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第一章

︵目的︶
第一 条 こ の法律 は︑ 人類共 通の課 題で あるオ ゾン 層の保 護及び 地球 温暖化 ︵地球 温暖 化対策の 推進に 関する 法律︵ 平成十 年法律 第百十 七号︶ 第
二条第 一項 に規定 する 地球温 暖化を いう ︒以下 同じ︒ ︶の 防止に 積極的 に取 り組む こと が重要 である こと に鑑み ︑オゾ ン層 を破壊 し又は 地球 温
暖化に 深刻 な影響 をもた らす フロン 類の大 気中 への排 出を抑 制す るため ︑フロ ン類 の使用 の合 理化及 び特定 製品 に使用 される フロ ン類の 管理の
適 正化 に関す る指 針並び にフロ ン類 及びフ ロン類 使用 製品の 製造 業者等 並びに 特定 製品の 管理者 の責 務等を 定める とと もに︑ フロン 類の 使用の
合 理 化及び 特定製 品に 使用さ れるフ ロン 類の管 理の適 正化 のため の措置 等を 講じ︑ もっ て現在 及び将 来の 国民の 健康で 文化 的な生 活の 確保に
寄与するとともに人類 の福祉に貢献することを目的とする︒
︵定義︶
第二 条 この法 律にお いて ﹁フロ ン類﹂ とは ︑クロ ロフ ルオロ カーボ ン及 びハイ ドロク ロロフ ルオロ カーボ ンのう ち特定 物質の 規制等に よるオ ゾ
ン層 の保護 に関 する法 律︵ 昭和六 十三年 法律 第五十 三号︶ 第二 条第一 項に規 定す る特定 物質で ある もの並 びに地 球温 暖化対 策の 推進に 関する 法
律第二条第三項第四号に掲げる物質をいう︒
２ こ の法 律にお いて﹁ フロ ン類使 用製品 ﹂と は︑フ ロン 類が冷 媒その 他の 用途に 使用さ れてい る機器 その他 の製品 をいい ︑﹁指 定製品﹂ とは︑
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フロン 類使 用製品 のう ち︑特 定製品 ︵我 が国に おいて 大量 に使用 され ︑かつ ︑冷媒 とし て相当 量のフ ロン 類が充 塡され てい るもの に限る ︒︶ そ
の他我 が国 におい て大量 に使 用され ︑かつ ︑相 当量の フロン 類が 使用さ れてい るも のであ って ︑その 使用等 に際 しての フロン 類の 排出の 抑制 を
推進することが技術的に可能なものとして政令で定めるものをいう︒
３ この 法律 におい て﹁ 第一種 特定製 品﹂ とは︑ 次に掲 げる 機器の うち ︑業務 用の機 器︵一 般消費 者が通 常生活 の用に 供する 機器以外 の機器 をい
う︒︶であって︑冷 媒としてフロン類が充塡されているもの︵第二種特定製品を除く︒︶をいう︒
一 エアコンディショナー
二 冷蔵機器及び冷凍機器︵冷蔵又は冷 凍の機能を有する自動販売機を含む︒︶
４ この法 律に おいて ﹁第二 種特 定製品 ﹂とは ︑使 用済自 動車 の再資 源化等 に関 する法 律︵平 成十四 年法律 第八十七 号︒以 下﹁使 用済自 動車再 資
源化法﹂という︒︶第二条第八項に規定する特定エアコンデ ィショナーをいう︒
５ この法律において﹁特定製品﹂とは︑第一種特定製品及び第二種特 定製品をいう︒
６ こ の法律 にお いてフ ロン 類につ いて﹁ 使用 の合理 化﹂と は︑ フロン 類に代 替す る物質 であっ てオゾ ン層の 破壊をも たらさ ず︑か つ︑地 球温暖
化に深 刻な影 響を もたら さない もの ︵以下 ﹁フロ ン類 代替物 質﹂ という ︒︶の 製造 等︑フ ロン類 使用 製品に 使用さ れる フロン 類の量 を低 減させ
ること等 により︑フロン類の使用を抑制することをいう︒
７ この 法律 におい てフロ ン類 若しく はフロ ン類 代替物 質又は フロ ン類使 用製品 につ いて﹁ 製造等 ﹂とは ︑次に 掲げる行 為をい い︑﹁ 製造業 者等
﹂とは︑製造等を業として行 う者をいう︒
一 フロ ン類若 しくは フロ ン類代 替物 質又は フロン 類使 用製品 を製造 する 行為︵ 他の者 ︵外 国為替 及び 外国貿 易法︵ 昭和 二十四 年法律 第二 百二
十八号︶第六条に規定する非居住者を除く︒以 下こ の項において同じ︒︶の委託を受けて行うものを除く︒︶
二 フロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製 品を輸入する行為︵他の者の委託を受けて行うものを除く︒︶
三 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
８ こ の法律 にお いてフ ロン 類使用 製品に つい て﹁使 用等﹂ とは ︑次に 掲げる 行為 をいい ︑﹁管 理者﹂ とは︑ フロン類 使用製 品の所 有者そ の他フ
ロン類使用製品の使用等を管理する責任を有する者をいう︒
一 フ ロン類使用製品を使用すること︒
二 フロン類使用製 品をフロン類使用製品の整備を行う者に整備させること︒
三 フロ ン類 使用製 品を廃 棄す ること 又はフ ロン 類使用 製品の 全部 若しく は一部 を原 材料若 しくは 部品 その他 の製 品の一 部とし て利 用する こと
を目的として有償若しくは無償で譲渡す ること︵以下﹁廃棄等﹂という︒︶︒
９ この法 律に おいて 特定製 品に 使用さ れる フロン 類につ いて ﹁管理 の適正 化﹂ とは︑ 特定製 品の使 用等に 際しての 当該フ ロン類 の排出 量の把 握
︑充塡︑回収︑再生︑破壊その他の行為が適正に行われるよ うにすることにより︑当該フロン類の排出の抑制を図ることをいう︒
この 法律に おいて ﹁第 一種フ ロン類 充塡 回収業 ﹂と は︑第 一種特 定製 品の整 備が行 われる 場合に おいて 当該第 一種特 定製品 に冷媒と してフ ロ
ン類を 充塡 するこ と及び 第一 種特定 製品の 整備 又は廃 棄等が 行わ れる場 合に おいて 当該第 一種 特定製 品に冷 媒と して充 塡さ れてい るフロ ン類 を
回収す ること を業 として 行うこ とを いい︑ ﹁第 一種フ ロン類 充塡 回収業 者﹂と は︑ 第一種 フロン 類充 塡回収 業を行 うこ とにつ いて第 二十 七条第
一項の 登録を受けた者をいう︒
こ の法律 にお いて﹁ 第一種 フロ ン類再 生業 ﹂とは ︑第一 種特 定製品 に冷媒 とし て充塡 されて いるフ ロン類 の再生︵ ろ過︑ 蒸留そ の他の 方法に
よ り当該 フロ ン類と 混和し てい る不純 物を除 去し ︑又は 他のフ ロン 類を混 和して フロ ン類の 品質を 調整 するこ とに より︑ 当該フ ロン 類を自 ら冷
媒そ の他 製品の 原材料 とし て利用 し︑ 又は冷 媒その 他製 品の原 材料と して 利用す る者 に有償 で譲渡 し得 る状態 にする こと をいう ︒以下 同じ ︒︶
を業 とし て行う ことを いい ︑﹁第 一種フ ロン 類再生 業者﹂ とは ︑第一 種フロ ン類 再生業 を行う こと につい て第 五十条 第一項 の許 可を受 けた者 を
いう︒
10

11

-2 -

第二章

フロン類の使用の合理化に係る措置

この法 律に おいて ﹁フ ロン類 破壊業 ﹂と は︑特 定製品 に冷 媒とし て充 塡され ている フロン 類の破 壊を業 として 行うこ とをい い︑﹁フ ロン類 破
壊業者﹂とは︑フロン類破壊業を行うことについて第六十三条第一項の許可を受 けた者をいう︒
︵指針︶
第 三条 主務 大臣は ︑フ ロン類 の使用 の抑 制及び フロン 類の 排出の 抑制 を図る ことに よりオ ゾン層 の保護 及び地 球温暖 化の防 止に資す るため ︑フ
ロン類の使用の合理 化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する事項について︑指針を定める ものとする︒
２ 前 項の指 針は ︑特定 物質の 規制 等によ るオゾ ン層 の保護 に関す る法 律第二 十条第 一項に 規定する 排出抑 制・使 用合理 化指針 と調和 が保た れた
ものでなければならない︒
３ 主務大臣は︑第一項の指針を定め︑又はこれを変 更したときは︑遅滞なく︑これを公表するものとする︒
︵製造業者等の責務︶
第四条 フ ロン類 の製造 業者 等は︑ 前条第 一項 の指針 に従 い︑フ ロン類 代替 物質の 開発そ の他フ ロン類 の使用 の合理 化のた めに必 要な措置 を講ず
るよう 努め るとと もに︑ 国及 び地方 公共団 体が フロン 類の使 用の 合理化 及び 特定製 品に使 用さ れるフ ロン類 の管 理の適 正化の ため に講ず る施 策
に協力しなければならない︒
２ 指定 製品 の製造 業者 等は︑ 前条第 一項 の指針 に従い ︑フ ロン類 代替 物質を 使用し た製品 の開発 ︑指定 製品の 使用等 に際し て排出さ れるフ ロン
類 により もた らされ るオゾ ン層 の破壊 及び 地球温 暖化へ の影 響の程 度︵次 条第 一項及 び次章 第二 節にお いて ﹁使用 フロン 類の 環境影 響度﹂ とい
う ︒︶の 低減そ の他 フロン 類の 使用の 合理化 のた めに必 要な措 置を 講ずる よう努 める ととも に︑国 及び 地方公 共団 体がフ ロン類 の使 用の合 理化
のために講ずる施策に協力しなければな らない︒
３ 特定製 品の 製造業 者等は ︑前 条第一 項の指 針に 従い︑ フロ ン類代 替物質 を使 用した 製品の 開発を 行うよ うに努め るとと もに︑ 国及び 地方公 共
団体 が特定 製品に 使用 される フロ ン類の 管理の 適正 化その 他特定 製品 からの フロ ン類の 排出の 抑制 のため に講ず る施 策に協 力しな けれ ばなら な
い︒
︵指定製品及び特定製品の管理者の責務︶
第五 条 指定製品の管理者は︑第三条第一項の指針に従い︑使用フロン類の環境影響度の小 さい指定製品の使用等に努めなければならない︒
２ 特 定製品 の管理 者は ︑第三 条第一 項の 指針に 従い︑ 特定 製品の 使用 等をす る場合 には︑ 当該特 定製品 に使用 される フロン 類の管理 の適正 化に
努めるとともに︑国 及び地方公共団体が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策 に協 力しなければならない︒
︵第一種フロン類充塡回収 業者等の責務︶
第六 条 第一種 フロン 類充 塡回収 業者︑ 第二 種フロ ン類 回収業 者︵使 用済 自動車 再資源 化法第 二条第 十二項 に規定 するフ ロン類 回収業者 をいう ︒
第二 十九 条第一 項第二 号及 び第七 十一条 第二 項にお いて同 じ︒ ︶︑第 一種特 定製 品の整 備を行 う者 ︵以下 ﹁第 一種特 定製品 整備 者﹂と いう︒ ︶
︑第 一種フ ロン類 再生 業者︑ フロ ン類破 壊業者 その 他特定 製品又 は特 定製品 に使 用され るフロ ン類 を取り 扱う事 業者 は︑第 三条第 一項 の指針 に
従い︑その事業を行う場合において当該特定製品に使用されるフロ ン類の管理の適正化のために必要な措置を講じなければならない︒
︵国の責務︶
第七条 国は ︑フ ロン類 の使用 の合 理化及 び特定 製品 に使用 される フロ ン類の 管理 の適正 化が推進 される よう︑ 指定製 品及び 特定製 品の管 理者の
理解と 協力を得るための措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない︒
︵地方公共団体の責 務︶
第 八条 地方公 共団 体は︑ 国の施 策に 準じて ︑フ ロン類 の使用 の合 理化及 び特定 製品 に使用 されるフ ロン類 の管理 の適正 化が推 進され るよう 必要
な措置を講ずるように努めなければな らない︒
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第一節 フロン類の製造業者等が講ずべき措置
︵フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項︶
第九条 主務 大臣 は︑フ ロン類 の使 用の合 理化を 推進 するた め︑フ ロン 類の製 造業者 等が フロン類 代替物 質の製 造等そ の他の フロン 類の使 用の合
理化のた めに取り組むべき措置に関してフロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め︑ これを公表するものとする︒
２ 前項 に規 定する 判断の 基準 となる べき事 項は ︑第三 条第一 項の 指針に 即し ︑かつ ︑フロ ン類代 替物質 の開発 の状況そ の他の 事情を 勘案し て定
めるものとし︑これらの事 情の変動に応じて必要な改定をするものとする︒
３ 主 務大臣 は︑第 一項 に規定 する判 断の 基準と なる べき事 項を定 めよ うとする ときは ︑あら かじめ ︑環境 大臣に 協議し なけれ ばならな い︒こ れ
を変更し︑又は廃止しようとするときも︑同様 とする︒
４ 環境 大臣は ︑フ ロン類 の排出 の抑 制を推 進す るため 必要が ある と認め るとき は︑第 一項に 規定する 判断の 基準と なるべ き事項 に関し ︑主務 大
臣に対し︑意見を述べることができる︒
︵指導及び助言︶
第十条 主務 大臣 は︑フ ロン類 の使 用の合 理化を 推進 するた め必要 があ ると認 める ときは ︑フロン 類の製 造業者 等に対 し︑前 条第一 項に規 定する
判 断の 基準と なるべ き事 項を勘 案して ︑フ ロン類 代替物 質の 製造等 その 他のフ ロン類 の使 用の合 理化の ため の措置 に関 して必 要な指 導及 び助言
をすることができる ︒
︵勧告及び命令︶
第十 一条 主務 大臣は ︑フ ロン類 の製造 業者 等︵そ の製 造等に 係るフ ロン 類の生 産量又 は輸入 量が主 務省令 で定め る要件 に該当 するもの に限る ︒
以下 この 条にお いて同 じ︒ ︶のフ ロン類 代替 物質の 製造等 その 他のフ ロン類 の使 用の合 理化の ため の措置 の状 況が第 九条第 一項 に規定 する判 断
の基 準とな るべ き事項 に照ら して 著しく 不十分 であ ると認 めると きは ︑当該 フロ ン類の 製造業 者等 に対し ︑その 判断 の根拠 を示し て︑ フロン 類
代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化に関し必要な措 置をとるべき旨の勧告をすることができる︒
２ 主務大臣は︑前項に規定する勧告を受けたフロン類の製造業者等がその勧告に 従わなかったときは︑その旨を公表することができる︒
３ 主 務大臣 は︑ 第一項 に規定 する 勧告を 受けた フロ ン類の 製造業 者等 が︑前 項の 規定に よりその 勧告に 従わな かった 旨を公 表され た後に おいて
︑ なお ︑正当 な理由 がな くてそ の勧告 に係 る措置 をと らなか った場 合に おいて ︑フロ ン類 の使用 の合理 化を 著しく 害す ると認 めると きは ︑審議
会 等︵国 家行 政組織 法︵昭 和二 十三年 法律 第百二 十号︶ 第八 条に規 定する 機関 をいう ︒︶ で政令 で定め るも のの意 見を聴 いて ︑当該 フロン 類の
製造業者等に対し︑その勧 告に係る措置をとるべきことを命ずることができる︒

