
(C)公益財団法人 自動車リサイクル促進センター Ver. 1.2

前年度にフロン類の取扱い

実績がなかったら？

実績がなくても報告は行わなくてはな

りません。その場合は「引渡量」、「再

利用量」、「保管量」の３つの報告事

項にそれぞれ、必ず「０．０kg」と記入

してください。

※整数部及び小数部、両方に「０」を

記入してください。

法令により、フロン類回収業者の皆様が

事業所ごとに（事業者ごとではありませ

ん！）１年に１度必ず行わなくてはなら

ない報告のことです。毎年4月1日から4月

30日の間に、前年度(前年4月1日～当年3

月31日)の実績について報告を行ないます。

地球温暖化防止のため、フロン類の適正

な回収/処理/報告を行っていただくこと

が必要です！

カンタン！

フロン類年次報告とは？

報告申請書の受取 報告申請書の記入 FAXによる報告 報告完了の確認

報告申請書が
センターより
郵送されます

報告書に記入
します

結果通知を受信
し間違いがない
か確認します

FAX送信します
※郵送では報告
できません

年次報告の流れ

１ ２ ３

受信がない
時は完了して

ません！

報告に必要な「フロン類再利用量等年次報

告申請書」は、フロン類回収業者の皆様の

各事業所へ郵送されます（毎年4月上旬）。

送付された報告申請書は、報告するまで、

なくさないように分かりやすい場所へ大切

に保管しておいてください。

報告申請書の受取１

ここから詳しく説明します

４

※報告内容は「引渡量」「再利用量」「保管量」のみです！

フロン類年次報告
簡易マニュアル(FAX業者版)

４月実施

事業者郵送
自動車リサ
イクル促進
センター

FAX

報告は「使用済自動車の再資源化等に
関する法律施行規則第８７条」による義
務であり、報告を行わない場合、自治体
からの勧告・行政処分を受けることがあり
ます！
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報告申請書

品川解体工場 株式会社 品川工場

前年度移動報告
実施状況の確認

フロン類の引渡報告・再
利用連絡を行っているか
どうかの状況を示してい
ます。実施状況の％が低
い事業者のかたは最終
ページをご覧ください。

対象期間の確認

対象期間が正しいか確認
します。正しい報告申請
書を使用しなかった場合、
エラーになります。

報告事業者情報の確認

報告は「事業者」ではな
く「事業所」（登録され
た拠点や店舗など）ごと
の報告となります。

あらかじめ記載された事
業所の情報が正しいか確
認をします。

報告申請書の記入２ 再利用連絡の実績が
ある方は先に
５ページをチェック！

前年度末に保管
していた量の記入

各事業所で把握してい
る年度末（3月31日）時
点でのフロン類保管量
を記入してください。
単位はｋｇで小数点以
下第１位まで記入して
ください。

自動車メーカー等に
引き渡した量の記入

前年度においてメーカー
等（メーカー指定引取場
所）に引き渡したフロン
類の量を記入してくださ
い。
単位はｋｇで小数点以下
第１位まで記入してくだ
さい。

A

B

C

DF
自ら再利用した
量の記入

各事業所で把握してい
るフロン類再利用量を
記入してください。
単位はｋｇで小数点以
下第１位まで記入して
ください。

E

記入のポイント
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前々年度の実績を報告して

いなかったら・・・？

前々年度と前年度の報告を同時に行

う必要があるため、２年度分を

同時に報告が出来る専用の報告申

請書が送付されます。

記入方法は、２ページに説明されて

いる方法と同じです。

注意事項

事業者情報が異なっていたら？

自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター（０３－５６７３－７４０３）へご連絡ください。

C

自動車メーカ等への引渡量

記入欄左側には、参考情報としてメーカー等による引取量が表示されています。通常であれば表

示されている数値と同じ値になりますが、もし、各事業所で把握されている数値が異なる場合は、

把握されている数値を記入してください。

D

自ら再利用した量

記入欄左側には、参考情報として再利用連絡の行われた車台数が表示されていますので、報告

値の妥当性を確認するためにご覧ください。

※再利用量はご自身で計測し、日頃から台帳等で管理しておくことが重要です。

E

フロン類保管量

記入欄左側には、参考情報として保管車台数が表示されていますので、報告値の妥当性を確認

するためにご覧ください。

F

前年度にフロン類の取扱い

実績がなかったら・・・？

実績がなくても報告は行わなくてはな

りません。その場合は「引渡量」、「再

利用量」、「保管量」の３つの報告事

項にそれぞれ、必ず「０．０kg」と記入

してください。

※整数部及び小数部、両方に「０」を

記入します。

使用済自動車以外から回収したフロン類（整備・修理時に回収したもの）は年次報告の
対象外です。！
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フロン類再利用量等
年次報告結果通知

