 (社)全国スーパーマーケット協会 (社)日本専門店協会 日本スーパーマーケット協会 

 (社)リース事業協会 全国商店街振興組合連合会 全国卸商業団地協同組合連合会 

 (協)全国協同店舗連盟 (財)店舗システム協会 日本小売業協会 

 日本チェーンドラッグストア協会  等   

（製造業）   

 (社)日本鉄鋼連盟 (社)日本鉄リサイクル工業会 (社)日本造船工業会 

 (社)日本冷凍空調工業会 (社)日本化学工業協会 日本ソーダ工業会 

 硫酸協会 ウレタンフォーム工業会 高発泡ポリエチレン工業会 

 日本プラスチック工業連盟 フェノールフォーム協会  等  

（その他）   

 日本商工会議所 全国商工会連合会 全国空港ビル協会 

 日本製薬団体連合会 日本医療機器産業連合会 (社)全国ビルメンテナンス協会 

 全国中小企業団体中央会 全国商店街振興組合連合会 日本専門店会連盟 

 日本商店連盟 全国共同店舗連盟 全国卸商業団地協連 

 全国商工会連合会 日本冷凍空調学会  等  

 

特定解体工事の元請業者、機器を引き取る事業者 

 (社)全国建設業協会 (社)建設業協会 (社)日本空調衛生工事業協会 

 (社)全国解体工事業団体連合会 (社)日本建築士事務所協会連合会 (社)日本設備設計事務所協会 

 (社)建設設備技術者協会 (社)全国産業廃棄物連合会  等  

 

第一種フロン類回収業者、整備業者 

 (社)日本冷凍空調工業会 (社)日本冷凍空調設備工業連合会 日本自動販売機工業会  等 

 