第二節 指定製品の製造業者等が 講ず べき措置
︵指定製品の製造業者等の判断の基準となる べき事項︶
第十 二条 主務 大臣は ︑フロ ン類 の使用 の合理 化を 推進す るため ︑指 定製品 につい て︑ 指定製 品ごとに ︑使用 フロン 類の環 境影響 度の低 減に関 し
指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め︑これ を公表するものとする︒
２ 前 項に 規定す る判断 の基 準とな るべき 事項 は︑第 三条第 一項 の指針 に即し ︑か つ︑当 該指定 製品の うち使 用フロン 類の環 境影響 度が最 も小さ
いもの の当該 使用 フロン 類の 環境影 響度︑ 当該 指定製 品の使 用フ ロン類 の環境 影響 度の低 減に関 する 技術開 発の将 来の 見通し その 他の事 情を勘
案し て定めるものとし︑これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする︒
３ 主 務大 臣は︑ 第一項 に規 定する 判断の 基準 となる べき事 項を 定め︑ 又は改 廃しよ うとす るとき は︑環 境大臣 及び経済 産業大 臣の意 見を聴 かな
ければならない︒
４ 環 境大臣 及び経 済産 業大臣 は︑ フロン 類の排 出の 抑制の ために 特に 必要があ ると認 めると きは︑ 前項の 基準の 変更に 関し主 務大臣に 意見を 述
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べることができる︒
︵使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧告及び命令︶
第十三 条 主 務大 臣は︑ 指定製 品の 製造業 者等︵ その 製造等 に係る 指定 製品の 生産量 又は 輸入量が 主務省 令で定 める要 件に該 当する ものに 限る︒
以 下こ の条に おいて 同じ ︒︶が 製造等 を行 う指定 製品に つい て︑前 条第 一項に 規定す る判 断の基 準とな るべ き事項 に照ら して 使用フ ロン 類の環
境 影響度 の低 減を相 当程度 行う 必要が あると 認め るとき は︑ 当該指 定製品 の製 造業者 等に対 し︑ その目 標を 示して ︑当該 指定 製品に ついて 使用
フロン類の環境影響度の低減 を図るべき旨の勧告をすることができる︒
２ 第十 一条第 二項及 び第 三項の 規定は ︑前 項に規 定す る勧告 につい て準 用する ︒この 場合に おいて ︑これ らの規 定中﹁ フロン 類の製造 業者等 ﹂
とあるのは︑﹁指定製品の製造業者等﹂と読み替 えるものとする︒
︵表示︶
第十四 条 主務大 臣は︑ フロ ン類の 使用の 合理 化を推 進す るため ︑指定 製品 につい て︑指 定製品 ごとに ︑次に 掲げる 事項を 定め︑ これを告 示する
ものとする︒
一 指定製品の使用フロン類の環境影響度に関し指定製品の製造業者等が表示すべき事 項
二 前号 に掲げる事項の表示の方法その他使用フロン類の環境影響度の表示に際して指定製品の製造 業者等が遵守すべき事項
︵表示に関する勧告 及び命令︶
第 十五条 主務 大臣 は︑指 定製品 の製 造業者 等がそ の製 造等を 行う 指定製 品につ いて 前条の 規定によ り告示 された ところ に従っ て使用 フロン 類の
環境 影響 度に関 する表 示を してい ない と認め るとき は︑ 当該指 定製品 の製 造業者 等に対 し︑ 当該指 定製 品につ いて同 条の 規定に より告 示さ れた
ところに従って使用フロン類の環境影響度に関 する表示をすべき旨の勧告をすることができる︒
２ 第十一 条第二 項及 び第三 項の 規定は ︑前項 に規 定する 勧告に つい て準用 する︒ この 場合に おいて︑ これら の規定 中﹁フ ロン類 の製造 業者等 ﹂
とあるのは︑﹁指定製品の製造業者等﹂と読み替えるものとする︒
第三章 特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に係る措置

第一節 第一種特定製品の管理者が講ずべき措置
︵第一 種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項︶
第 十六条 主 務大臣 は︑第 一種 特定製 品に使 用さ れるフ ロン 類の管 理の適 正化 を推進 するた め︑第 一種特 定製品 の管理者 が当該 フロン 類の管 理の
適 正化の ため に管理 第一種 特定 製品︵ 第一種 特定 製品の 管理者 がそ の使用 等を管 理す る責任 を有 する第 一種特 定製 品をい う︒以 下こ の節に おい
て同 じ︒ ︶の使 用等 に際し て取り 組む べき措 置に関 して 第一種 特定製 品の 管理者 の判 断の基 準とな るべ き事項 を定め ︑こ れを公 表する もの とす
る︒
２ 前項に 規定 する判 断の基 準と なるべ き事項 は︑ 第三条 第一項 の指 針に即 し︑か つ︑ 第一種 特定製品 の使用 等の状 況︑第 一種特 定製品 の使用 等
に際 して排 出され るフ ロン類 により もた らされ るオ ゾン層 の破壊 及び 地球温 暖化へ の影 響︑フ ロン類 代替 物質を 使用し た製 品の開 発の 状況そ の
他の事情を勘案して定めるものとし︑これらの事情の変動に応じて必要な改定 をするものとする︒
︵指導及び助言︶
第 十七 条 都 道府県 知事 は︑第 一種特 定製 品に使 用さ れるフ ロン類 の管 理の適 正化を 推進す るため 必要が あると 認める ときは ︑第一種 特定製 品の
管 理者に 対し ︑前条 第一 項に規 定する 判断 の基準 となる べき 事項を 勘案し て︑ 第一種 特定 製品の 使用等 につ いて必 要な指 導及 び助言 をする こと
ができる︒
︵勧告及び命令︶
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第十八 条 都道府 県知事 は︑ 第一種 特定製 品の 管理者 ︵管 理第一 種特定 製品 の種類 ︑数そ の他の 事情を 勘案し て主務 省令で 定める 要件に該 当する
ものに 限る ︒以下 この条 にお いて同 じ︒︶ の管 理第一 種特定 製品 の使用 等の状 況が 第十六 条第 一項に 規定す る判 断の基 準とな るべ き事項 に照 ら
して著 しく不 十分 である と認め ると きは︑ 当該第 一種 特定製 品の 管理者 に対し ︑そ の判断 の根拠 を示 して︑ 当該管 理第 一種特 定製品 の使 用等に
関し必要 な措置をとるべき旨の勧告をすることができる︒
２ 都道 府県 知事は ︑前項 に規 定する 勧告を 受け た第一 種特定 製品 の管理 者がそ の勧 告に従 わなか ったと きは︑ その旨を 公表す ること ができ る︒
３ 都道 府県知 事は ︑第一 項に規 定す る勧告 を受け た第 一種特 定製 品の管 理者が ︑前 項の規 定により その勧 告に従 わなか った旨 を公表 された 後に
おい て︑ なお︑ 正当な 理由 がなく てそ の勧告 に係る 措置 をとら なかっ た場 合にお いて︑ 第一 種特定 製品 に使用 される フロ ン類の 管理の 適正 化を
著しく害すると認めるときは︑当該第一種特定製 品の管理者に対し︑その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる︒
︵フロン類算定漏えい量等の報告等︶
第十九 条 第一種 特定製 品の 管理者 ︵フロ ン類 算定漏 えい 量︵第 一種特 定製 品の使 用等に 際して 排出さ れるフ ロン類 の量と して主 務省令で 定める
方法に より 算定し た量を いう ︒以下 同じ︒ ︶が 相当程 度多い 事業 者とし て主 務省令 で定め るも のに限 る︒以 下こ の節に おいて 同じ ︒︶は ︑毎 年
度︑主 務省令 で定 めると ころに より ︑フロ ン類算 定漏 えい量 その 他主務 省令で 定め る事項 を当該 第一 種特定 製品の 管理 者に係 る事業 を所 管する
大臣︵以 下この節及び第百条において﹁事業所管大臣﹂という︒︶に報告しなければならない︒
２ 定型 的な 約款に よる契 約に 基づき ︑特定 の商 標︑商 号その 他の 表示を 使用さ せ︑ 商品の 販売又 は役務 の提供 に関する 方法を 指定し ︑かつ ︑継
続 的に経 営に関 する 指導を 行う 事業で あって ︑当 該約款 に︑当 該事 業に加 盟する 者︵ 以下こ の項に おい て﹁加 盟者 ﹂とい う︒︶ が第 一種特 定製
品の 管理 者とな る管理 第一 種特定 製品 の使用 等に関 する 事項で あって 主務 省令で 定める もの に係る 定め がある ものを 行う 者︵以 下この 項に おい
て﹁ 連鎖 化事業 者﹂と いう ︒︶に ついて は︑ その加 盟者の 管理 第一種 特定製 品の 使用等 を当該 連鎖 化事業 者の 管理第 一種特 定製 品の使 用等と み
なして︑前項の規定を適用する︒
３ 事 業所 管大臣 は︑第 一項 の規定 によ る報告 があっ たと きは︑ 当該報 告に 係る事 項につ いて環 境大臣 及び経 済産業 大臣に 通知す るものと する︒
︵報告事項の記録等︶
第二十 条 環 境大 臣及び 経済産 業大 臣は︑ 前条第 三項 の規定 により 通知 された 事項に つい て︑環境 省令・ 経済産 業省令 で定め るとこ ろによ り電子
計算機 に備えられたファイルに記録するものとする︒
２ 環境 大臣 及び経 済産業 大臣 は︑前 項の規 定に よる記 録をし たと きは︑ 環境 省令・ 経済産 業省令 で定め るとこ ろにより ︑遅滞 なく︑ 同項の ファ
イ ルに記 録さ れた事 項︵以 下こ の節に おいて ﹁フ ァイル 記録事 項﹂ という ︒︶の うち ︑事業 所管大 臣が 所管す る事 業を行 う第一 種特 定製品 の管
理者 に係 るもの を当該 事業 所管大 臣に ︑その 管轄す る都 道府県 の区域 に所 在する 事業 所に係 るもの を都 道府県 知事に ︑そ れぞれ 通知す るも のと
する︒
３ 環境大臣及び経済産業大臣は︑環境省令・経済産業省令で 定めるところにより︑遅滞なく︑ファイル記録事項を集計するものとする︒
４ 環 境大 臣及び 経済産 業大 臣は︑ 遅滞 なく︑ 前項の 規定 により 集計し た結 果を事 業所管 大臣及 び都道 府県知 事に通 知する ととも に︑公表 するも
のとする︒
５ 事 業所管 大臣 及び都 道府県 知事 は︑第 二項の 規定 による 通知が あっ たとき は︑ 当該通 知に係る 事項に ついて 集計す るとと もに︑ その結 果を公
表する ことができる︒
︵開示請求権︶
第 二十一 条 何 人も ︑前条 第四項 の規 定によ る公 表があ ったと きは ︑当該 公表が あっ た日以 後︑主務 大臣に 対し︑ 当該公 表に係 るファ イル記 録事
項であって当該主務大臣が保有するも のの開示の請求を行うことができる︒
２ 前項の請求︵以下この項及び次条において﹁開 示請求﹂という︒︶は︑次の事項を明らかにして行わなければならない︒
一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並 びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
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二 開示請求に係る事業所又は第一種特定製品の管理者の名称︑所在 地そ の他のこれらを特定するに足りる事項
︵開示義務︶
第二十 二条 主務 大臣は ︑開示 請求 があっ たとき は︑ 当該開 示請求 をし た者に 対し︑ ファ イル記録 事項の うち︑ 当該開 示請求 に係る 事項を 速やか
に開示し なければならない︒
︵情報の提供等︶
第二 十三 条 第 一種 特定製 品の管 理者 は︑主 務省令 で定 めると ころ により ︑第十 九条 第一項 の規定に よる報 告に添 えて︑ 第二十 条第四 項の規 定に
より 公表 され︑ 又は前 条の 規定に より 開示さ れる情 報に 対する 理解の 増進 に資す るため ︑事 業所管 大臣 に対し ︑当該 報告 に係る フロン 類算 定漏
えい量の増減の状況に関する情報その他の情報を 提供することができる︒
２ 事業所管大臣は︑前項の規定により提供された情報を環境大 臣及び経済産業大臣に通知するものとする︒
３ 環 境大 臣及び 経済産 業大 臣は︑ 前項の 規定 により 通知 された 情報に つい て︑環 境省令 ・経済 産業省 令で定 めると ころに より第 二十条第 一項に
規定するファイルに記録するものとする︒
４ 環 境大臣 及び 経済産 業大臣 は︑ 前項の 規定に よる 記録を したと きは ︑環境 省令・ 経済 産業省令 で定め るとこ ろによ り︑遅 滞なく ︑同項 のファ
イ ル記 録事項 のうち 事業 所管大 臣が所 管す る事業 を行う 第一 種特定 製品 の管理 者に係 るも のを当 該事業 所管 大臣に ︑その 管轄 する都 道府 県の区
域に所在する事業所 に係るものを都道府県知事に︑それぞれ通知するとともに公表するものとする︒
５ 前二条の規定は︑前項の規 定による公表があった場合に準用する︒
︵技術的助言等︶
第二 十四条 主 務大臣 は︑フ ロン 類算定 漏えい 量の 算定の 適正 な実施 の確保 又は 自主的 なフロ ン類の 排出の 抑制その 他第一 種特定 製品に 使用さ れ
るフ ロン類 の管理 の適 正化の 推進 に資す るため ︑第 一種特 定製品 の管 理者に 対し 必要な 技術的 助言 ︑情報 の提供 その 他の援 助を行 うも のとす る
︒
︵手数料︶
第二十 五条 ファ イル記 録事項 の開 示を受 ける者 は︑ 政令で 定める とこ ろによ り︑実 費を 勘案して 政令で 定める 額の開 示の実 施に係 る手数 料を納
付しな ければならない︒
︵磁気ディスクによ る報告等︶
第 二十六 条 事 業所 管大臣 は︑第 十九 条第一 項の規 定に よる報 告に ついて は︑主 務省 令で定 めるとこ ろによ り︑磁 気ディ スク︵ これに 準ずる 方法
により一定の事項を確実に記録しておく ことができる物を含む︒次項において同じ︒︶により行わせることができる︒
２ 主務大 臣は ︑第二 十一条 第一 項︵第 二十 三条第 五項に おい て準用 する場 合を 含む︒ ︶の規 定によ る請求 又は第二 十二条 ︵第二 十三条 第五項 に
おい て準用 する場 合を 含む︒ ︶の 規定に よる開 示に ついて は︑主 務省 令で定 める ところ により ︑磁 気ディ スクに より 行わせ ︑又は 行う ことが で
きる︒