送信可能時間 平日・土曜 ８：３０～１９：００

日曜・祝日 送信不可

事前に自動車リサイクルシステムに番号を登録したFAXから、報告申請書を以下
の番号に送信することにより報告してください （番号は非通知にしないでください）。

事前に番号を登録したFAXから正常に報告が行われると、1時間程度で下記の書面

がFAXにて返信されてきますので、必ず「正しく報告が出来たかどうか」を確認し

てください。

なお、自治体等から確認があった場合などに備え、報告書はFAX送信後も大切にされることを

おすすめします。

JVRR0028 2007年4月10日（火）　12時00分　
(財)自動車リサイクル促進センター

1.　対象期間

対象期間

2.　報告事業所情報

事業所コード 333033303330 事業所名称

取扱フロン類
種別

CFC/HFC

3.　自動車メーカー当に引き渡した量

CFC HFC CFC HFC

1773.2ｋｇ 834.0ｋｇ 2607.2ｋｇ 1773.2ｋｇ 834.0ｋｇ 2607.2ｋｇ

4.　自ら再利用した量

CFC HFC CFC HFC

98台 　　0台 98台 36.3ｋｇ 　　　0ｋｇ 36.3ｋｇ

5.　前年度の3月31日現在で保管していた量

CFC HFC CFC HFC

35台 16台 51台 13.0ｋｇ 　　　5.9ｋｇ 18.9ｋｇ

(参考)保管車台数 フロン類保管量
フロン類種別小計

合計
フロン類種別小計

合計

(参考)再利用連絡済者台数 フロン類再利用量
フロン類種別小計

合計
フロン類種別小計

合計

フロン類種別小計
合計

(参考)自動車メーカー等による取引量 自動車メーカー等への引渡量
フロン類種別小計

合計

フロン類再利用量等年次報告結果通知

2006/4/1　～　2007/3/31

 品川解体工場　株式会社　品川工場

 内が報告された数値です。

貴社申請年月日 2007/4/10

2006年度引渡実施状況 96%

FAXによる報告３

報告完了の確認４

もしもエラーになったら？

エラー時には「フロン類再利用量等

年次報告結果通知」は返信されず、

「フロン類移動報告結果通知」の「4. 
受付結果」欄に「受付エラー」と記載

されたものが返信されます。

受付エラーと記載された書面が返信

されたり、または、何も返信されな

かった場合、６ページの「よくあるご

質問」の内容を参考にしたうえで、再

度FAXにて送信してください。

※FAX送信が１８時以降となった場合については、翌日になることもあります。

これで一連の作業は完了です！

（送信先） ０５７０－００７８９９
FAX 送信先は必ず

ご確認ください

0.
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！

②フロン類再利用連絡済み車台一覧表

①移動報告・再利用連絡未実施車台一覧表
フロン類回収工程で「引取

報告」を行ったにもかかわ

らず、フロン類の「再利用

連絡」等を行っていない車

台、つまり、報告漏れの

可能性が高い車台を一覧に

表示しています。

報告漏れがあった場合は、まず、
報告漏れとなった車台のフロン
類について先に報告(再利用連
絡等)を行い、その後、フロン
類年次報告を行ってください。

前年度にフロン類の再利用を行った事業者の方へ

４月中旬までに、「フロン類再利用量等年次報告申請書」とともに「①移動報告・再
利用連絡未実施車台一覧表」と「②フロン類再利用連絡済み車台一覧表」が郵送され
ます。正しい報告を行うための参考資料になりますので以下のポイントを参考に確認
してください。

年次報告を行った後に追加で再
利用連絡を行うことはできない
ので、必ず正確に確認するよう
にしてください。
※再利用連絡の詳細については
「FAXを利用した移動報告詳細

