
アンケート調査票 
「フロン排出抑制法」に係るフロン機器のユーザー管理状況調査 

― FAX 回答用 － 

 

 

 

「フロン排出抑制法」は 2017 年 4月に施行 3 年目を迎えます。来年度は対象となる全てのフ

ロン機器を使用しているユーザー（管理者・所有者）に対して、立入検査が実施される可能

性があります。 

 

管理者に罰則が科せられます。 

 「機器の点検」「漏えい対処」「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、50 万円以

下の罰則。 

 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合、20 万円以下の罰金。 

 

上記のような罰則規定がありますので、必ずユーザーがどれだけ理解し点検などを実施して

いるか、実態調査と理解度を深めるためのアンケートとなります。 

 

対象となるフロン機器 

 業務を行うために使用しているフロン機器（家庭用は含みません） 

 各種エアコン、GHP（ガスエンジンヒートポンブ）、一体型・分離型の冷凍・冷蔵庫、

冷水機、ターボ冷凍機、チラー、スポットエアコン、冷凍冷蔵ショーケース等の冷却

能力のあるものでフロンを使用している機器。 

これらの機器を使用しているユーザー（管理者・所有者）がフロン法の対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主催 一般社団法人フロン排出抑制機構  

■協力 フジサンケイビジネスアイ、週刊ビル経営、環境新聞 

■アンケートに関わるお問合せ先 

一般社団法人フロン排出抑制機構 

東京都中央区日本橋兜町 20-5 八千代ビル 8F 

「アンケート調査」係 

メール：info@furon.org 

TEL ：03-5643-5155 

http://furon.org 
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次のとおりフロン機器の管理状況についてお聞かせください。 

※質問の回答には該当箇所の□へチェックを付けてください。 

 

Ｑ）ユーザーの会社について 

１）業種 

＊複数回答可 

 

□農林・水産業  □林業  □鉱業  □建設業  □製造業 

□新聞・出版・印刷 □電気・ガス・水道・熱供給 

□情報通信業（通信、放送、情報サービス、インターネット関連、映

像・音声・文字情報制作） 

□運輸業（鉄道・道路・海運・航空） □運輸に付帯するサービス業 

□倉庫業  □運輸サービス □通信業   □卸売業（商社含む） 

□小売業（無店舗小売含む） □金融・保険業□不動産業 

□リース業 □学術・研究開発機関 

□専門サービス（士業、技術サービス業含む）□広告業 

□宿泊業  □飲食業  □持ち帰り・配達飲食サービス業 

□洗濯・理容業（浴場施設含む） 

□その他生活関連サービス業（スポーツジム施設、娯楽施設含む） 

□教育・学習支援業   □医療福祉業（医療機関、介護事業含む） 

□その他サービス業（産廃、自動車整備、機械修理、リサイクル、人

材派遣、宗教） 

□公務（行政機関）   □その他（             ） 

２）会社形態 □東証１部  □東証２部  □ジャスダック □マザーズ 

□未上場 

３）売上高 □1 兆円～        □1,000 億円～1兆円未満 

□100 億円～1,000 億円未満 □10 億円～100 億円未満 

□1 億円～10 億円未満   □1億円未満 

□該当なし 

４）従業員 

＊パート・アルバイ

ト除く 

□10,000 人～       □5,000 人～10,000 人未満 

□1,000 人～5,000 人未満  □100 人～1,000 人未満 

□10 人～100 人未満     □10 人未満 

５）管理者の部門 

＊業務の割合が最も

高い部門を選択 

□販売 □工事・施工 □開発 □監査 □財務 □経理 

□管理 □業務    □人事 □総務 □企画 

□マーケティング   □広報 □情報システム □経営企画 

□社長室       □物流 □品質管理・アフター 

□保守・修繕     □その他（              ） 

 

Ｑ６）フロン機器ユーザーとして、フロン排出抑制法の義務はご存知ですか？ 

□名称も内容も知っている  □名称だけ知っている  □知らない 

 

Ｑ７）フロン機器の管理者は決まっていますか？ 

□決めている  □決めていない  □専門業者へ委託  □不明 

 