第二節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン 類の回収
︵第一種フロン類充塡回収業者の登録︶
第 二十 七条 第一種 フロ ン類充 塡回収 業を 行おう とす る者は ︑その 業務 を行お うとす る区域 を管轄 する都 道府県 知事の 登録を 受けなけ ればな らな
い︒
２ 前項 の登録 を受 けよう とする 者は ︑次に 掲げ る事項 を記載 した 申請書 に主務 省令 で定め る書類を 添えて ︑これ を都道 府県知 事に提 出しな けれ
ばならない︒
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあって は︑その代表者の氏名
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二 事業所の名称及び所在地
三 その業務に係る第一種特定製品の種類並びに冷媒として充塡しようとするフ ロン類及び回収しようとするフロン類の種類
四 事 業所ご との 第一種 特定製 品へ のフロ ン類の 充填 及び第 一種 特定製 品に冷 媒と して充 填され てい るフロ ン類の 回収 の用に 供する 設備 の種類
及びその 設備 の能力
五 その他主務省令 で定める事項
︵登録の実施︶
第二 十八 条 都 道府県 知事 は︑前 条第二 項の 規定に よる 登録の 申請が あっ たとき は︑次 条第一 項の規 定によ り登録 を拒否 する場 合を除く ほか︑ 前
条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並び に登録年月日及び登録番号を第一種フロン類充塡回収業者登録簿に登録しなければならない ︒
２ 都道府県知事は︑前項の規定による登録をしたときは︑遅滞 なく︑その旨を申請者に通知しなければならない︒
︵登録の拒否︶
第二十 九条 都道 府県知 事は ︑第二 十七条 第一 項の登 録を受 けよ うとす る者が 次の 各号の いずれ かに該 当する とき︑同 条第二 項の規 定によ る登録
の申請 に係る 同項 第四号 に掲げ る事 項が第 一種特 定製 品への フロ ン類の 充填を 適正 に実施 し︑及 び第 一種特 定製品 に冷 媒とし て充填 され ている
フ ロン 類の回 収を適 正か つ確実 に実施 する に足り るもの とし て主務 省令 で定め る基準 に適 合して いない と認 めると き︑又 は申 請書若 しく は添付
書類のうちに重要な 事項について虚偽の記載があり︑若しくは重要な事実の記載が欠けているときは︑その 登録 を拒否しなければならない︒
一 成年被後見人若しくは被 保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 この 法律の 規定若 しく は使用 済自 動車再 資源化 法の 規定︵ 引取業 者︵ 使用済 自動車 再資 源化法 第二 条第十 一項に 規定 する引 取業者 をい う︒
第七十一条第二項及び第八十七条第二号におい て同 じ︒︶︑第二種フロン類回収業者又は自動車製造業者等︵使用済自動車再資源化法第二条
第十六項に規定する自動車製造業者等をいう︒以下同じ︒︶ に係るものに限る︒第五十一条第二号ロ及び第六十四条第二号ロにおいて同じ︒︶
又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ ︑そ の執行を終わり︑又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過
しない者
三 第三十五条第一項の規定により登録を取り消され︑その処分のあった日から二年を 経過しない者
四 第 一種フ ロン類 充塡 回収業 者で法 人で あるも のが第 三十 五条第 一項 の規定 により 登録 を取り 消され た場 合にお いて ︑その 処分の あっ た日前
三十日以内にその第 一種フロン類充塡回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないも の
五 第三十五条第一項の規 定により業務の停止を命ぜられ︑その停止の期間が経過しない者
六 法人であって︑その役員のうちに前 各号のいずれかに該当する者があるもの
２ 都道府県知事は︑前項の規定により登録を拒否 したときは︑遅滞なく︑その理由を示して︑その旨を申請者に通知しなければならない︒
︵登録の更新︶
第三十条 第二十七条第一項の登録は︑五年ごとにその更新を受けなけ れば︑その期間の経過によって︑その効力を失う︒
２ 第二十七条第二項︑第二十八条及び前条の規定は︑前項の更新について準 用する︒
３ 第 一項の 更新 の申請 があっ た場 合にお いて ︑同項 の期間 ︵以 下この 条にお いて ﹁登録 の有効 期間 ﹂とい う︒︶ の満 了の日 までに その 申請に
対する 処分がされないときは︑従前の登録は︑登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの 間は︑なおその効力を有する︒
４ 前項 の場 合にお いて︑ 登録 の更新 がさ れたと きは︑ その 登録の 有効期 間は ︑従前 の登 録の有 効期間 の満 了の日 の翌日 から 起算す るもの とす
る︒
︵変更の届出︶
第三 十一条 第 一種フ ロン類 充塡 回収業 者は ︑第二 十七条 第二 項各号 に掲げ る事 項に変 更︵主 務省令 で定め る軽微な ものを 除く︒ ︶があ ったと き
は︑その日から三十日以内に︑主務省令で定める書類を添 えて︑その旨を都道府県知事に届け出なければならない︒
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２ 第二十八条及び第二十九条の規定は︑前項の規定による届出があった 場合 に準用する︒
︵第一種フロン類充塡回収業者登録簿の閲覧︶
第三 十二条 都道府県知事は︑第一種フロン類充塡回収業者登録簿を一般の閲覧に供しなけれ ばならない︒
︵廃業等 の届出︶
第 三十三 条 第一種 フロン 類充 塡回収 業者が 次の 各号の いずれ かに 該当す ること とな った場 合にお いては ︑当該 各号に定 める者 は︑そ の日か ら三
十 日以内 に︑そ の旨 を都道 府県 知事︵ 第五号 に掲 げる場 合にあ って は︑当 該廃止 した 第一種 フロン 類充 塡回収 業に係 る第 一種フ ロン 類充塡 回収
業者の登録をした都道府県知事︶に届け 出なければならない︒
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 そ の登録 に係 る都道 府県の 区域 内にお いて第 一種 フロン 類充 塡回収 業を廃 止し た場合 第一 種フ ロン類 充塡回 収業 者であ った個 人又 は第一
種フロン 類充 塡回収業者であった法人を代表する役員
２ 第一種フロン類充塡 回収業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは︑第一種フロン類充塡回収業 者の 登録は︑その効力を失う︒
︵登録の抹消︶
第三 十四 条 都 道府県 知事 は︑第 三十条 第一 項若し くは 前条第 二項の 規定 により 登録が その効 力を失 ったと き︑又 は次条 第一項 の規定に より登 録
を取り消したときは︑当該第一種フロン類充塡 回収業者の登録を抹消しなければならない︒
︵登録の取消し等︶
第三十 五条 都道 府県知 事は ︑第一 種フ ロン類 充塡回 収業 者が次 の各号 のい ずれか に該当 すると きは︑ その登 録を取 り消し ︑又は 六月以内 の期間
を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる︒
一 不正の手段により第一種フロン類充塡回収業者の登録を受けたとき︒
二 そ の者の 第一種 特定 製品へ のフロ ン類 の充塡 及び第 一種 特定製 品に 冷媒と して充 塡さ れてい るフロ ン類 の回収 の用 に供す る設備 が第 二十九
条第一項に規定する 基準に適合しなくなったとき︒
三 第二十九条第一項第一 号︑第二号︑第四号又は第六号のいずれかに該当することとなったとき︒
四 この法律若しくはこの法律に基づく 命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき︒
２ 第二十九条第二項の規定は︑前項の規定による 処分をした場合に準用する︒
︵主務省令への委任︶
第三十 六条 第二 十七条 から 前条ま でに 定める ものの ほか ︑第一 種フロ ン類 充塡回 収業者 の登録 に関し 必要な 事項に ついて は︑主 務省令で 定める
︒
︵第一種特定製品整備者の充塡の委託義務等︶
第 三十 七条 第一種 特定 製品整 備者は ︑第 一種特 定製品 の整 備に際 して ︑当該 第一種 特定製 品に冷 媒とし てフロ ン類を 充塡す る必要が あると きは
︑ 当該フ ロン 類の充 塡を第 一種 フロン 類充 塡回収 業者に 委託 しなけ ればな らな い︒た だし ︑第一 種特定 製品 整備者 が第一 種フ ロン類 充塡回 収業
者である場合において︑当 該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の充塡を行うときは︑この限りでない︒
２ 第一 種特定 製品整 備者 は︑前 項本文 に規 定する フロ ン類の 充塡の 委託 に際し ては︑ 主務省 令で定 めると ころに より︑ 当該第 一種特定 製品の 整
備を 発注 した第 一種特 定製 品の管 理者の 氏名 又は名 称及び 住所 並びに 当該第 一種 特定製 品の管 理者 が第七 十六 条第一 項に規 定す る情報 処理セ ン
ター ︵以下 この 節にお いて﹁ 情報 処理セ ンター ﹂と いう︒ ︶の使 用に 係る電 子計 算機と 電気通 信回 線で接 続され てい る入出 力装 置を使 用して い