マニュアル（フロン類回収
工程編）」の34ページをご覧
ください。

JVRR0026 2007年4月9日（月）　12時00分　
(財)自動車リサイクル促進センター

※再利用料等年次報告の前に引渡し報告・再利用連絡を行う必要がある車台の有無を確認し、
　必要がある場合はすみやかに実施してください。

No 引取報告日 型式 車名
フロン  類

種別

1 2006/5/22 東京販売　 株式会社 東京営業所 JJ113-2468024 JJ113 ○○○ CFC

2 2006/5/25 東京販売　 株式会社 東京営業所 II112-3456789 II112 △△△ CFC

3 2006/5/28 東京販売　 株式会社 東京営業所 AA111-0110111 AA111 △△△ CFC

4 2006/6/15 東京販売　 株式会社 東京営業所 CC111-0120123 CC111 ◎◎◎ CFC

5 2006/6/21 東京販売　 株式会社 東京営業所 DD112-9876543 DD112 ＠＠＠ CFC

6 2006/6/25 東京販売　 株式会社 東京営業所 FF666-0660666 FF666 ○○○ CFC

7 2006/6/29 東京販売　 株式会社 東京営業所 KK020-0202020 KK020 ○△△ CFC

8 2006/7/10 東京販売　 株式会社 東京営業所 EE101-2357023 EE101 ▲○▲ CFC

9 2006/7/21 東京販売　 株式会社 東京営業所 FF112-1121121 FF112 △△△ CFC

対象期間

引取元事業者/事業所名

333033303330

2006/4/1　～　2007/3/31

　品川解体工業　株式会社　品川工場

車台番号

移動報告・再利用連絡未実施車台一覧表

情報管理センターから送付→フロン類回収業者確認用（報告不要）

事業所名称事業所コード

JVRR0027 2007年4月9日（月）　12時00分　
(財)自動車リサイクル促進センター

No 引取報告日 型式 車名
フロン  類

種別

1 2006/5/23 東京販売　株式会社 港営業所 AA111-0120123 AA111 ★★★ CFC

2 2006/5/26 東京販売　株式会社 港営業所 CC111-9876543 CC111 △△△ CFC

3 2006/5/30 東京販売　株式会社 港営業所 DD112-0660666 DD112 △△△ CFC

4 2006/6/20 東京販売　株式会社 港営業所 KK020-2357023 KK020 ○○○ CFC

5 2006/6/21 東京販売　株式会社 港営業所 EE101-1468901 EE101 ＠＠＠ CFC

6 2006/6/24 東京販売　株式会社 港営業所 FF112-1127890 FF112 △○△ CFC

7 2006/6/28 東京販売　株式会社 港営業所 BB622-5515515 BB622 ☆△☆ CFC

8 2006/7/10 東京販売　株式会社 港営業所 DD221-2345678 DD221 △△○ CFC

9 2006/7/23 東京販売　株式会社 港営業所 AA121-2345678 AA121 ☆○○ CFC

対象期間

引取元事業者/事業所名

333033303330

2006/4/1　～　2007/3/31

　品川解体工業　株式会社　品川工場

車台番号

フロン類再利用連絡済み車台一覧表

情報管理センターから送付→フロン類回収業者確認用（報告不要）

事業所名称事業所コード

CFC HFC 合計

15台 0台 15台

再利用を行っ
てない方は
不要です！

フロン類年次報告の数値を確定する前に
忘れていま
せんか？

！

すでに「再利用連絡」を

行っている車台の一覧を参

考として表示しています。

※上記①②の書類は年次報告を行う際、センターへのFAX送信の必要はありません。
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①既に配布しております様式集『改訂版「申請書」綴り』中の「帳票取得申請書」を使用し、

FAXにて送信することで、再度取得することができます。

②『改訂版「申請書」綴り』がお手元に無い場合は、自動車リサイクルシステムコンタクト

センター（下記問い合わせ先）へご連絡ください。

・報告期間内（４／１～４／３０）及び翌月であれば修正・取消が可能ですので、自動車

リサイクルシステムコンタクトセンター（下記問い合わせ先）へご連絡ください。

・全項目に記入していますか？

・正しい数字を記入していますか？

・実績が無い場合、「０．０」と記入していますか？

・報告申請書の年度は正しいものですか？

（今年送付された最新の報告申請書を使用していますか？）

→前々年度の報告を行っていない場合は、２年度分の報告を行っていますか？

・送信先の番号が間違っていませんか？

・自動車リサイクルシステムの受付時間外に送信していませんか？

・FAX番号が非通知になっていませんか？

・自動車リサイクルシステムに事前に登録したFAX番号を変更していませんか？

→変更している場合は変更登録が必要ですので、

「自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター

（０５０－３７８６－８８２２）」へご連絡ください。

・通常の電話回線を使用していますか？

→IP電話、光回線などは使用ができない場合があります。

誤った報告をしてしまったのですが、修正は可能ですか？

よくあるご質問

自動車リサイクルシステムコンタクトセンター

平 日 ／８：３０～２０：００

土日・祝日／９：００～１８：００

までお問い合わせください

報告書を送信したにもかかわらず、返信がなにもありません！

受付エラーの書面が返信されましたが、何のエラーかわかりません！

送付された「報告申請書」をなくしてしまったら？

・FAXを利用してフロン類年次報告を行う場合は、移動報告と同様に手数料がかかります。

・2年分を報告した場合は2回分の手数料が請求されます。

報告を行ったところ利用手数料の明細書が送られてきたのですが･･･？

０５０－３７８６－７７５５
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ご不明な点が
ございましたら・・・


