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様

秋田県生活環境部環境管理課長
（公印省略）

令和元年度改正フロン排出抑制法に関する説明会の開催について（依頼）
本県の環境行政については、日頃格別の御配慮をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、令和２年４月に施行される、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関す
る法律の一部を改正する法律について、その内容を広くお知らせするため、別添のとお
り全国で説明会が開催されます。
ついては、会員の皆様に周知してくださるようお願いいたします。

担当
生活環境部環境管理課
大気・水質班

菅生

TEL 018-860-1603
FAX 018-860-3881

令和元年度

改正フロン排出抑制法に関する説明会の開催について
令和元年 10 月 21 日（月）

＜経済産業省同時発表＞
令和２年４月に施行される、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の一
部を改正する法律について、その内容を広くお知らせするため、全国で説明会を開催します。
主に業務用冷凍空調機器のユーザーを対象とする説明会を 12 回、主に建物解体業者及び廃
棄物・リサイクル業者を対象とする説明会を７回開催する予定です。
１．説明会の目的
フロン類の排出抑制は、オゾン層保護及び地球温暖化対策の両面から極めて重要な課題で
す。しかしながら、業務用冷凍空調機器の廃棄時に残存する冷媒フロン類の回収率は 10 年
以上３割程度に低迷しており、直近でも４割程度に止まっています。
そうした状況を受けて、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（フロン
排出抑制法）が改正され、機器ユーザーのフロン回収義務違反に係る直接罰の導入、建物解
体時の取組の強化、フロン回収が確認できない廃棄機器の引取禁止など、関係者が相互に確
認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われるための仕組み
が、令和２年４月１日より導入されます。
改正内容について説明し、改正フロン排出抑制法における関係者の役割を解説するため、
業務用冷凍空調機器のユーザー向け説明会と、建物解体業者及び廃棄物・リサイクル業者向
け説明会の２種類を開催します。
２．説明会の内容
・フロン類を取り巻く動向と改正フロン排出抑制法の概要
【共通】
フロン類を取り巻く動向
改正フロン排出抑制法の概要
【業務用冷凍空調機器のユーザー向け説明会】
改正フロン排出抑制法における管理者（ユーザー）の責務
【建物解体業者及び廃棄物・リサイクル業者向け説明会】
改正フロン排出抑制法における建物解体業者の責務
改正フロン排出抑制法における廃棄物・リサイクル業者の責務
・質疑応答

３．申込要領
（１）参加費 無料
（２）主な対象者
【業務用冷凍空調機器のユーザー向け説明会】
業務用の冷凍冷蔵機器・空調機器のユーザー等
例）食堂、レストラン、ホテル、旅館、病院等における当該機器管理者など
【建物解体業者及び廃棄物・リサイクル業者向け説明会】
上記の機器を取り扱う建物解体業者、廃棄物・リサイクル業者等
（３）会場・日程 別紙のとおり。
（４）申込ウェブサイト（申込フォーム) http://www.mri.co.jp/semifuron201911/
※申込みは先着順になります。
（５）問い合わせ (株)三菱総合研究所「改正フロン排出抑制法に関する説明会 事務局」
TEL 03-6858-3134（土日祝を除く 9:30～12:00 及び 13:00～17:30）
メール freon-yokusei@ml.mri.co.jp

環境省地球環境局地球温暖化対策課
フロン対策室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8329
室長
倉谷 英和 （内線 6750）
室長補佐 藤田 祐輔 （内線 6751）
担当
塚越 詩織 （内線 7779）

（別紙）

【業務用冷凍空調機器のユーザー向け説明会】
都市
東京
[第１回]
大阪
[第１回]
東京
[第２回]
札幌
仙台
名古屋
東京
[第３回]
高松
広島
福岡
大阪
[第２回]
東京
[第４回]

開催日時
令和元年
14:00
11 月 15 日（金） ～15：30
令和元年
10:30
11 月 20 日（水） ～12：00
令和元年
14:00
11 月 21 日（木） ～15：30
令和元年
14:00
11 月 26 日（火） ～15：30
令和元年
10:30
11 月 27 日（水） ～12：00
令和元年
10:30
12 月４日（水） ～12：00
令和元年
10:30
12 月５日（木） ～12：00
令和元年
14:00
12 月 10 日（火） ～15：30
令和元年
14:00
12 月 11 日（水） ～15：30
令和元年
10:30
12 月 17 日（火） ～12：00
令和元年
10:30
12 月 18 日（水） ～12：00
令和２年
１月 15 日（水）

会場
経済産業省 本館地下２階 講堂
https://www.meti.go.jp/intro/index_access.html
武藤記念ホール（國民會館） 12 階 大ホール
http://www.kokuminkaikan.jp/access/
全日通霞が関ビル ８階 大会議室 A
http://www.neu.or.jp/html/map/
TKP 札幌ビジネスセンター赤れんが前 ５階 チューリップ
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/bc-sapporo-akarenga/access/

仙台青葉カルチャーセンター ４階 403 号室
https://www.culture.gr.jp/sendaiaoba/#6
ダイテックサカエ ６階 クリエイトホール
https://www.nagoya-kaigi.com/contact/map.htm
経済産業省 本館地下２階 講堂
https://www.meti.go.jp/intro/index_access.html
香川県県民ホール（レクザムホール） ４階 大会議室
http://kenminhall.com/access/
広島 YMCA 国際文化センター３号館 ２階 多目的ホール
http://www.hymca.jp/hall/access/
八重洲博多ビル 11 階 ホール A
http://www.kyushu-yaesu.co.jp/hall/map.html
武藤記念ホール（國民會館） 12 階 大ホール
http://www.kokuminkaikan.jp/access/
未定

※開場：各回開始 30 分前
※申込ウェブサイト（申込フォーム）
：http://www.mri.co.jp/semifuron201911/

【建物解体業者及び廃棄物・リサイクル業者向け説明会】
都市
東京
[第１回]
大阪
仙台
名古屋
東京
[第２回]
福岡
東京
[第３回]

開催日時
令和元年
14:00
11 月 18 日（月） ～15：30
令和元年
14:00
11 月 20 日（水） ～15：30
令和元年
14:00
11 月 27 日（水） ～15：30
令和元年
14:00
12 月４日（水） ～15：30
令和元年
14:00
12 月５日（木） ～15：30
令和元年
14:00
12 月 17 日（火） ～15：30
令和２年
１月 15 日（水）

会場
都道府県会館 １階 101 大会議室
https://www.tkai.jp/information/tabid/84/Default.aspx
武藤記念ホール（國民會館） 12 階 大ホール
http://www.kokuminkaikan.jp/access/
仙台青葉カルチャーセンター ４階 403 号室
https://www.culture.gr.jp/sendaiaoba/#6
ダイテックサカエ ６階 クリエイトホール
https://www.nagoya-kaigi.com/contact/map.htm
経済産業省 本館地下２階 講堂
https://www.meti.go.jp/intro/index_access.html
八重洲博多ビル 11 階 ホール A
http://www.kyushu-yaesu.co.jp/hall/map.html
未定

※開場：各回開始 30 分前
※申込ウェブサイト（申込フォーム）
：http://www.mri.co.jp/semifuron201911/