-9 -

るかど うか 及び当 該入 出力装 置を使 用し ている 場合に あっ ては当 該情 報処理 センタ ーの 名称を 当該第 一種 フロン 類充塡 回収 業者に 対し通 知し な
ければならない︒
３ 第 一種フ ロン 類充塡 回収業 者︵ 第一項 ただし 書の 規定に より自 らフ ロン類 の充塡 を行 う第一種 特定製 品整備 者を含 む︒次 項︑次 条第一 項︑第
四 十七 条第一 項から 第三 項まで 並びに 第四 十九条 第一項 ︑第 二項︑ 第五 項及び 第七項 にお いて同 じ︒︶ は︑ 第一項 本文に 規定 するフ ロン 類の充
塡 の委託 を受 けてフ ロン類 の充 塡を行 い︑又 は同 項ただ し書 の規定 による フロ ン類の 充塡を 行う に当た って は︑主 務省令 で定 めるフ ロン類 の充
塡に関する基準に従って行わ なければならない︒
４ 第一 種フロ ン類充 塡回 収業者 は︑第 一項 本文に 規定 するフ ロン類 の充 塡の委 託を受 けてフ ロン類 の充塡 を行い ︑又は 同項た だし書の 規定に よ
るフ ロン類 の充 塡を行 った ときは ︑フロ ン類 の充塡 を証す る書 面︵以 下この 項及 び次条 第一項 にお いて﹁ 充塡 証明書 ﹂とい う︒ ︶に主 務省令 で
定め る事項 を記載 し︑ 主務省 令で 定める ところ によ り︑当 該フロ ン類 に係る 第一種 特定 製品の 整備 を発注 した第 一種 特定製 品の管 理者 に当該 充
塡証明書を交付しなければならない︒
︵電子情報処理組織の使用︶
第三十 八条 第一 種フロ ン類充 塡回 収業者 ︵その 使用 に係る 入出力 装置 が情報 処理セ ンタ ー︵前条 第二項 の規定 により その名 称が通 知され た情報
処 理セ ンター に限る ︒以 下この 項から 第三 項まで におい て同 じ︒︶ の使 用に係 る電子 計算 機と電 気通信 回線 で接続 されて いる 者に限 る︒ ︶は︑
第 一種特 定製 品にフ ロン類 を充 塡する 場合 におい て︑主 務省 令で定 めると ころ により ︑当該 第一 種特定 製品 の管理 者の承 諾を 得て︑ 当該フ ロン
類 を充塡 した後 主務 省令で 定め る期間 内に︑ 電子 情報処 理組織 を使 用して ︑フロ ン類 の種類 ごとに ︑充 塡した 量そ の他の 主務省 令で 定める 事項
を情報処理センターに登録したときは︑ 同条第四項の規定にかかわらず︑充塡証明書を交付することを要しない︒
２ 情報処 理セ ンター は︑前 項の 規定に よる登 録が 行われ たと きは︑ 電子情 報処 理組織 を使用 して︑ 遅滞な く︑当該 登録が 行われ たフロ ン類に 係
る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者 に︑当該登録に係る事項を通知するものとする︒
３ 情 報処 理セン ターは ︑第 一項の 規定 による 登録に 係る 情報を その使 用に 係る電 子計算 機に備 えられ たファ イルに 記録し ︑これ を当該登 録が行
われた日から主務省令で定める期間保存しなければならない︒
４ 前三項に定めるもののほか︑電子情報処理組織に関し必要な事項は︑主務省令で定める ︒
︵第一 種特定製品整備者の引渡義務等︶
第 三十九 条 第一種 特定製 品整 備者は ︑第一 種特 定製品 の整備 に際 して︑ 当該 第一種 特定製 品に冷 媒とし て充塡 されてい るフロ ン類を 回収す る必
要 がある とき は︑当 該フロ ン類 の回収 を第一 種フ ロン類 充塡回 収業 者に委 託しな けれ ばなら ない︒ ただ し︑第 一種 特定製 品整備 者が 第一種 フロ
ン類充塡回収業者である場合において︑ 当該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の回収を行うときは︑この限りでない︒
２ 第一種 特定 製品整 備者は ︑前 項本文 に規 定する フロン 類の 回収の 委託に 際し ては︑ 主務省 令で定 めると ころによ り︑当 該第一 種特定 製品の 整
備を 発注し た第一 種特 定製品 の管 理者の 氏名又 は名 称及び 住所並 びに 当該第 一種 特定製 品の管 理者 が情報 処理セ ンタ ーの使 用に係 る電 子計算 機
と電 気通信 回線で 接続 されて いる入 出力 装置を 使用 してい るかど うか 及び当 該入出 力装 置を使 用して いる 場合に あって は当 該情報 処理セ ンタ ー
の名称を当該第一種フロン類充塡回収業者に通知しなければならない︒
３ 第 一種フ ロン 類充塡 回収業 者︵ 第一項 ただし 書の 規定に より自 らフ ロン類 の回 収を行 う第一種 特定製 品整備 者を含 む︒第 六項︑ 次条第 一項︑
第 四十 六条︑ 第四十 七条 第一項 から第 三項 まで︑ 第四十 八条 ︑第四 十九 条第一 項︑第 二項 及び第 五項か ら第 七項ま で︑ 第五十 九条第 一項 及び第
二 項︑第 六十 条第二 項︑第 六十 二条第 三項 及び第 五項︑ 第六 十九条 第一項 及び 第五項 ︑第 七十条 第一項 及び 第二項 ︑第七 十一 条第二 項︑第 七十
三 条第二 項及 び第四 項並び に第 七十五 条にお いて 同じ︒ ︶は︑ 第一 項本文 に規定 する フロン 類の回 収の 委託を 受け てフロ ン類の 回収 を行い ︑又
は同 項た だし書 の規定 によ るフロ ン類 の回収 を行う に当 たって は︑第 四十 四条第 二項 に規定 するフ ロン 類の回 収に関 する 基準に 従って 行わ なけ
ればならない︒
４ 第一種 特定 製品整 備者は ︑第 一項本 文の規 定に より第 一種フ ロン 類充塡 回収業 者に 第一種 特定製品 に冷媒 として 充塡さ れてい るフロ ン類を 回
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収させ た場 合にお いて ︑第三 十七条 第一 項本文 の規定 によ り当該 フロ ン類の うちに 再び 当該第 一種特 定製 品に冷 媒とし て充 塡され たもの 以外 の
ものがあるときは︑これを当該第一種フロン類充塡回収業者に引き渡さなければ ならない︒
５ 第 一種フ ロン 類充塡 回収業 者は ︑第一 種特定 製品 整備者 から前 項に 規定す るフロ ン類 の引取り を求め られた ときは ︑正当 な理由 がある 場合を
除き︑当 該フロン類を引き取らなければならない︒
６ 第一 種フ ロン類 充塡回 収業 者は︑ 第一項 本文 に規定 するフ ロン 類の回 収の委 託を 受けて フロン 類の回 収を行 い︑又は 同項た だし書 の規定 によ
る フロン 類の回 収を 行った とき は︑フ ロン類 の回 収を証 する書 面︵ 以下こ の項及 び次 条第一 項にお いて ﹁回収 証明書 ﹂と いう︒ ︶に 主務省 令で
定め る事 項を記 載し︑ 主務 省令で 定め るとこ ろによ り︑ 当該フ ロン類 に係 る第一 種特定 製品 の整備 を発 注した 第一種 特定 製品の 管理者 に当 該回
収証明書を交付しなければならない︒
︵電子情報処理組織の使用︶
第四十 条 第一種 フロン 類充 塡回収 業者は ︑第 一種特 定製 品の整 備に際 して 第一種 特定製 品に冷 媒とし て充塡 されて いるフ ロン類 を回収す る場合
︵当該 第一 種特定 製品の 整備 を発注 した第 一種 特定製 品の管 理者 の使用 に係 る入出 力装置 が情 報処理 センタ ー︵ 前条第 二項の 規定 により その 名
称が通 知され た情 報処理 センタ ーに 限る︒ 以下こ の項 並びに 次項 におい て準用 する 第三十 八条第 二項 及び第 三項に おい て同じ ︒︶の 使用 に係る
電 子計 算機と 電気通 信回 線で接 続され てい る場合 に限る ︒︶ におい て︑ 主務省 令で定 める ところ により ︑当 該第一 種特定 製品 の管理 者の 承諾を
得 て︑当 該フ ロン類 を回収 した 後主務 省令 で定め る期間 内に ︑電子 情報処 理組 織を使 用して ︑フ ロン類 の種 類ごと に︑回 収し た量そ の他の 主務
省令で定める事項を情報処理 センターに登録したときは︑前条第六項の規定にかかわらず︑回収証明書を交付することを 要しない︒
２ 第三 十八条 第二項 から 第四項 までの 規定 は︑前 項の 規定に よる登 録に ついて 準用す る︒こ の場合 におい て︑同 条第四 項中﹁ 前三項﹂ とある の
は︑﹁第四十条第一項及び前二項﹂と読み替え るものとする︒
︵第一種特定製品廃棄等実施者の引渡義務︶
第四十 一条 第一 種特定 製品 の廃棄 等を 行おう とする 第一 種特定 製品の 管理 者︵以 下﹁第 一種特 定製品 廃棄等 実施者 ﹂とい う︒︶ は︑自ら 又は他
の者に 委託 して︑ 第一種 フロ ン類充 塡回収 業者 に対し ︑当該 第一 種特定 製品 に冷媒 として 充塡 されて いるフ ロン 類を引 き渡さ なけ ればな らな い
︒
︵特定 解体工事元請業者の確認及び説明︶
第 四十二 条 建築物 その他 の工 作物︵ 当該建 築物 その他 の工作 物に 第一種 特定 製品が 設置さ れてい ないこ とが明 らかなも のを除 く︒︶ の全部 又は
一 部を解 体す る建設 工事︵ 他の 者から 請け負 った ものを 除く︒ ︶を 発注し ようと する 第一種 特定製 品の 管理者 ︵以 下この 条及び 第百 条第一 項第
一号 にお いて﹁ 特定解 体工 事発注 者﹂ という ︒︶か ら直 接当該 建設工 事を 請け負 おう とする 建設業 ︵建 設業法 ︵昭和 二十 四年法 律第百 号︶ 第二
条第 二項 に規定 する建 設業 をいう ︒︶を 営む 者︵以 下﹁特 定解 体工事 元請業 者﹂ という ︒︶は ︑当 該建築 物そ の他の 工作物 にお ける第 一種特 定
製品 の設置 の有無 につ いて確 認を 行うと ともに ︑当 該特定 解体工 事発 注者に 対し ︑当該 確認の 結果 につい て︑主 務省 令で定 める事 項を 記載し た
書面を交付して説明しなければならない︒
２ 前 項の 場合に おいて ︑特 定解体 工事発 注者 は︑特 定解体 工事 元請業 者が行 う第 一種特 定製品 の設置 の有無 について の確認 に協力 しなけ ればな
らない︒
︵第一 種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等︶
第 四十三 条 第一種 特定製 品廃 棄等実 施者は ︑そ の第一 種特定 製品 に冷媒 とし て充塡 されて いるフ ロン類 を自ら 第一種フ ロン類 充塡回 収業者 に引
き 渡すと きは ︑主務 省令で 定め るとこ ろによ り︑ 当該第 一種フ ロン 類充塡 回収業 者に 次に掲 げる事 項を 記載し た書 面を交 付しな けれ ばなら ない
︒
一 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名 称及び住所
二 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製 品の種類及び数
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三 引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称及び 住所
四 その他主務省令で定める事項
２ 第 一種特 定製 品廃棄 等実施 者は ︑その 第一種 特定 製品に 冷媒と して 充塡さ れてい るフ ロン類の 第一種 フロン 類充塡 回収業 者への 引渡し を他の
者 に委 託する 場合︵ 当該 フロン 類の引 渡し に当た って当 該フ ロン類 に係 る第一 種特定 製品 を運搬 する場 合に おいて ︑当該 第一 種特定 製品 の運搬
の みを委 託す るとき を除く ︒︶ におい て︑当 該引 渡しの 委託 に係る 契約を 締結 したと きは︑ 遅滞 なく︑ 主務 省令で 定める とこ ろによ り︑当 該引
渡 しの委 託を受 けた 者に次 に掲 げる事 項を記 載し た書面 ︵以下 この 条及び 次条第 一項 におい て﹁委 託確 認書﹂ という ︒︶ を交付 しな ければ なら
ない︒
一 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称 及び住所
二 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品 の種類及び数
三 引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所
四 その他主務省令で定める事項
３ 第 一種特 定製 品廃棄 等実施 者は ︑第一 項の規 定に よる書 面の交 付又 は前項 の規定 によ る委託確 認書の 交付を する場 合にお いては ︑当該 書面の
写し又は 当該委託確認書の写しをそれぞれ当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなけれ ばならない︒
４ 第一 種特 定製品 廃棄等 実施 者から 第一種 特定 製品に 冷媒と して 充塡さ れてい るフ ロン類 の第一 種フロ ン類充 塡回収業 者への 引渡し の委託 を受
け た者︵ 当該委 託に 係るフ ロン 類につ き順次 行わ れる第 一種フ ロン 類充塡 回収業 者へ の引渡 しの再 委託 を受け た者 を含む ︒以下 ﹁第 一種フ ロン
類引 渡受 託者﹂ という ︒︶ は︑当 該委 託に係 るフロ ン類 の引渡 しを他 の者 に再委 託しよ うと する場 合︵ 当該フ ロン類 の引 渡しに 当たっ て当 該フ
ロン 類に 係る第 一種特 定製 品を運 搬する 場合 におい て︑当 該第 一種特 定製品 の運 搬のみ を委託 する ときを 除く ︒︶に は︑あ らか じめ︑ 当該第 一
種特 定製品 廃棄等 実施 者に対 して 当該引 渡しの 再委 託を受 けよう とす る者の 氏名 又は名 称及び 住所 を明ら かにし ︑当 該第一 種特定 製品 廃棄等 実
施者 から当 該引渡 しの 再委託 につい て承 諾する 旨を記 載し た書面 ︵主 務省令 で定め る事 項が記 載され てい るもの に限る ︒︶ の交付 を受け なけ れ
ばなら ない ︒この 場合に おい て︑当 該第一 種特 定製品 廃棄等 実施 者又は 当該 第一種 フロン 類引 渡受託 者は︑ それ ぞれ︑ 当該交 付を した書 面の 写
し又は当該交付を受けた書面を当該交付をした日又は当該交付を受けた日から主務省令 で定める期間保存しなければならない︒
５ 第 一種フ ロン類 引渡 受託者 は︑当 該委 託に係 るフロ ン類 の引渡 しの 再委託 に係る 契約を 締結し たとき は︑遅 滞なく ︑主務 省令で定 めると ころ
に より︑ 当該 フロン 類に係 る委 託確認 書に 当該引 渡しの 再委 託を受 けた者 の氏 名又は 名称及 び住 所その 他の 主務省 令で定 める 事項を 記載し ︑当
該引渡しの再委託を受けた 者に当該委託確認書を回付しなければならない︒
６ 第一 種フロ ン類引 渡受 託者は ︑当該 委託 に係る フロ ン類を 第一種 フロ ン類充 塡回収 業者に 引き渡 すとき は︑主 務省令 で定め るところ により ︑
当該 フロ ン類に 係る委 託確 認書に 主務省 令で 定める 事項を 記載 し︑当 該第一 種フ ロン類 充塡回 収業 者に当 該委 託確認 書を回 付し なけれ ばなら な
い︒
７ 第一種フロ ン類引渡受 託者は︑前 二項の規定 による委託 確認書の回 付をする場合 においては︑当 該委託確認書の 写しを当該回付 をした日から主
務省令で定める期間保存しなければならない︒
︵第一種フロン類充塡回収業者の引取義務︶
第 四十 四条 第一種 フロ ン類充 塡回収 業者 は︑第 一種特 定製 品廃棄 等実 施者か ら︑直 接に又 は第一 種フロ ン類引 渡受託 者を通 じて第四 十一条 に規
定 するフ ロン 類の引 取りを 求め られた とき は︑前 条第一 項の 規定に よる書 面の 交付又 は同 条第六 項の規 定に よる委 託確認 書の 回付が ない場 合そ
の他正当な理由がある場合 を除き︑当該フロン類を引き取らなければならない︒
２ 第一 種フロ ン類充 塡回 収業者 は︑前 項の 規定に よる フロン 類の引 取り に当た っては ︑主務 省令で 定める フロン 類の回 収に関 する基準 に従っ て
︑フロン類を回収しなければならない︒
︵引取証明書︶
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第四十 五条 第一 種フロ ン類 充塡回 収業者 は︑ 第一種 特定 製品廃 棄等実 施者 から直 接にフ ロン類 を引き 取った ときは ︑フロ ン類の 引取りを 証する
書面︵ 以下 この条 におい て﹁ 引取証 明書﹂ とい う︒︶ に主務 省令 で定め る事項 を記 載し︑ 主務 省令で 定める とこ ろによ り︑当 該第 一種特 定製 品
廃棄等 実施者 に当 該引取 証明書 を交 付しな ければ なら ない︒ この 場合に おいて ︑当 該第一 種フロ ン類 充塡回 収業者 は︑ 当該引 取証明 書の 写しを
当該交付 をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない︒
２ 第一 種フ ロン類 充塡回 収業 者は︑ 第一種 特定 製品廃 棄等実 施者 から第 一種フ ロン 類引渡 受託者 を通じ てフロ ン類を引 き取っ たとき は︑引 取証
明 書に主 務省令 で定 める事 項を 記載し ︑主務 省令 で定め るとこ ろに より︑ 当該第 一種 フロン 類引渡 受託 者に当 該引取 証明 書を交 付す るとと もに
︑遅 滞な く︑当 該フロ ン類 に係る 第一 種特定 製品廃 棄等 実施者 に当該 引取 証明書 の写し を送 付しな けれ ばなら ない︒ この 場合に おいて ︑当 該第
一種フロン類充塡回収業者は︑当該交付をした引 取証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない︒
３ 第一種特 定製品廃 棄等実 施者は︑ 第一項の 規定によ る引取証 明書の交付 又は前項の 規定による 引取証明書 の写しの送 付を受けた ときは︑当 該
引渡 しが終 了した こと をそれ ぞれ当 該引 取証明 書又は 当該 引取証 明書 の写し により 確認 し︑か つ︑当 該引 取証明 書又は 当該 引取証 明書の 写し を
それぞれ当該交付を受けた日又は当該送付を受けた日から主務省令で定める期間 保存しなければならない︒
４ 第 一種特定 製品廃棄 等実施者 は︑主務 省令で 定める期 間内に︑第 一項の規定 による引取 証明書の交 付若しくは 第二項の規 定による引 取証明書
の 写し の送付 を受け ない とき︑ 又は第 一項 若しく は第二 項に 規定す る事 項が記 載され てい ない引 取証明 書若 しくは 引取証 明書 の写し 若し くは虚
偽 の記載 のあ る引取 証明書 若し くは引 取証 明書の 写しの 交付 若しく は送付 を受 けたと きは︑ 主務 省令で 定め るとこ ろによ り︑ その旨 を都道 府県
知事に報告しなければならな い︒
５ 第一種 フロン類 引渡受託 者は︑ 第二項の 規定によ る引取証 明書の交付 を受けたと きは︑当該 引取証明書 を当該交付 を受けた日 から主務省 令で
定める期間保存しなければならない︒
６ 前各項 に定 めるもののほか︑引取証明書に関し必要な事項は︑主務省令で定める︒
︵第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務︶
第四十 六条 第一 種フロ ン類 充塡回 収業者 は︑ 第三十 九条第 一項 ただし 書の規 定に より第 一種特 定製品 に係る フロン類 を回収 した場 合にお いて第
三十七 条第一 項た だし書 の規定 によ り当該 フロ ン類の うちに 再び 当該第 一種特 定製 品に冷 媒とし て充 塡した もの以 外の ものが あると き︑ 又は第
三 十九 条第五 項若し くは 第四十 四条第 一項 の規定 により フロ ン類を 引き 取った ときは ︑第 五十条 第一項 ただ し書の 規定 により 自ら当 該フ ロン類
の 再生を する 場合そ の他主 務省 令で定 める 場合を 除き︑ 第一 種フロ ン類再 生業 者又は フロン 類破 壊業者 に対 し︑当 該フロ ン類 を引き 渡さな けれ
ばならない︒
２ 第一 種フロ ン類充 塡回 収業者 ︵その 委託 を受け てフ ロン類 の運搬 を行 う者を 含む︒ ︶は︑ 前項の 規定に よるフ ロン類 の引渡 しに当た っては ︑
主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準 に従って︑フロン類を運搬しなければならない︒
︵充塡量及び回収量の記録等︶
第四十 七条 第一 種フロ ン類 充塡回 収業 者は︑ 主務省 令で 定める ところ によ り︑フ ロン類 の種類 ごとに ︑第一 種特定 製品の 整備が 行われる 場合に
おいて 第一 種特定 製品に 冷媒 として 充塡し た量 及び回 収した 量︵ 回収し た後 に再び 当該第 一種 特定製 品に冷 媒と して充 塡し た量を 除く︒ 第三 項
におい て同じ ︒︶ ︑第一 種特定 製品 の廃棄 等が 行われ る場合 にお いて回 収した 量︑ 第五十 条第一 項た だし書 の規定 によ り第一 種フロ ン類 再生業
を 行う 場合に おいて 再生 をした 量︑第 一種 フロン 類再生 業者 に引き 渡し た量︑ フロン 類破 壊業者 に引き 渡し た量そ の他 の主務 省令で 定め る事項
に関し記録を作成し ︑これをその業務を行う事業所に保存しなければならない︒
２ 第一 種フロ ン類 充塡回 収業者 は︑ 第一種 特定 製品の 整備の 発注 をした 第一種 特定 製品の 管理者︑ 第一種 特定製 品整備 者︑第 一種特 定製品 廃棄
等実 施者 又は第 一種フ ロン 類引渡 受託 者から ︑これ らの 者に係 る前項 の規 定によ る記 録を閲 覧した い旨 の申出 があっ たと きは︑ 正当な 理由 がな
ければ︑これを拒んではならない︒
３ 第一種 フロ ン類充 塡回収 業者 は︑主 務省令 で定 めると ころに より ︑フロ ン類の 種類 ごとに ︑毎年度 ︑前年 度にお いて︑ 第一種 特定製 品の整 備
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が行わ れる 場合に おい て第一 種特定 製品 に冷媒 として 充塡 した量 及び 回収し た量︑ 第一 種特定 製品の 廃棄 等が行 われる 場合 におい て回収 した 量
︑第五 十条 第一項 ただし 書の 規定に より第 一種 フロン 類再生 業を 行う場 合にお いて 再生を した 量︑第 一種フ ロン 類再生 業者に 引き 渡した 量︑ フ
ロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しな けれ ばならない︒
４ 都道 府県 知事は ︑前 項の規 定によ る報 告を受 けたと きは ︑主務 省令 で定め るとこ ろによ り︑そ の報告 に係る 事項を 主務大 臣に通知 しなけ れば
ならない︒
︵指導及び助言︶
第四 十八 条 都 道府県 知事 は︑第 一種特 定製 品整備 者︑ 第一種 特定製 品廃 棄等実 施者︑ 特定解 体工事 元請業 者又は 第一種 フロン 類充塡回 収業者 に
対し ︑第三 十七 条第一 項本 文の規 定によ るフ ロン類 の充塡 の委 託︑第 三十九 条第 一項本 文の規 定に よるフ ロン 類の回 収の委 託︑ 同条第 四項︑ 第
四十 一条若 しくは 第四 十六条 第一 項の規 定によ るフ ロン類 の引渡 し︑ 第三十 九条第 五項 若しく は第 四十四 条第一 項の 規定に よるフ ロン 類の引 取
り又 は第四 十二条 第一 項の規 定によ る確 認及び 説明の 実施 を確保 する ため必 要があ ると 認める ときは ︑当 該充塡 の委託 ︑回 収の委 託︑引 渡し ︑
引取り又は確認及び説明の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる︒
︵勧告及び命令︶
第 四十九 条 都道府 県知 事は︑ 第一種 特定 製品整 備者又 は第 一種フ ロン 類充塡 回収業 者が第 三十七 条第二 項若し くは第 四項又 は第三十 九条第 二項
若しくは第六項の規 定を遵守していないと認めるときは︑これらの者に対し︑必要な措置を講ずべき旨の勧 告を することができる︒
２ 都道 府県知 事は ︑第一 種フロ ン類 充塡回 収業者 が第 三十八 条第 一項又 は第四 十条 第一項 の規定に よる登 録をす る場合 におい て︑こ れらの 規定
を遵守していないと認めるときは︑当該 第一種フロン類充塡回収業者に対し︑必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができ る︒
３ 都道府 県知 事は︑ 第一種 特定 製品廃 棄等実 施者 又は第 一種 フロン 類引渡 受託 者が第 四十三 条の規 定を遵 守してい ないと 認める ときは ︑これ ら
の者に対し︑必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることがで きる︒
４ 都 道府 県知事 は︑第 一種 特定製 品廃 棄等実 施者︑ 第一 種フロ ン類引 渡受 託者又 は第一 種フロ ン類充 塡回収 業者が 第四十 五条第 一項から 第五項
までの規定を遵守していないと認めるときは︑これらの者に対し︑必要な措置を 講ずべき旨の勧告をすることができる︒
５ 都 道府県 知事 は︑第 一種フ ロン 類充塡 回収業 者が 第三十 七条第 三項 に規定 するフ ロン 類の充塡 に関す る基準 若しく は第四 十四条 第二項 に規定
す るフ ロン類 の回収 に関 する基 準を遵 守し ていな いと認 める とき︑ 又は 第一種 フロン 類充 塡回収 業者︵ その 委託を 受け てフロ ン類の 運搬 を行う
者 を含む ︒以 下この 項にお いて 同じ︒ ︶が 第四十 六条第 二項 に規定 するフ ロン 類の運 搬に関 する 基準を 遵守 してい ないと 認め るとき は︑当 該第
一種フロン類充塡回収業者 に対し︑期限を定めて︑その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる︒
６ 都道 府県知 事は︑ 正当 な理由 がなく て前 条に規 定す る充塡 の委託 ︑回 収の委 託︑引 渡し又 は引取 りをし ない第 一種特 定製品 整備者︑ 第一種 特
定製 品廃 棄等実 施者又 は第 一種フ ロン類 充塡 回収業 者があ ると きは︑ これら の者 に対し ︑期限 を定 めて︑ 当該 充塡の 委託︑ 回収 の委託 ︑引渡 し
又は引取りをすべき旨の勧告をすることができる︒
７ 都 道府 県知事 は︑前 各項 の規定 によ る勧告 を受け た第 一種特 定製品 整備 者︑第 一種特 定製品 廃棄等 実施者 ︑第一 種フロ ン類引 渡受託者 又は第
一種フ ロン 類充塡 回収業 者が ︑正当 な理由 がな くてそ の勧告 に係 る措置 をと らなか ったと きは ︑これ らの者 に対 し︑そ の勧 告に係 る措置 をと る
べきことを命ずることができる︒