Ｑ８）フロン機器を設置している所在（場所）について 

＊複数回答可 

□オフィスビル  □店舗   □工場・研究施設   □倉庫（物流センター含む） 

□商業施設    □宿泊施設 □文化・スポーツ施設 □車両 

□その他（                        ） 
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Ｑ９）点検業務の実施は社内と専門業者（委託）のどちらで行っていますか？ 

＊複数回答可 

簡易点検 □社内で実施 

□専門業者へ一部・全てを委託（□メーカー □設備業者 □その他） 

□実施していない  □分からない 

定期点検 

 

□社内で実施 

□専門業者へ一部・全てを委託（□メーカー □設備業者 □その他） 

□実施していない  □分からない 

 

Ｑ）点検業務の中で、全てのフロン機器に対して簡易点検（３か月に１回以上が義務）を実

施します。その簡易点検状況や頻度はいかがですか？  

10）実施状況 □全てを対象に実施  □一部を対象に実施  □実施していない 

□分からない 

11）実施頻度 □３か月に１回以上  □不定期       □実施していない 

□分からない 

 

Ｑ12）点検業務の中で、次のとおりフロン機器の出力規模（定格出力）が一定規模以上の場

合は有資格者（冷媒フロン類取扱技術者）が定期点検を行います。その定期点検の実施状況

はいかがですか？ 

＊複数回答可 

▼フロン機器の定格出力別実施頻度 

対象機器 定格出力 実施頻度 

エアコン 7.5kW 以上 50kW 未 ３年に１回 

エアコン 50kW 以上 １年に１回 

冷凍・冷蔵庫 7.5kW 以上 １年に１回 

 

エアコン □全てを対象に実施  □一部を対象に実施 □準備中 

□実施していない   □分からない    □該当なし 

冷凍・冷蔵庫 □全てを対象に実施  □一部を対象に実施 □準備中 

□実施していない   □分からない    □該当なし 

ターボ冷凍機・ 

チラー 

□全てを対象に実施  □一部を対象に実施 □準備中 

□実施していない   □分からない    □該当なし 

ＧＨＰ（ガスヒート

ポンプ） 

□全てを対象に実施  □一部を対象に実施 □準備中 

□実施していない   □分からない    □該当なし 

その他 □全てを対象に実施  □一部を対象に実施 □準備中 

□実施していない   □分からない    □該当なし 

 

Ｑ13）フロンの充てん頻度はどの程度ですか？ 

エアコン □半年に１回以上  □半年に１回未満 □１年に１回未満 

□２年に１回未満  □分からない   □該当なし 

冷凍・冷蔵庫 □半年に１回以上  □半年に１回未満 □１年に１回未満 

□２年に１回未満  □分からない   □該当なし 

ターボ冷凍機・ 

チラー 

□半年に１回以上  □半年に１回未満 □１年に１回未満 

□２年に１回未満  □分からない   □該当なし 

ＧＨＰ（ガスヒート

ポンプ） 

□半年に１回以上  □半年に１回未満 □１年に１回未満 

□２年に１回未満  □分からない   □該当なし 

その他 □半年に１回以上  □半年に１回未満 □１年に１回未満 

□２年に１回未満  □分からない   □該当なし 
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Ｑ14）点検業務等において、フロンの漏えいを発見した場合の対応はご存知ですか？ 

＊複数回答可 

□漏えい箇所を特定し修理を行う  □修理後、フロンを充てんし稼働を確認する 

□フロンの漏えい量を計算する   □フロン漏えい量が一定量を超えた場合は国へ報告 

□すべて専門業者へ一任している  □分からない 

 

Ｑ15）点検時にフロン機器の故障や漏えいを発見しましたか？ 

□発見した  □発見していない  □分からない  □点検を実施していない 

 

Ｑ16）Q15 で発見した方にお尋ねします。漏えい箇所・故障を特定しましたか？ 

□特定した  □特定できなかった  □廃棄・交換等のため特定しなかった 

 

Ｑ17）Q15 で発見した方にお尋ねします。漏えい後の是正措置はいかがでしたか？ 

□修理し漏えいを防止して追加充てん  □修理したが漏えい防止できず追加充てん 

□修理せず追加充てん         □機器を廃棄した（使用を停止した） 

 

