
平成26年度毒物又は劇物の盗難・紛失事故情報

整理
番号

発生年月日
発生都道府

県
毒物又は
劇物の別

毒物又は劇物の名称 事件の概要
事件発生事業所等の登録等

の状況
事件の原因（推定含む） 被害状況

1
2014/2/1～
2014/5/28

富山県 劇物

2，3-ジヒドロ-2，2-ジ
メチル-7-ベンゾ[b]フ
ラニル-N-ジブチルアミ
ノチオ-N-メチルカル
バマート （別名カルボ
スルファン）、
ジメチル-(N-メチルカ
ルバミルメチル)-ジチ
オホスフェイト（別名ジ
メトエート）及び
S-メチル-N-[(メチルカ
ルバモイル)-オキシ]-
チオアセトイミデート
（別名メトミル）

・平成26年5月28日の営業所内の倉
庫にて棚卸時にシステム上の在庫
数と実際の在庫数に相違があること
が判明した。
・紛失した劇物の量
（カルボスルファン3㎏×6袋、ジメト
エート3㎏×6袋、メトミル100ｇ×1
袋）

販売業
（農業）

日常管理不十分 特になし

2
2014/3/15～

2014/5/3
香川県 劇物

2，3-ジシアノ-1，4-ジ
チアアントラキノン（別
名ジチアノン）、
４－クロロ－３－エチ
ル－１－メチル－Ｎ－
［４－（パラトリルオキ
シ）ベンジル］ピラゾー
ル－５－カルボキサミ
ド（別名トルフェンピラ
ド）及び
ジエチル-3，5，6-トリ
クロル-2-ピリジルチオ
ホスフェイト（別名クロ
ルピリホス）

販売業者から配送されたことになっ
ていたが、購入者には届いていな
かった。

販売業
（農業）

配送予定であった商品全
てが紛失していたため誤
配送の可能性が高い。譲
渡手続きが不適切であ
り、保管管理が不十分で
あったため紛失発覚が遅
れた。

特になし

3 2014/3/18 東京都 劇物 メタノール
在庫確認時に、メタノール５００ｍＬ、
１本が紛失していることが発覚した。

販売業
（一般）

製品の入出荷を行う際の
数量確認不足。

特になし

4
2015/3/20
～2015/4/1

新潟県 毒物

1，1'-ジメチル-4，4'-
ジピリジニウムジクロリ
ド及び
1，1'-エチレン-2，2'-
ジピリジニウムジブロミ
ド

毒物劇物保管庫からプリグロックス
１リットル１本が紛失した。

販売業
（一般）

盗難防止措置がとられて
いなかったため

特になし

5
2014/3/26～
2014/4/18

沖縄県 劇物 水酸化ナトリウム
毒物劇物保管庫に保管していた水
酸化ナトリウム（内容量500g）が紛失
していた。

業務上取扱者
（届出不要）

紛失発覚時、保管庫の鍵
がささったままになってお
り、鍵の管理が不十分で
あったと思われる。

特になし
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6 2014/5/14 愛知県 劇物
水酸化ナトリウム
（70%）

水酸化ナトリウム70%を含有する粉
末アルカリ性洗浄剤（20kg入り）40袋
を運搬中、トラック荷台から1袋が高
速道路上に落下したが、運転手は
落下に気づかずにそのまま走行し
た。中日本高速道路㈱からの通報
により落下事実が判明した。

業務上取扱者
（届出不要）

車両に対し、十分な落下
防止策が施されていな
かった。また、運転手が通
常使用している車両より
車体重量が軽く、振動が
大きくなること等を理解し
ていなかった。

特になし

7 2014/5/20
静岡県
大阪府

劇物

ジメチル-４-メチルメル
カプト-３-メチルフエニ
ルチオホスフエイト（別
名MPP）

運送業者が大阪府大阪市から静岡
県掛川市まで運送予定の5%MPP72
ｋｇ（3kg×8袋×3箱）を紛失したこと
が、運送途中で発覚した。

業務上取扱者（届出不要）
販売業（一般）

運搬業者の営業所間での
積荷の受渡確認が不十
分であったため。

特になし

8 2014/6/5 京都府 劇物
三塩化チタン
（24％溶液）

業者から納品した三塩化チタン溶液
500mLビン１本を保管庫に入れず、
倉庫のコンテナ内で他の商品と一緒
に保管していたところ紛失した。

販売業
（一般）

普段取扱いがないもので
あり、劇物であるという認
識が全くなく、専用の保管
庫に保管していなかった
ため。

特になし

9 2014/7/28 東京都 劇物
無機銀塩類
（硝酸銀）

事務所内の薬品保管庫に保管して
いた毒劇物について、平成26年7月
28日に定期点検を行った際に、硝酸
銀25グラム1本（未開封）の所在が不
明となっていることが判明した。その
後、8月13日に事務所内で発見され
た。

業務上取扱者
（届出不要）

当該劇物を使用後、薬品
保管庫に収納していな
かった。

特になし

10
不明

（2014/8/7発覚）
大阪府 劇物

クロルピクリン、
ジエチル-S-(エチルチ
オエチル)-ジチオホス
フェイト（別名エチルチ
オメトン）及び
2-イソプロピル-4-メチ
ルピリミジル-6-ジエチ
ルチオホスフェイト（別
名ダイアジノン）

倉庫業として荷物の保管・管理を委
託されている営業所において、劇物
及びその他の返品商品が入った箱
を返品先に配送した後に、在庫と実
在庫の齟齬が発覚し、クロールピク
リン（1kg×11箱）、エチメトン（3kg×2
箱）、ショットガンEW（1L×5箱）の紛
失に気が付いた。

業務上取扱者
(届出不要)

在庫数の確認が不十分で
あり、返品商品の箱の中
に劇物が入っていること
が認識されておらず、管
理が不十分であったた
め。

特になし

11 2014/9/18 滋賀県 劇物
塩素酸ナトリウム
（50%）

農薬販売店で過去の出納を元に台
帳を作成したところ、除草剤の塩素
酸ナトリウム（５ｋｇ入り）４袋の数量
が合わず、紛失した可能性が排除で
きないことが判明した。

販売業
（農業）

出納管理が不十分で使用
済みであるか判別がつか
ないため。

特になし
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12 2014/9/29 徳島県 毒物
弗化水素
（フッ化水素酸）

事業所内保管庫からフッ化水素酸１
本（約440g）を関係者が無断で国外
へ持ち出した。

業務上取扱者
（届出不要）

鍵の保管管理及び毒物劇
物の受払業務が不十分で
あった。

特になし

13 2014/10/20 愛媛県 劇物
無機銅塩類
（硫酸銅（原体））

中学校教諭が授業準備のため、教
卓の上に当該薬品を置いたまま席
を外し、その間に盗難にあった。

業務上取扱者
（届出不要）

教諭の管理不十分 特になし