第三節 第 一種特定製品から回収されるフロン類の再生
︵第一種フロ ン類 再生業者の許可︶
第 五十条 第一 種フ ロン類 再生業 を行 おうと する 者は︑ その業 務を 行う事 業所ご とに ︑主務 大臣の許 可を受 けなけ ればな らない ︒ただ し︑第 一種
フロ ン類 充塡回 収業 者が︑ 主務省 令で 定める ところ によ り︑フ ロン類 の再 生の用 に供 する施 設又は 設備 ︵以下 ﹁第一 種フ ロン類 再生施 設等 ﹂と
いう︒︶であって主務省令で定めるものにより 第一種フロン類再生業を行う場合は︑この限りでない︒
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２ 前 項の 許可を 受けよ うと する者 は︑主 務省 令で定 める ところ により ︑次 に掲げ る事項 を記載 した申 請書に 主務省 令で定 める書 類を添え て︑こ
れを主務大臣に提出しなければならない︒
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては︑その代表者の氏名
二 事業 所の名称及び所在地
三 再生をしようと するフロン類の種類
四 第一種フロン類再生施設 等の種類︑数︑構造及びその再生の能力
五 第一種フロン類再生施設等の使用及 び管理の方法
六 その他主務省令で定める事項
︵許可の基準︶
第五十一条 主務大臣は︑前条第一項の許可の申請が次の各号に適合し ていると認めるときでなければ︑同項の許可をしてはならない︒
一 そ の申 請に係 る前条 第二 項第四 号及び 第五 号に掲 げる事 項が 主務省 令で 定める 第一種 フロン 類再生 施設等 に係る構 造︑再 生の能 力並び に使
用及び管理に関する基準に適合するものであること︒
二 申請 者が次のいずれにも該当しないこと︒
イ 成年被後見人若 しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ この法律の規定若しくは 使用済自動車再資源化法の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処 せられ︑その執行を終
わり︑又は執行を受けることがなくなっ た日から二年を経過しない者
ハ 第五十五条の規定により許可を取り消され ︑そ の処分のあった日から二年を経過しない者
ニ 第一種フロン類再生業者で法人であるものが第五十五条 の規定により許可を取り消された場合において︑その処分のあった日前三十日以内
にその第一種フロン類再生業者の役員であった者でその処分のあった日 から二年を経過しないもの
ホ 第五十五条の規定により業務の停止を命ぜられ︑その停止の期間が経過しな い者
ヘ 法人であって︑その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
︵許可 の更新︶
第五十二条 第五十条第 一項の許可は︑五年ごとにその更新を受けなければ︑その期間の経過によって︑その効 力を 失う︒
２ 第五十条第二項及び前条の 規定は︑前項の更新について準用する︒
３ 第一 項の更 新の申 請が あった 場合に おい て︑同 項の 期間︵ 以下こ の条 におい て﹁許 可の有 効期間 ﹂とい う︒︶ の満了 の日ま でにその 申請に 対
する処分がされないときは︑従前の許可は︑許 可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は︑なおその効力を有する︒
４ 前項の 場合に おい て︑許 可の 更新が された とき は︑そ の許可 の有 効期間 は︑従 前の 許可の 有効期間 の満了 の日の 翌日か ら起算 するも のとす る
︒
︵変更の許可等︶
第五十 三条 第一 種フロ ン類再 生業 者は︑ 第五十 条第 二項第 三号か ら第 五号ま でに 掲げる 事項を変 更しよ うとす るとき は︑主 務省令 で定め るとこ
ろによ り︑主務大臣の許可を受けなければならない︒ただし︑その変更が主務省令で定める軽微な 変更であるときは︑この限りでない︒
２ 第五十一条の規定 は︑前項の許可について準用する︒
３ 第一 種フロ ン類 再生業 者は︑ 第一 項ただ し書 の主務 省令で 定め る軽微 な変更 があ ったと き︑又は 第五十 条第二 項第一 号若し くは第 二号に 掲げ
る事項その他主務省令で定める事項に 変更があったときは︑その日から三十日以内に︑その旨を主務大臣に届け出なければなら ない ︒
︵廃業等の届出︶
第五 十四条 第 一種フ ロン類 再生 業者が 次の各 号の いずれ かに該 当す ること となっ た場 合にお いては︑ 当該各 号に定 める者 は︑そ の日か ら三十 日
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以内に︑その旨を主務大臣に届け出なければならない︒
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 法人 が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び 破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 フロン類の再生の業務を 廃止した場合 第一種フロン類再生業者であった個人又は第一種フロン類再生業者であった 法人を代表する役員
六 フロ ン類の 再生の 業務 を休止 した 場合又 は休止 した 業務を 再開し た場 合 第 一種フ ロン 類再生 業者 である 個人又 は第 一種フ ロン類 再生 業者
である法人を代表する役員
２ 第一種 フロン 類再 生業者 が前 項第一 号から 第五 号まで のいず れか に該当 するに 至っ たとき は︑当該 第一種 フロン 類再生 業者に 対する 第五十 条
第一項の許可は︑その効力を失う︒
︵許可の取消し等︶
第五十 五条 主務 大臣は ︑第一 種フ ロン類 再生業 者が 次の各 号のい ずれ かに該 当する とき は︑その 許可を 取り消 し︑又 は六月 以内の 期間を 定めて
その業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる︒
一 不正の手段によ り第一種フロン類再生業者の許可を受けたとき︒
二 その 者の第 一種 フロン 類再 生施設 等に係 る構 造︑再 生の能 力並 びに使 用及び 管理 の方法 が第五 十一 条第一 号に 規定す る基準 に適 合しな くな
ったとき︒
三 第五十一条第二号イ︑ロ︑ニ又はヘのいず れかに該当することとなったとき︒
四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に 基づく処分に違反したとき︒
︵第一種フロン類再生業者名簿︶
第五十 六条 主務 大臣は ︑第 五十条 第二項 第一 号から 第三号 まで に掲げ る事項 並び に許可 年月日 及び許 可番号 を記載し た第一 種フロ ン類再 生業者
名簿を備え︑これを一般の閲覧に供しなければならない︒
︵主務 省令への委任︶
第五十七条 第五十条か ら前条までに定めるもののほか︑第一種フロン類再生業者の許可に関し必要な事項につ いて は︑主務省令で定める︒
︵第一種フロン類再生業者 の再生義務等︶
第五 十八 条 第 一種フ ロン 類再生 業者は ︑第 一種フ ロン 類充塡 回収業 者か ら第四 十六条 第一項 の規定 により フロン 類を引 き取っ た場合に おいて ︑
当該フロン類の再生を行うときは︑主務省令で 定めるフロン類の再生に関する基準に従って︑フロン類の再生を行わなければならない︒
２ 第一種 フロン 類再 生業者 は︑ 前項の 規定に より フロン 類の再 生を 行った 場合に おい て︑当 該フロン 類のう ちに再 生をさ れなか ったも のがあ る
ときは︑フロン類破壊業者に対し︑これを引き渡さなければならな い︒
３ 第 四十 六条第 二項の 規定 は︑前 項の規 定に よるフ ロン類 の引 渡しに ついて 準用 する︒ この場 合にお いて︑ 同条第二 項中﹁ 第一種 フロン 類充塡
回収業者﹂とあるのは︑﹁第一種フロン類再生業者﹂と読み替えるものとする︒
︵再生 証明書︶
第 五十九 条 第一種 フロン 類再 生業者 は︑フ ロン 類の再 生を行 った ときは ︑フ ロン類 の再生 を行っ たこと を証す る書面︵ 以下こ の条に おいて ﹁再
生 証明書 ﹂と いう︒ ︶に主 務省 令で定 める事 項を 記載し ︑主務 省令 で定め るとこ ろに より︑ 当該フ ロン 類を引 き取 った第 一種フ ロン 類充塡 回収
業者 に当 該再生 証明書 を交 付しな けれ ばなら ない︒ この 場合に おいて ︑当 該第一 種フ ロン類 再生業 者は ︑当該 再生証 明書 の写し を当該 交付 をし
た日から主務省令で定める期間保存しなければ ならない︒
２ 第一種 フロ ン類充 塡回収 業者 は︑前 項の規 定に よる再 生証明 書の 交付を 受けた とき は︑遅 滞なく︑ 次の各 号に掲 げる場 合の区 分に応 じ︑そ れ
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ぞれ当 該各 号に定 める 者に当 該再生 証明 書を回 付しな けれ ばなら ない ︒この 場合に おい て︑当 該第一 種フ ロン類 充塡回 収業 者は︑ 当該回 付を し
た再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなけれ ばならない︒
一 当 該フロ ン類 を第三 十九条 第一 項ただ し書の 規定 により 回収 した場 合 当 該フ ロン類 に係る 第一 種特定 製品の 整備 の発注 をした 第一 種特定
製品の管 理者
二 当該フロン類を 第三十九条第五項の規定により第一種特定製品整備者から引き取った場合 当該第一種特定 製品整備者
三 当該フロン類を第四十四 条第一項の規定により第一種特定製品廃棄等実施者から引き取った場合 当該第一種特定製 品廃棄等実施者
３ 第一 種特定 製品整 備者 は︑前 項の規 定に よる再 生証 明書の 回付を 受け たとき は︑遅 滞なく ︑当該 フロン 類に係 る第一 種特定 製品の整 備の発 注
をし た第一 種特 定製品 の管 理者に 当該再 生証 明書を 回付し なけ ればな らない ︒こ の場合 におい て︑ 当該第 一種 特定製 品整備 者は ︑当該 回付を し
た再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定め る期間保存しなければならない︒
︵再生量の記録等︶
第六十 条 第 一種 フロン 類再 生業者 は︑主 務省 令で定 めると ころ により ︑フロ ン類 の種類 ごとに ︑再生 をした 量︑フロ ン類破 壊業者 に引き 渡した
量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し︑これをその業務を行う事業所に 保存しなければならない︒
２ 第一 種フ ロン類 再生 業者は ︑第一 種特 定製品 の整備 の発 注をし た第 一種特 定製品 の管理 者︑第 一種特 定製品 整備者 ︑第一 種特定製 品廃棄 等実
施 者︑第 一種 フロン 類引渡 受託 者又は 第一 種フロ ン類充 塡回 収業者 から︑ これ らの者 に係る 前項 の規定 によ る記録 を閲覧 した い旨の 申出が あっ
たときは︑正当な理由がなけ れば︑これを拒んではならない︒
３ 第一 種フロ ン類再 生業 者は︑ 主務省 令で 定める とこ ろによ り︑フ ロン 類の種 類ごと に︑毎 年度︑ 前年度 におい て再生 をした 量︑フロ ン類破 壊
業者に引き渡した量その他の主務省令で定める 事項を主務大臣に報告しなければならない︒
︵指導及び助言︶
第六十 一条 主務 大臣は ︑第 一種フ ロン 類再生 業者に 対し ︑第五 十八条 第二 項の規 定によ るフロ ン類の 引渡し を確保 するた め必要 があると 認める
ときは︑当該引渡しに関し必要な指導及び助言をすることができる︒
︵勧告及び命令︶
第 六十 二条 主務大 臣は ︑第一 種フロ ン類 再生業 者が第 五十 八条第 一項 に規定 するフ ロン類 の再生 に関す る基準 を遵守 してい ないと認 めると きは
︑当該第一種フロン 類再生業者に対し︑期限を定めて︑その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる ︒
２ 主務 大臣は ︑第 一種フ ロン類 再生 業者︵ その委 託を 受けて フロ ン類の 運搬を 行う 者を含 む︒以下 この項 及び第 五項に おいて 同じ︒ ︶が第 五十
八条 第三 項にお いて準 用す る第四 十六 条第二 項に規 定す るフロ ン類の 運搬 に関す る基 準を遵 守して いな いと認 めると きは ︑当該 第一種 フロ ン類
再生業者に対し︑期限を定めて︑その基準を遵 守すべき旨の勧告をすることができる︒
３ 主務大 臣は︑ 第一 種特定 製品 整備者 ︑第一 種フ ロン類 充塡回 収業 者又は 第一種 フロ ン類再 生業者が 第五十 九条の 規定を 遵守し ていな いと認 め
るときは︑これらの者に対し︑必要な措置を講ずべき旨の勧告をす ることができる︒
４ 主 務大 臣は︑ 正当な 理由 がなく て前条 に規 定する 引渡し をし ない第 一種フ ロン 類再生 業者が あると きは︑ 当該第一 種フロ ン類再 生業者 に対し
︑期限を定めて︑当該引渡しをすべき旨の勧告をすることができる︒
５ 主 務大臣 は︑前 各項 の規定 による 勧告 を受け た第一 種特 定製品 整備 者︑第 一種フ ロン類 充塡回 収業者 又は第 一種フ ロン類 再生業者 が︑正 当な
理由がなくてその勧 告に係る措置をとらなかったときは︑これらの者に対し︑その勧告に係る措置をとるべ きこ とを命ずることができる︒

第四節 フロン類の破壊
︵フロン類破壊業者の許可︶
第六十三条 フロン類破壊業を行おうとする者は ︑その業務を行う事業所ごとに︑主務大臣の許可を受けなければならない︒
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２ 前項の許 可を受け ようとす る者は︑ 主務省令 で定め るところに より︑次に 掲げる事項 を記載し た申請書に 主務省令で 定める書類 を添えて︑
これを主務大臣に提出しなければならない︒
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては︑その代表者の氏名
二 事業 所の名称及び所在地
三 破壊しようとするフロン類の種類
四 フロン類の破壊の用に供する施設︵以下 ﹁フロン類破壊施設﹂という︒︶の種類︑数︑構造及びその破壊の能力
五 フロン類破壊施設の使用及び管理の方法
六 その他主務省令で定める事項
︵許可の基準︶
第六十四条 主務大臣は︑前条第一項の許可の申請が次の各号に適合し ていると認めるときでなければ︑同項の許可をしてはならない︒
一 そ の申 請に係 る前条 第二 項第四 号及び 第五 号に掲 げる事 項が 主務省 令で 定める フロン 類破 壊施設 に係る 構造 ︑破壊 の能力 並び に使用 及び 管
理に関する基準に適合するものであること︒
二 申請 者が次のいずれにも該当しないこと︒
イ 成年被後見人若 しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ この法律の規定若しくは 使用済自動車再資源化法の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処 せられ︑その執行を終
わり︑又は執行を受けることがなくなっ た日から二年を経過しない者
ハ 第六十七条の規定により許可を取り消され ︑そ の処分のあった日から二年を経過しない者
ニ フロン類破壊業者で法人であるものが第六十七条の規定 により許可を取り消された場合において︑その処分のあった日前三十日以内にその
フロン類破壊業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経 過しないもの
ホ 第六十七条の規定により業務の停止を命ぜられ︑その停止の期間が経過しな い者
ヘ 法人であって︑その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
︵許可 の更新︶
第六十五条 第六十三条 第一項の許可は︑五年ごとにその更新を受けなければ︑その期間の経過によって︑その 効力 を失う︒
２ 第六十三条第二項及び前条 の規定は︑前項の更新について準用する︒
３ 第一項 の更新の 申請があ った場 合におい て︑同項 の期間︵ 以下この条 において﹁ 許可の有効 期間﹂とい う︒︶の満 了の日まで にその申請 に対
する処分がされないときは︑従前の許可は︑許 可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は︑なおその効力を有する︒
４ 前項の場 合におい て︑許 可の更新 がされた ときは︑ その許可 の有効期間 は︑従前の 許可の有効 期間の満了 の日の翌日 から起算す るものとす る
︒
︵変更の許可等︶
第六十 六条 フロ ン類破 壊業者 は︑ 第六十 三条第 二項 第三号 から第 五号 までに 掲げ る事項 を変更し ようと すると きは︑ 主務省 令で定 めると ころに
より︑ 主務大臣の許可を受けなければならない︒ただし︑その変更が主務省令で定める軽微な変更 であるときは︑この限りでない︒
２ 第六十四条の規定 は︑前項の許可について準用する︒
３ フロ ン類破 壊業 者は︑ 第一項 ただ し書の 主務 省令で 定める 軽微 な変更 があっ たと き︑又 は第六十 三条第 二項第 一号若 しくは 第二号 に掲げ る事
項その他主務省令で定める事項に変更 があったときは︑その日から三十日以内に︑その旨を主務大臣に届け出なければならない ︒
︵許可の取消し等︶
第六 十七条 主 務大臣 は︑フ ロン 類破壊 業者が 次の 各号の いずれ かに 該当す るとき は︑ その許 可を取り 消し︑ 又は六 月以内 の期間 を定め てその 業

- 18 -

務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる︒
一 不正の手段によりフロン類破壊業者の許可を受けたとき︒
二 そ の者の フロ ン類破 壊施設 に係 る構造 ︑破壊 の能 力並び に使 用及び 管理の 方法 が第六 十四条 第一 号に規 定する 基準 に適合 しなく なっ たとき
︒
三 第六十四条第二 号イ︑ロ︑ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき︒
四 この法律若しくはこの法 律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき︒
︵準用︶
第六 十八条 第 五十四 条︑第 五十 六条及 び第五 十七 条の規 定は ︑フロ ン類破 壊業 者につ いて準 用する ︒この 場合にお いて︑ 第五十 四条第 一項第 五
号及 び第六 号中﹁ の再 生﹂と ある のは﹁ の破壊 ﹂と ︑同条 第二項 中﹁ 第五十 条第一 項﹂ とある のは ﹁第六 十三条 第一 項﹂と ︑第五 十六 条中﹁ 第
五十 条第二 項第一 号﹂ とある のは﹁ 第六 十三条 第二項 第一 号﹂と ︑第 五十七 条中﹁ 第五 十条﹂ とある のは ﹁第六 十三条 ﹂と 読み替 えるも のと す
る︒
︵フロン類破壊業者の破壊義務等︶
第 六十九 条 フロン 類破 壊業者 は︑第 一種 フロン 類充塡 回収 業者か ら第 四十六 条第一 項の規 定によ りフロ ン類の 引取り を求め られたと きは︑ 正当
な理由がある場合を 除き︑当該フロン類を引き取らなければならない︒
２ フロ ン類破 壊業 者は︑ 第一種 フロ ン類再 生業者 から 第五十 八条 第二項 の規定 によ りフロ ン類の引 取りを 求めら れたと きは︑ 正当な 理由が ある
場合を除き︑当該フロン類を引き取らな ければならない︒
３ フロン 類破 壊業者 は︑自 動車 製造業 者等又 は指 定再資 源化 機関︵ 使用済 自動 車再資 源化法 第百五 条に規 定する指 定再資 源化機 関をい う︒第 五
項及 び第七 十一条 第二 項にお いて 同じ︒ ︶から 使用 済自動 車再資 源化 法第二 十六 条第一 項の規 定に よりフ ロン類 の破 壊の委 託の申 込み を受け た
ときは︑正当な理由がなければ︑これを拒んではならない︒
４ フ ロン類 破壊 業者は ︑第 一項若 しくは 第二 項の規 定によ りフ ロン類 を引き 取っ たとき ︑又は 前項の 規定に よりフロ ン類の 破壊を 受託し たとき
は︑主務省令で定めるフロン類の破壊に関する基準に従って︑当該フロン類を破壊しな ければならない︒
５ フ ロン類 破壊業 者は ︑前項 の規定 によ るフロ ン類の 破壊 に要す る費 用に関 して︑ 第一種 フロン 類充塡 回収業 者︑第 一種フ ロン類再 生業者 ︑自
動 車製造 業者 等及び 指定再 資源 化機関 に対 し︑適 正な料 金を 請求す ること がで きる︒ この場 合に おいて ︑第 一種フ ロン類 充塡 回収業 者︑第 一種
フロン類再生業者︑自動車 製造業者等及び指定再資源化機関は︑その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとする ︒
︵破壊証明書︶
第七 十条 フロ ン類破 壊業者 は︑ 前条第 一項 の規定 により フロ ン類を 引き取 った 場合に おいて ︑フロ ン類を 破壊した ときは ︑フロ ン類を 破壊し た
こと を証す る書面 ︵以 下この 条に おいて ﹁破壊 証明 書﹂と いう︒ ︶に 主務省 令で 定める 事項を 記載 し︑主 務省令 で定 めると ころに より ︑当該 フ
ロン 類を引 き取っ た第 一種フ ロン類 充塡 回収業 者に 当該破 壊証明 書を 交付し なけれ ばな らない ︒この 場合 におい て︑当 該フ ロン類 破壊業 者は ︑
当該破壊証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しな ければならない︒
２ 第 五十九 条第 二項及 び第三 項の 規定は ︑破壊 証明 書につ いて準 用す る︒こ の場 合にお いて︑同 条第二 項中﹁ 前項﹂ とある のは︑ ﹁第七 十条第
一項﹂ と読み替えるものとする︒
︵破壊量の記録等︶
第 七十一 条 フ ロン 類破壊 業者は ︑主 務省令 で定 めると ころに より ︑フロ ン類の 種類 ごとに ︑破壊し た量そ の他の 主務省 令で定 める事 項に関 し記
録を作成し︑これをその業務を行う事 業所に保存しなければならない︒
２ フロン 類破 壊業者 は︑第 一種 特定製 品の 整備の 発注を 行う 第一種 特定製 品の 管理者 ︑第一 種特定 製品整 備者︑第 一種特 定製品 廃棄等 実施者 ︑
第一 種フロ ン類 引渡受 託者︑ 第一 種フロ ン類充 塡回 収業者 ︑第一 種フ ロン類 再生 業者︑ 使用済 自動 車︵使 用済自 動車 再資源 化法 第二条 第二項 に
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規定す る使 用済自 動車 をいう ︒第八 十七 条第二 号にお いて 同じ︒ ︶を 引取業 者に引 き渡 した者 ︑引取 業者 ︑第二 種フロ ン類 回収業 者︑自 動車 製
造業者 等又 は指定 再資源 化機 関から ︑これ らの 者に係 る前項 の規 定によ る記録 を閲 覧した い旨 の申出 があっ たと きは︑ 正当な 理由 がなけ れば ︑
これを拒んではならない︒
３ フロ ン類 破壊業 者は ︑主務 省令で 定め るとこ ろによ り︑ フロン 類の 種類ご とに︑ 毎年度 ︑前年 度にお いて破 壊した 量その 他の主務 省令で 定め
る事項を主務大臣に 報告しなければならない︒
︵指導及び助言︶
第七 十二 条 主 務大臣 は︑ フロン 類破壊 業者 に対し ︑第 六十九 条第一 項若 しくは 第二項 の規定 による フロン 類の引 取り︑ 同条第 三項の規 定によ る
フロ ン類の 破壊 の受託 又は 同条第 四項の 規定 による フロン 類の 破壊の 実施を 確保 するた め必要 があ ると認 める ときは ︑当該 引取 り若し くは破 壊
の受託又は破壊の実施に関し必要な指導及び助言をすること ができる︒
︵勧告及び命令︶
第七十 三条 主務 大臣は ︑フ ロン類 破壊業 者が 第六十 九条第 四項 に規定 するフ ロン 類の破 壊に関 する基 準を遵 守してい ないと 認める ときは ︑当該
フロン類破壊業者に対し︑期限を定めて︑その基準を遵守すべき旨の勧告をすることが できる︒
２ 主務 大臣 は︑第 一種 特定製 品整備 者︑ 第一種 フロン 類充 塡回収 業者 又はフ ロン類 破壊業 者が第 七十条 第一項 又は同 条第二 項におい て準用 する
第 五十九 条第 二項若 しくは 第三 項の規 定を 遵守し ていな いと 認める ときは ︑こ れらの 者に対 し︑ 必要な 措置 を講ず べき旨 の勧 告をす ること がで
きる︒
３ 主務 大臣は ︑正当 な理 由がな くて前 条に 規定す る引 取り若 しくは 破壊 の受託 又は破 壊をし ないフ ロン類 破壊業 者があ るとき は︑当該 フロン 類
破壊業者に対し︑期限を定めて︑当該引取り若 しくは破壊の受託又は破壊をすべき旨の勧告をすることができる︒
４ 主務大 臣は︑ 前三 項の規 定に よる勧 告を受 けた 第一種 特定製 品整 備者︑ 第一種 フロ ン類充 塡回収業 者又は フロン 類破壊 業者が ︑正当 な理由 が
なくてその勧告に係る措置をとらなかったときは︑当該フロン類破 壊業者に対し︑その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる︒

第五節 費用負担
︵第一種フロン類充塡回収業者の費用請求等︶
第 七十 四条 第一種 フロ ン類充 塡回収 業者 は︑第 一種 特定製 品整備 者か ら第三 十九条 第一項 本文に 規定す るフロ ン類の 回収の 委託を受 けよう とす
る とき︑ 又は 第一種 特定製 品廃 棄等実 施者 から第 四十一 条に 規定す るフロ ン類 の引取 りを 求めら れたと きは ︑当該 第一種 特定 製品整 備者又 は第
一 種特定 製品 廃棄等 実施者 に対 し︑当 該フロ ン類 の回収 ︑当該 フロ ン類を フロン 類破 壊業者 又は第 一種 フロン 類再 生業者 に引き 渡す ために 行う
運搬 及び 当該フ ロン 類の破 壊又は 再生 を行う 場合に 必要 となる 費用︵ 以下 この条 にお いて﹁ フロン 類の 回収等 の費用 ﹂と いう︒ ︶に関 し︑ 適正
な料金を請求することができる︒
２ 第一種 フロ ン類充 塡回収 業者 は︑前 項の規 定に より料 金を請 求し た場合 におい て︑ 第一種 特定製品 整備者 又は第 一種特 定製品 廃棄等 実施者 か
ら︑ フロン 類の回 収等 の費用 に関す る料 金につ いて 説明を 求めら れた ときは ︑当該 説明 を求め た者に 対し ︑フロ ン類の 回収 等の費 用に関 する 料
金その他主務省令で定める事項について説明しなければならない︒
３ 第 一種特 定製 品整備 者又は 第一 種特定 製品廃 棄等 実施者 は︑第 一項 の規定 によ る第一 種フロン 類充塡 回収業 者の請 求に応 じて適 正な料 金の支
払を行 うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする︒
４ 第一 種特 定製品 整備者 は︑ 前項の 規定に より 料金の 支払を 行っ たとき は︑ 当該第 一種特 定製品 の整備 の発注 者に対し ︑当該 料金の 額に相 当す
る金額の支払を請求するこ とができる︒
５ 第一 種特定 製品整 備者 は︑第 三十九 条第 一項た だし 書の規 定によ り自 らフロ ン類の 回収を 行った ときは ︑当該 第一種 特定製 品の整備 の発注 を
した第一種特定製品の管理者に対し︑当該フロ ン類の回収等の費用に関し︑適正な料金を請求することができる︒
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６ 第 一種 特定製 品の整 備の 発注者 は︑前 二項 の規定 によ る第一 種特定 製品 整備者 の請求 に応じ て支払 を行う ことに より当 該フロ ン類の回 収等の
費用を負担するものとする︒
︵第一種フロン類再生業者の費用請求等︶
第 七十五 条 第一種 フロ ン類再 生業者 は︑ 第五十 八条第 一項 の規定 によ るフロ ン類の 再生に 要する 費用に 関して ︑第一 種フロ ン類充塡 回収業 者に
対 し︑適 正な 料金を 請求す るこ とがで きる︒ この 場合に おい て︑第 一種フ ロン 類充塡 回収業 者は ︑その 請求 に応じ て適正 な料 金の支 払を行 うも
のとする︒
２ 第一 種フロ ン類再 生業 者又は フロン 類破 壊業者 は︑ 第一種 フロン 類充 塡回収 業者か ら︑第 四十六 条第一 項の規 定によ るフロ ン類の引 渡しに 際
して第一種フロン類充塡回収業者が支払わなけれ ばならない料金の提示を求められたときは︑遅滞なく︑これに応じなければならない︒

第六節 情報処理センター
︵指定︶
第七十 六条 主務 大臣は ︑一 般社団 法人又 は一 般財団 法人で あっ て︑次 条に規 定す る業務 を適正 かつ確 実に行 うことが できる と認め られる ものを
︑その申請により︑情報処理センターとして指定することができる︒
２ 主務大 臣は︑前項の規定による指定をしたときは︑当該情報処理センターの名称︑住所及び事務所 の所在地を公示しなければならない︒
３ 情報 処理 センタ ーは︑ その 名称︑ 住所又 は事 務所の 所在地 を変 更しよ うと すると きは︑ あらか じめ︑ その旨 を主務大 臣に届 け出な ければ なら
ない︒
４ 主務大臣は︑前項の規定による届出が あったときは︑当該届出に係る事項を公示しなければならない︒
︵業務︶
第七十七条 情報処理センターは︑次に掲げる業務を行うもの とする︒
一 第三十 八条第 一項 及び第 四十条 第一 項の規 定に よる登 録に係 る事 務︵次 号にお いて ﹁登録 事務﹂ とい う︒︶ を電子 情報 処理組 織によ り処 理
すること︒
二 登 録事務 を電 子情報 処理組 織に より処 理す るため に必要 な電 子計算 機その 他の 機器を 使用し ︑及 び管理 し︑並 びに プログ ラム︑ デー タ︑フ
ァイル 等を作成し︑及び保管すること︒
三 第三 十八 条第二 項︵第 四十 条第二 項に おいて 準用す る場 合を含 む︒︶ の規 定によ る通 知並び に第三 十八 条第三 項︵第 四十 条第二 項にお いて
準用する場合を含む︒︶の 規定による記録及び保存を行うこと︒
四 前三号に掲げる業務に附帯す る業 務を行うこと︒
︵業務規程︶
第七 十八条 情 報処理 センタ ーは ︑前条 各号に 掲げ る業務 ︵以下 ﹁情 報処理 業務﹂ とい う︒︶ を行うと きは︑ その開 始前に ︑情報 処理業 務の実 施
方法 ︑利用 料金に 関す る事項 その他 の主 務省令 で定 める事 項につ いて 情報処 理業務 に関 する規 程︵次 項及 び第八 十五条 第一 項第三 号にお いて ﹁
業務規程﹂という︒︶を定め︑主務大臣の認可を受けなければならない︒これ を変更しようとするときも︑同様とする︒
２ 主 務大臣 は︑ 前項の 認可を した 業務規 程が情 報処 理業務 の適正 かつ 確実な 実施 上不適 当となっ たと認 めると きは︑ その業 務規程 を変更 すべき
ことを 命ずることができる︒
︵事業計画等 ︶
第 七十九 条 情 報処 理セン ターは ︑毎 事業年 度︑ 主務省 令で定 める ところ により ︑情 報処理 業務に関 し事業 計画書 及び収 支予算 書を作 成し︑ 主務
大臣の認可を受けなければならな い︒ これを変更しようとするときも︑同様とする︒
２ 情報処 理セ ンター は︑主 務省 令で定 める ところ により ︑毎 事業年 度終了 後︑ 情報処 理業務 に関し 事業報 告書及び 収支決 算書を 作成し ︑主務 大
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雑則

臣に提出しなければならない︒
︵業務の休廃止︶
第八 十条 情報処理センターは︑主務大臣の許可を受けなければ︑情報処理業務の全部又は一 部を休止し︑又は廃止してはならない︒
︵秘密保 持義務︶
第八十一条 情報処理セ ンターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は︑情報処理業務に関して知り得 た秘 密を漏らしてはならない︒
︵帳簿︶
第八 十二 条 情 報処理 セン ターは ︑主務 省令 で定め ると ころに より︑ 帳簿 を備え ︑情報 処理業 務に関 し主務 省令で 定める 事項を 記載し︑ これを 保
存しなければならない︒
︵報告及び立入検査︶
第八十 三条 主務 大臣は ︑情 報処理 業務の 適正 な運営 を確 保する ために 必要 な限度 におい て︑情 報処理 センタ ーに対 し︑情 報処理 業務若し くは資
産の状 況に 関し必 要な報 告を させ︑ 又はそ の職 員に︑ 情報処 理セ ンター の事 務所に 立ち入 り︑ 情報処 理業務 の状 況若し くは帳 簿︑ 書類そ の他 の
物件を検査させることができる︒
２ 前項の規 定により立入検査をする職員は︑その身分を示す証明書を携帯し︑関係者に提示しなければ ならない︒
３ 第一項の規定による 立入検査の権限は︑犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない︒
︵監督命令︶
第八 十四 条 主 務大臣 は︑ この節 の規定 を施 行する ため に必要 な限度 にお いて︑ 情報処 理セン ターに 対し︑ 情報処 理業務 に関し 監督上必 要な命 令
をすることができる︒
︵指定の取消し等︶
第八十 五条 主務 大臣は ︑情 報処理 セン ターが 次の各 号の いずれ かに該 当す るとき は︑第 七十六 条第一 項の規 定によ る指定 ︵以下 この条に おいて
﹁指定﹂という︒︶を取り消すことができる︒
一 情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき︒
二 指 定に関し不正の行為があったとき︒
三 この 節の 規定若 しくは 当該 規定に 基づ く命令 若しく は処 分に違 反した とき ︑又は 第七十 八条 第一項 の認 可を受 けた業 務規 程によ らない で情
報処理業務を行ったとき︒
主務大臣は︑前項の規定により指定を取 り消したときは︑その旨を公示しなければならない︒
２
第四章

︵フロン類の放出の禁止︶
第八十六条 何人も︑みだりに特定製品に冷媒として充塡されている フロン類を大気中に放出してはならない︒
︵フロン類の放出の禁止等の表示︶
第八十 七条 特定 製品の 製造業 者等 は︑当 該特定 製品 を販売 する 時まで に︑当 該特 定製品 に冷媒と して充 塡され ている フロン 類に関 し︑当 該特定
製品 に︑見やすく︑かつ︑容易に消滅しない方法で︑次に掲げる事項を表示しなければならない︒
一 当該フロン類をみだりに大気中に放出 してはならないこと︒
二 当該 特定製 品を廃棄 する場合 ︵当該特 定製品が 第一種特 定製品で ある場合に あっては当該 第一種特 定製品の廃 棄等を行う 場合︑当該 特定製品
が第二種特定製品である場合にあって は当該第二種特定製品が搭載されている使用済自動車を引取業者に引き渡す場合︶には︑当 該フロン類の

- 22 -

回収が必要であること︒
三 当該フロン類 の種類及び数量
四 その他主務省令で定める事項
︵第二種 特定製品搭載自動車の整備の際の遵守事項︶
第 八十八 条 第二種 特定製 品が 搭載さ れてい る自 動車︵ 使用済 自動 車再資 源化法 第二 条第一 項に規 定する 自動車 をいう︒ 第九十 三条及 び第百 条第
一 項第一 号にお いて 同じ︒ ︶の 整備に 際して 当該 第二種 特定製 品に 冷媒と して充 塡さ れてい るフロ ン類 の回収 又は運 搬を 行う者 は︑ 当該フ ロン
類の回収又は運搬を行うに当たっては︑ 主務省令で定めるフロン類の回収又は運搬に関する基準に従って行わなければならない ︒
︵使用済自動車再資源化法との関係︶
第八 十九条 第二 種特 定製品 に使 用され ている フロ ン類の 回収及 び破 壊につ いては ︑こ の法律 に定める ものの ほか︑ 使用済 自動車 再資源 化法の 定
めるところによる︒
︵主務大臣によるフロン類等の製造業者等への協力要請︶
第九十 条 主 務大 臣は︑ フロン 類︑ 指定製 品又は 特定 製品の 製造業 者等 に対し ︑第四 条に 規定する 責務に のっと り︑国 が第七 条に規 定する 責務に
の っと り講ず る措置 並び に第九 十七条 及び 第九十 八条の 規定 により 講ず る措置 に関し ︑フ ロン類 ︑指定 製品 及び特 定製品 に係 る技術 的知 識の提
供 ︑特定 製品 に使用 される フロ ン類の 管理 の適正 化に関 する 啓発及 び知識 の普 及その 他フロ ン類 の使用 の合 理化並 びに特 定製 品に使 用され るフ
ロン類の管理の適正化を推進 するために必要な協力を求めるように努めるものとする︒
︵報告の徴収︶
第九 十一条 主 務大臣 又は都 道府 県知事 は︑こ の法 律の施 行に 必要な 限度に おい て︑政 令で定 めると ころに より︑フ ロン類 若しく は指定 製品の 製
造業 者等︑ 第一種 特定 製品の 管理 者︑第 一種特 定製 品整備 者︑情 報処 理セン ター ︑第一 種特定 製品 廃棄等 実施者 ︑第 一種フ ロン類 引渡 受託者 ︑
第一 種フロ ン類充 塡回 収業者 ︵その 委託 を受け てフロ ン類 の運搬 を行 う者を 含む︒ 次条 第一項 及び第 九十 三条に おいて 同じ ︒︶︑ 第一種 フロ ン
類再生 業者 ︵その 委託を 受け てフロ ン類の 運搬 を行う 者を含 む︒ 同項及 び同 条にお いて同 じ︒ ︶又は フロン 類破 壊業者 に対し ︑フ ロン類 若し く
は指定製品の製造等の業務の状況又は特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の 実施の状況等に関し報告を求めることができる︒
︵立入 検査︶
第 九十二 条 主務大 臣又は 都道 府県知 事は︑ この 法律の 施行に 必要 な限度 にお いて︑ 政令で 定める ところ により ︑その職 員に︑ フロン 類若し くは
指 定製品 の製 造業者 等︑第 一種 特定製 品の管 理者 ︑第一 種特定 製品 整備者 ︑第一 種特 定製品 廃棄等 実施 者︑第 一種 フロン 類引渡 受託 者︑第 一種
フロ ン類 充塡回 収業者 ︑第 一種フ ロン 類再生 業者又 はフ ロン類 破壊業 者の 事務所 若し くは事 業所︑ 第一 種特定 製品を 設置 する場 所又は フロ ン類
の充 塡︑ 回収若 しくは 再生 の業務 を行う 場所 に立ち 入り︑ 帳簿 ︑書類 その他 の物 件を検 査させ ︑又 は試験 のた め必要 な最小 限度 の分量 に限り 試
料を無償で収去させることができる︒
２ 前項の規定により立入検査をする職員は︑その身分を示す証明書を 携帯し︑関係人に提示しなければならない︒
３ 第一項の規定による立入検査及び収去の権限は︑犯罪捜査のために認められた ものと解釈してはならない︒
︵資料の提出の要求︶
第 九十 三条 主務大 臣は ︑この 法律の 目的 を達成 するた め必 要があ ると 認める ときは ︑関係 都道府 県知事 又はフ ロン類 若しく は指定製 品の製 造業
者 等︑第 一種 特定製 品の管 理者 ︑第一 種特 定製品 整備者 ︑第 一種特 定製品 廃棄 等実施 者︑ 第一種 フロン 類引 渡受託 者︑第 一種 フロン 類充塡 回収
業 者︑第 一種 フロン 類再生 業者 ︑フロ ン類破 壊業 者︑特 定解体 工事 元請業 者若し くは 第二種 特定製 品が 搭載さ れて いる自 動車の 整備 を行う 者に
対し︑必要な資料の提出及び説明を求 めることができる︒
︵フロン類に関する情報の公表︶
第九 十四条 主 務大臣 は︑第 四十 七条第 四項の 規定 による 通知又 は第 六十条 第三項 及び 第七十 一条第三 項の規 定によ る報告 に係る 事項そ の他こ の
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法律の 規定 により 収集 された 情報を 整理 して︑ 特定製 品に 係るフ ロン 類の充 塡︑回 収︑ 再生及 び破壊 の状 況その 他のフ ロン 類に関 する情 報を 公
表するものとする︒
︵環 境大臣による第一種フロン類再生業者等に関する調査請求︶
第 九十五 条 環境大 臣は ︑第一 種フロ ン類 再生業 者がフ ロン 類の再 生そ の他の フロン 類の取 扱いに 際して ︑専ら 環境の 保全を 目的とす る法令 に違
反 した場 合は ︑当該 第一種 フロ ン類再 生業者 が第 五十八 条第 一項に 規定す るフ ロン類 の再生 に関 する基 準に 違反し ていな いか どうか を調査 する
よう主務大臣に求めることが できる︒
２ 環境 大臣は ︑フロ ン類 破壊業 者がフ ロン 類の破 壊そ の他の フロン 類の 取扱い に際し て︑専 ら環境 の保全 を目的 とする 法令に 違反した 場合は ︑
当該 フロン 類破 壊業者 が第 六十九 条第四 項に 規定す るフロ ン類 の破壊 に関す る基 準に違 反して いな いかど うか を調査 するよ う主 務大臣 に求め る
ことができる︒
︵国の援助︶
第九十 六条 国は ︑フロ ン類 の使用 の合理 化及 び特定 製品に 使用 される フロン 類の 管理の 適正化 を促進 するた めに必要 な資金 の確保 ︑技術 的な助
言その他の援助に努めるものとする︒
︵教育及 び学習の振興等︶
第 九十七 条 国は︑ フロン 類の 使用の 合理化 及び 特定製 品に使 用さ れるフ ロン類 の管 理の適 正化を 推進し てフロ ン類の大 気中へ の排出 を抑制 する
た めには ︑事業 者及 び国民 の理 解と協 力を得 るこ とが欠 くこと ので きない もので ある ことに 鑑み︑ フロ ン類の 使用 の合理 化及び 特定 製品に 使用
されるフロン類の管理の適正化の推進に 関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとす る︒
２ 国は︑ 事業 者︑国 民又は これ らの者 の組織 する 団体が 自発 的に行 うフロ ン類 の使用 の合理 化及び 特定製 品に使用 される フロン 類の管 理の適 正
化に資する活動が促進されるように︑必要な措置を講ずるも のとする︒
︵研究開発の推進等︶
第九十 八条 国は ︑フロ ン類 代替物 質の研 究開 発その 他のフ ロン 類の使 用の合 理化 に関す る技術 の研究 開発︑ 特定製品 に使用 される フロン 類の管
理の適 正化に 関す る技術 の研究 開発 その他 フロ ン類に 係る環 境の 保全上 の支障 の防 止に関 する研 究開 発の推 進及び その 成果の 普及の ため に必要
な措置 を講ずるものとする︒
︵情報交換の促進等 ︶
第 九十九 条 国 は︑ この法 律の規 定に より都 道府県 知事 が行う 事務 が円滑 に実施 され るよう に︑国と 都道府 県及び 都道府 県相互 間の情 報交換 を促
進するとともに︑当該事務の実施の状況 に応じて必要な措置を講ずることに努めるものとする︒
︵主務大臣等︶
第百 条 こ の法律 にお ける主 務大 臣は︑ 環境大 臣及 び経済 産業大 臣と する︒ ただし ︑次 の各号 に掲げる 事項に ついて は︑当 該各号 に定め る大臣 と
する︒
一 第 三条 に規定 する指 針の うち特 定解体 工事 発注者 及び特 定解 体工事 元請 業者に 係る事 項並 びに第 二種特 定製 品が搭 載さ れてい る自動 車の 整
備に係る 事項並び に特定解 体工事元 請業者及 び第二 種特定製 品が搭載さ れている自 動車の整備 を行う者に 係る第九十 三条の規定 による資料 の
提出の 要求に関する事項 環境大臣︑経済産業大臣及び国土交通大臣
二 第九 条第 一項の 規定に よる 判断の 基準 となる べき事 項の 策定︑ 同条第 二項 に規定 する 当該事 項の改 定︑ 第十条 に規定 する 指導及 び助言 ︑第
十一 条第一項 に規定 する勧告 ︑同条第 二項の規 定による 公表︑同 条第三項の 規定による 命令並びに 第九十一条 の規定によ る報告の徴 収︑第九
十二 条第一項 の規定に よる立 入検査及 び第九十 三条の規 定による 資料の提出 の要求︵第 二章第一節 の規定を施 行するため に行うもの に限る︒
︶に関する事項 経済産業大臣
三 第十 二条 第一項 の規定 によ る判断 の基準 とな るべき 事項の 策定 ︑同条 第二項 に規 定する 当該 事項の 改定︑ 第十 三条第 一項に 規定す る勧告 ︑
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罰則

同条第 二項にお いて準用 する第十 一条第二 項の規定 による 公表︑第十 三条第二項 において準 用する第十 一条第三項 の規定によ る命令︑第 十四
条の規定 による告 示︑第十 五条第 一項に規 定する勧 告︑同条 第二項にお いて準用す る第十一条 第二項の 規定による公 表︑第十五 条第二項 にお
いて準用 する第十 一条第三 項の規定 による命 令並びに 第九十 一条の規定 による報告 の徴収︑第 九十二条第 一項の規定 による立入 検査及び第 九
十 三条の規 定による 資料の 提出の要 求︵第二 章第二節 の規定を 施行するた めに行うも のに限る︒ ︶に関する 事項 当該 指定製品の 製造業者 等
が行う指定製品の製 造等の事業を所管する大臣
四 第二 十一条 第一 項の規 定に よる請 求︑第 二十 二条の 規定に よる 開示及 び第二 十四 条の規 定によ る技 術的助 言等に 関す る事項 並び に第二 十六
条第二項に定める事項 環境大臣︑経済 産業大臣及び事業所管大臣
２ この法 律に おける 主務省 令は ︑環境 大臣及 び経 済産業 大臣 の発す る命令 とす る︒た だし︑ 次の各 号に掲 げる主務 省令に ついて は︑当 該各号 に
定めるとおりとする︒
一 第十一条第一項の主務省令 経済産業大臣の発する命令
二 第十三条第一項の主務省令 当該指定製品の製造等の事業を所管する大臣の 発する命令
三 第十九条第一項及び第二項︑第二十三条第一項並びに第二十六条の主務省令 環境 大臣︑経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令
四 第四 十二条第一項及び第八十八条の主務省令 環境大臣︑経済産業大臣及び国土交通大臣の発す る命令
︵権限の委任等︶
第百一条 この法律に規定する 主務大臣の権限は︑政令で定めるところにより︑地方支分部局の長に委任することができる︒
２ この 法律の 規定に より 都道府 県知事 の権 限に属 する 事務︵ 第三章 第一 節及び 第二節 に規定 する事 務を除 く︒︶ の一部 は︑政 令で定め るとこ ろ
により︑政令で定める市の長が行うこととする ことができる︒
︵経過措置︶
第百二 条 この法 律の規 定に 基づき 命令 を制定 し︑又 は改 廃する 場合に おい ては︑ その命 令で︑ その制 定又は 改廃に 伴い合 理的に 必要と判 断され
る範囲内において︑所要の経過措置︵罰則に関する経過措置を含む︒︶を定める ことができる︒
第五章

第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は︑一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する︒
一 第二十七 条第 一項の規定に違反して登録を受けないでフロン類の充塡又は回収を業として行った者
二 不正の手段によって第 二十七条第一項の登録︵第三十条第一項の登録の更新を含む︒︶を受けた者
三 第三十五条第一項の規定によ る業 務の停止の命令に違反した者
四 第五十条第一項の規定に違反して許可を 受けないでフロン類の再生を業として行った者
五 不正の手段によって第五十条第一項の許可︵第五十二 条第一項の許可の更新を含む︒︶を受けた者
六 第五十三条第一項の規定に違反して第五十条第二項第三号か ら第五号までに掲げる事項を変更した者
七 第五十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者
八 第六十三条第一項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の破壊を業として 行った者
九 不正の手段によって第六十三条第一項の許可︵第六十五条第一項の許可の更新を含む︒︶を受 けた者
十 第六十六 条第 一項の規定に違反して第六十三条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した 者
十一 第六十七条の規定 による業務の停止の命令に違反した者
十二 第八十一条の規定に違反し た者
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則︵平成二十 五年六月十二日法律第三十九号︶

十三 第八十六条の規定に違反して特定製品に冷媒として充塡されて いる フロン類を大気中に放出した者
第百四 条 第 十一 条第三 項︵ 第十三 条第二 項及 び第十 五条第 二項 におい て準用 する 場合を 含む︒ ︶︑第 十八条 第三項︑ 第四十 九条第 七項︑ 第六十
二条第五項又は第七十三条第四項の規定による命令に違反した者は︑五十万円以下の罰金 に処 する︒
第 百五条 第 三十一 条第 一項︑ 第五十 三条 第三項 又は第 六十 六条第 三項 の規定 による 届出を せず︑ 又は虚 偽の届 出をし た者は ︑三十万 円以下 の罰
金に処する︒
第百六条 次の各号のいずれかに 該当するときは︑その違反行為をした情報処理センターの役員又は職員は︑三十万円以下の 罰金に処する︒
一 第八十条の許可を受けないで︑情報 処理業務の全部を廃止したとき︒
二 第八十二条の規定による帳簿の記載をせず︑ 虚偽の記載をし︑又は帳簿を保存しなかったとき︒
三 第八十三条第一項又は第九十一条の規定による報告をせ ず︑又は虚偽の報告をしたとき︒
四 第八十三条第一項の規定による検査を拒み︑妨げ︑又は忌避した とき︒
第百七条 次の各号のいずれかに該当する者は︑二十万円以下の罰金に処する︒
一 第 四十七 条第 一項︑ 第六十 条第 一項又 は第七 十一 条第一 項の 規定に 違反し て︑ 記録を 作成せ ず︑ 若しく は虚偽 の記 録を作 成し︑ 又は 記録を
保存しな かっ た者
二 第四 十七 条第三 項︑第 六十 条第三 項︑ 第七十 一条第 三項 又は第 九十一 条︵ 情報処 理セン ター に係る 部分 を除く ︒︶の 規定 による 報告を せず
︑又は虚偽の報告をした者
三 第九十二条第一項の規定による検査 又は収去を拒み︑妨げ︑又は忌避した者
第百 八条 法人 の代表 者又は 法人 若しく は人の 代理 人︑使 用人 その他 の従業 者が ︑その 法人又 は人の 業務に 関し︑第 百三条 ︵第十 二号を 除く︒ ︶
︑第百四条︑第百五条又は前条の違反行為をしたときは︑そ の行為者を罰するほか︑その法人又は人に対しても︑各本条の罰金刑を科する︒
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は︑十万円以下の過料に処 する︒
一 第十九条第一項の規定による報告をせず︑又は虚偽の報告をした者
二 第三十三条第一項又は第五十四条第一項︵第六十八条において準用する場合を含む ︒︶の規定による届出を怠った者
三 第 八十七条の規定による表示をせず︑又は虚偽の表示をした者

附

︵施行期日︶
第一 条 この法 律は︑ 公布 の日か ら起算 して 二年を 超え ない範 囲内に おい て政令 で定め る日か ら施行 する︒ ただし ︑次の 各号に 掲げる規 定は︑ 当
該各号に定める日から施行する︒
一 附則第十条の規定 公布の日
二 次条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して三月を超 えない範囲内において政令で定める日
︵準備行為︶
第二条 この 法律 による 改正後 のフ ロン類 の使用 の合 理化及 び管 理の適 正化に 関す る法律 ︵以下 ﹁新法﹂ という ︒︶第 五十条 第一項 の許可 を受け
よう とする者は︑この法律の施行前においても︑同条第二項の規定の例により︑その申請を行う ことができる︒
２ 前項 の規 定によ る申請 に係 る申請 書又は これ に添付 すべ き書類 に虚偽 の記 載をし て提出 した者 は︑一 年以下 の懲役又 は五十 万円以 下の罰 金に
処する︒
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３ 法 人の 代表者 又は法 人若 しくは 人の代 理人 ︑使用 人そ の他の 従業者 が︑ その法 人又は 人の業 務に関 し︑前 項の違 反行為 をした ときは︑ 行為者
を罰するほか︑その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する︒
第三条 新法 第七 十六条 第一項 の規 定によ る指定 及び これに 関し必 要な 手続そ の他の 行為 は︑この 法律の 施行の 日︵以 下﹁施 行日﹂ という ︒︶前
において も︑同条並びに新法第七十八条及び第七十九条第一項の規定の例により行うことができる︒
︵経過措置︶
第四 条 新法第 十九 条第一 項︵同 条第 二項の 規定に より 適用す る場 合を含 む︒︶ の規 定は︑ 施行日の 属する 年度の 翌年度 以降に 行う同 条第一 項に
規定する報告について適用する︒
第五 条 新 法第 三十七 条︑第 三十 九条第 二項及 び第 六項︑ 第五 十九条 ︑第六 十条 ︑第六 十九条 第二項 ︑第七 十条︑第 七十四 条第二 項並び に第七 十
五条の規定は︑施行日前に整備又は廃棄等に着手された第一 種特定製品に係るフロン類については︑適用しない︒
２ 新 法第 三十九 条第四 項︑ 第四十 六条第 一項 ︑第六 十九 条第五 項及び 第七 十四条 ︵第二 項を除 く︒︶ の規定 は︑施 行日以 後に整 備又は廃 棄等に
着手さ れた 第一種 特定製 品に 係るフ ロン類 につ いて適 用し︑ 施行 日前に 整備 又は廃 棄等に 着手 された 第一種 特定 製品に 係るフ ロン 類につ いて は
︑なお従前の例による︒
第 六条 この 法律の 施行 の際現 にこの 法律 による 改正前 の特 定製品 に係 るフロ ン類の 回収及 び破壊 の実施 の確保 等に関 する法 律︵以下 ﹁旧法 ﹂と
いう︒︶第九条第一 項の登録を受けている者は︑新法第二十七条第一項の登録を受けたものとみなす︒
２ 前項 の規定 によ り新法 第二十 七条 第一項 の登録 を受 けたも のと みなさ れた者 につ いての 新法第三 十条第 一項の 規定の 適用に ついて は︑そ の者
が旧法第九条第一項の登録を受けた日を 新法第二十七条第一項の登録を受けた日とみなす︒
３ この法 律の 施行の 際現に 第一 種特定 製品の 整備 が行わ れる 場合に おいて 当該 第一種 特定製 品に冷 媒とし てフロン 類を充 塡する こと︵ 次項に お
いて ﹁フロ ン類充 塡﹂ という ︒︶ を業と して行 って いる者 ︵第一 項に 規定す る者 を除く ︒︶は ︑施 行日か ら六月 を経 過する 日まで の間 ︵当該 期
間内 に新法 第二十 九条 第一項 の規定 によ る登録 の拒否 の処 分があ った ときは ︑当該 処分 のあっ た日ま での 間︶は ︑新法 第二 十七条 第一項 の登 録
を受け ない でも︑ 引き続 き当 該業務 を行う こと ができ る︒そ の者 がその 期間 内に当 該登録 の申 請をし た場合 にお いて︑ その期 間を 経過し たと き
は︑その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も︑同様とする︒
４ 前 項の規 定によ り引 き続き フロン 類充 塡を業 として 行う ことが でき る場合 におい ては︑ そのフ ロン類 充塡に ついて は︑そ の者を当 該業務 を行
う 区域を 管轄 する都 道府県 知事 の登録 を受 けた第 一種フ ロン 類充塡 回収業 者と みなし て︑新 法第 三十五 条第 一項︵ 登録の 取消 しに係 る部分 を除
く ︒︶及 び第 二項︑ 第三十 七条 ︑第三 十八条 第一 項︑第 四十七 条第 一項か ら第三 項ま で︑第 四十八 条︑ 第四十 九条 第一項 ︑第二 項︑ 第五項 及び
第七項並びに第九十一条から第九十三条 までの規定︵これらの規定に係る罰則を含む︒︶を適用する︒
第七 条 前 条第 一項の 規定に より 新法第 二十 七条第 一項の 登録 を受け たもの とみ なされ た者が この法 律の施 行前にし た旧法 第十七 条第一 項第一 号
又は第四号に該当する行為は︑新法第三十五条第一項第一号 又は第四号に該当する行為とみなして︑同項の規定を適用する︒
第八条 前 二条に 規定す るも ののほ か︑ この法 律の施 行前 に旧法 ︵これ に基 づく命 令を含 む︒︶ の規定 によっ てした 処分︑ 手続そ の他の行 為であ
って︑新法︵これに基づく命令を含む︒︶の規定に相当の規定があるものは︑ これらの規定によってした処分︑手続その他の行為とみなす︒
︵罰則に関する経過措置︶
第 九条 この 法律の 施行 前にし た行為 及び 附則第 五条第 二項 の規定 によ りなお 従前の 例によ ること とされ る場合 におけ るこの 法律の施 行後に した
行為に対する罰則の 適用については︑なお従前の例による︒
︵政令への委任︶
第十条 この附則に定めるもののほか︑こ の法律の施行に伴い必要な経過措置は︑政令で定める︒
︵検討︶
第十 一条 政府 は︑こ の法律 の施 行後五 年を経 過し た場合 におい て︑ 新法の 施行の 状況 ︑新法 第九十八 条のフ ロン類 代替物 質の研 究開発 その他 の
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フロン 類の 使用の 合理 化に関 する技 術の 研究開 発及び 特定 製品に 使用 される フロン 類の 管理の 適正化 に関 する技 術の研 究開 発の状 況等を 勘案 し
︑必要があると認めるときは︑新法の規定について検討を加え︑その結果に基づ いて必要な措置を講ずるものとする︒
︵登録免許税法の一部改正︶
第十二条 登 録免許税法︵昭和四十二年法律第三十五号︶の一部を次のように改正する︒
別表第一第百十九号 を次のように改める︒

一件につき九万円

第一種フロン類 再生 業者又はフロン類破壊業者の許可

㈠ フロ ン 類 の 使用 の 合理 化 及 び管 理 の 適正 化 に関 す る 法律 ︵ 平 許可件数
成 十 三年 法 律 第 六 十 四号 ︶ 第 五 十 条第 一 項 ︵第 一 種 フ ロン 類 業
者 の 許可 ︶ の 第 一 種 フロ ン 類 再 生業 者 の 許 可︵ 更 新 の 許可 を 除
く︒︶

一 件につき九万円

百十九

㈡ フ ロ ン 類の 使 用 の合 理 化及 び 管 理の 適 正 化に 関 す る法 律 第六 許可 件数
十三 条 第 一 項 ︵フ ロ ン 類 破 壊 業者 の 許 可 ︶の フ ロ ン類 破 壊 業 者
の許可︵ 更新の許可を除く︒︶

フ ロン類 の使用 の合 理化及 び管理 の適 正化に 関す る法律 ︵平成 十三年 法律第 六十
四号 ︶に よる同 法第五 十条 第一項 の許可 ︑同 法第五 十二 条第一 項の更 新︑同法 第
五十 三条第 三項 の届出 ︑同法 第六 十三条 第一項 の許 可︑同 法第六 十五条 第一項 の
更新又 は同 法第六 十六条 第三 項の届 出に 関する 事務で あつ て総務 省令で 定めるも
の

︵住民基本 台帳法の一部改正︶
第十三条 住民基本台帳法︵ 昭和四十二年法律第八十一号︶の一部を次のように改正する︒
別表第一の八十七の項を次のように 改める︒
八十七 経済産業省又
は環境省

都道府県知事

別表第二の七の項を削り︑同表の七の二の項を同表の七の項とする︒
別表第三 の十 二の項を次のように改める︒
十二

フ ロン 類の使 用の合 理化 及び管 理の 適正化 に関す る法 律によ る同法 第二十 条第一
項 の登録 ︑同法 第三 十条第 一項 の更新 又は同 法第 三十一 条第一 項届出 に関す る事
務であつて総務省令で定めるもの
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別表第四の六の項を削り︑同表の六の二の項を同表の六の項とする ︒
別表第五第十六号を次のように改める︒

十六 フ ロン類の 使用の合 理化及び 管理の適 正化に 関する法 律による同 法第二十七 条第一項の 登録︑同法 第三十条第 一項の更新 又は同法第 三
十一条第一 項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

︵使用済自動 車の 再資源化等に関する法律の一部改正︶
第十四条 使用済自動車の再資 源化等に関する法律︵平成十四年法律第八十七号︶の一部を次のように改正する︒
第二条第七項中﹁特定製品に係るフロ ン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律﹂を﹁フロン類の使用の合理化及び管理の 適正化に関す
る法 律﹂ に︑﹁ フロン 類回 収破壊 法﹂を ﹁フ ロン類 法﹂に 改め ︑同条 第十項 中﹁ フロン 類回 収破壊 法第三 十三 条第三 項﹂を ﹁フ ロン類 法第六 十
九条第四項﹂に改める︒
第二十六条第一項中﹁フロン類回収破壊法第二十六条第二号ニ﹂ を﹁フロン類法第二条第十二項﹂に改める︒
第四十五条第一項第二号及び第五十六条第一項第二号中﹁フロン類回収破壊法 ﹂を﹁フロン類法﹂に改める︒
︵海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正︶
第十五条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律︵平成十六年法律第三十 六号︶の一部を次のように改正する︒
附則第九条第二項 中﹁特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律﹂を﹁フロン類の 使用の合理化及び管理の適正化に
関する法律﹂に︑﹁第三 十八条﹂を﹁第八十六条﹂に改める︒
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