Ｑ18）Q15 で発見した方にお尋ねします。漏えいが発生したフロン機器の使用年数は？ 

＊複数回答可 

エアコン □5年未満     □5年～10 年未満  □10 年～15 年未満  

□15 年～20 年未満 □20 年～25年未満  □25 年～30 年未満 

□30 年～40 年未満 □40 年～50年未満  □50 年以上 

冷凍・冷蔵庫 □5年未満     □5年～10 年未満  □10 年～15 年未満  

□15 年～20 年未満 □20 年～25年未満  □25 年～30 年未満 

□30 年～40 年未満 □40 年～50年未満  □50 年以上 

ターボ冷凍機・ 

チラー 

□5年未満     □5年～10 年未満  □10 年～15 年未満  

□15 年～20 年未満 □20 年～25年未満  □25 年～30 年未満 

□30 年～40 年未満 □40 年～50年未満  □50 年以上 

ＧＨＰ（ガスヒート

ポンプ） 

□5年未満     □5年～10 年未満  □10 年～15 年未満  

□15 年～20 年未満 □20 年～25年未満  □25 年～30 年未満 

□30 年～40 年未満 □40 年～50年未満  □50 年以上 

その他 □5年未満     □5年～10 年未満  □10 年～15 年未満  

□15 年～20 年未満 □20 年～25年未満  □25 年～30 年未満 

□30 年～40 年未満 □40 年～50年未満  □50 年以上 

 

Ｑ19）フロン機器の廃棄状況と廃棄先はいかがですか？ 

＊複数回答可 

廃棄理由 廃棄依頼先 

故障により修理が

不可能 

□メーカー    □内装工事・修理業者 □産廃・処理業者 

□中古品買取業者 □リサイクル業者   □その他 □該当なし 

老朽化により修理

費が増大 

□メーカー    □内装工事・修理業者 □産廃・処理業者 

□中古品買取業者 □リサイクル業者   □その他 □該当なし 

機器を使う必要が

なくなった 

□メーカー    □内装工事・修理業者 □産廃・処理業者 

□中古品買取業者 □リサイクル業者   □その他 □該当なし 

設置・保管場所がな

くなった 

□メーカー    □内装工事・修理業者 □産廃・処理業者 

□中古品買取業者 □リサイクル業者   □その他 □該当なし 

新規機器と交換 □メーカー    □内装工事・修理業者 □産廃・処理業者 

□中古品買取業者 □リサイクル業者   □その他 □該当なし 
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Ｑ20）フロン機器の充てんや廃棄時に専門業者より証明書の交付を受けます。現状はいかが

ですか？ 

充てん時 □受理している  □受理していない  □分からない  □該当なし 

廃棄時 □受理している  □受理していない  □分からない  □該当なし 

 

Ｑ21）フロン機器ユーザーとして、フロン排出抑制法についてのご意見・ご感想がありまし

たらご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ22）最後に、アンケートにご協力をいただいた方には、当アンケートの調査レポートをお

届けいたします。個別の会社名など個人や会社名を特定できる情報は一切公開いたしません

ので、調査レポートをご希望の方はお届け先情報をご入力ください。 

なお、アンケート調査の結果は 12月上旬（予定）に協力新聞社の紙面や Web サイトにて公開

いたします。 

お名前  E メール 

会社名 
 

 

 

★ アンケートご協力いただき有難うございます。 ★ 

FAX 回答の P1～4 まで（４枚）をＦＡＸ送信ください。 

FAX：03-5643-0440 
 

 

 

 

 

 

昨今の異常気象の原因の１つであるフロン類。それが大気に放出されてしまうと、地球温暖化に大

きな影響を及ぼす物質です。そのため、フロン問題は世界規模で取り組み続けています。 

「フロン排出抑制法」も 2017 年で法律制定から 3 年目になり、全てのユーザーが法の対象となり点

検をしていないと義務違反となる状況が目前に迫っています。 

フロン機器ユーザー皆様の協力があってこそ、地球環境が改善される事になります。 

突然の立入検査に対応するために点検をまだ行っていないフロン機器の管理者様にはこれを機会

に点検業務を始めていただくことを願っています。 

 

なお、「フロン排出抑制法」の対策で、分からないこと・できないことについてはお気軽

にご相談ください。 

 → フリーダイヤル  0120-51-8822 


