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1 2015/3/31 福島県 毒物

弗化水素（フッ酸
20％）
硝酸（40％）
（混合液）

フッ酸や硝酸の混合液（EL混酸）を
充填施設へ移送する配管に腐食孔
が発生し、約3Lが漏えいした。

製造業（国）

用途変更により当該混合
液に使用されることとなっ
た配管は、保温外装が施
され、配管の直接の外観
が確認できず、腐食孔の
発生まで放置されることと
なったため。

特になし

2 2015/4/6 広島県 毒物
クロトンアルデヒド
（90%）

クロトンアルデヒドのサンプリング後
にバルブ閉止作業が不完全だった
ため、クロトンアルデヒド約80Ｌが事
業所内（床面及び側溝）に流出。

製造業（国） バルブ閉止の確認不足。 特になし

3 2015/4/9 岡山県 劇物 メタノール

事業所内で、定期修理中に取り外し
た計器を取り付けずに液張りテスト
を行ったためメタノールが8L漏洩し
た。

販売業（一般）
計器取り外し時の安全処
置の不足。

特になし

4 2015/4/9 兵庫県 毒物 無機シアン化合物

メッキ業事業所において、シアン化
合物の処理槽の攪拌機が停止した
ことにより、未処理のシアン化合物
排水が公共下水道に排除された。

業務上取扱者
（電気めっき業）

不明 特になし

5 2015/4/11 静岡県 劇物

ホルムアルデヒド（劇
物）、水酸化ナトリウ
ム（劇物）及びフェ
ノール（劇物）の反応
物

４月11日、冷却装置の誤操作によ
り、ホルムアルデヒド、水酸化ナトリ
ウム及びフェノールの反応物５トン
が流出した。流出物は工場内に留ま
り、人への被害はなかった。

輸入業(都道府県)
製造業(都道府県)

販売業（市）
冷却装置の誤操作 特になし

6 2015/4/23 神奈川県 劇物 塩化水素（塩酸35％）

３５％塩酸タンク２基のうち１基が点
検のため封鎖中、もう１基が塩酸の
受け入れ分と点検中のタンクの戻り
分により満水になり、推定２ｋｇの塩
酸が防液提内に漏洩した。

業務上取扱者
（届出不要）

塩酸の受け入れは停止し
ていたが、点検中の１基
の戻り分をうけていたた
め、点検していなかったタ
ンクが満杯になったこと。

特になし
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7 2015/4/30 埼玉県 劇物
水酸化ナトリウム
(25%)
塩化水素(22%)

劇物を販売先に搬送する途中で自
動車に故障を示す警告灯が出て、
自動車から煙が出たため停車したと
ころ、自動車が炎上し、消火活動に
伴い積載していた水酸化ナトリウム
（25%水溶液）約100Lと塩化水素
（22%水溶液）約10Lが付近の田んぼ
へ流出した。

販売業
（一般）

劇物の搬送に使用してい
た自動車の故障による。

特になし

8 2015/5/1 長野県 劇物 塩化水素（塩酸35％）

事業所内で35%塩酸を液送するため
に仮設したホースのジョイント部が
外れ、防液堤外へ200～300L漏えい
した。

業務上取扱者
（届出不要）

ジョイント部がポリアミド
（ナイロン）製だったため
に腐食溶損したため。

特になし

9 2015/5/3 福岡県 劇物 塩素
工場内の配管にピンホールができ、
そこから塩素ガスが漏洩した。

業務上取扱者
（届出不要）

配管内にスケールが堆積
した結果経年腐食が起こ
り、ピンホールができたも
の。

作業者１名が塩素ガスを吸
入し、経過観察のため入院し
たが、翌日の再検査で異常
なし

10 2015/5/13 福島県 劇物
アンモニア
 （18％）

事業所内のアンモニア水タンク防液
堤内において、ストレーナーに詰まり
が確認され、掃除のためにカバーを
開けたところ約1.5Lのアンモニア水
が漏えいした。

販売業
（一般）

切替のバルブ操作が不完
全または切替バルブに噛
み込み等の異常が発生し
たため。

特になし

11 2015/5/13 福島県 劇物
アンモニア
（18％水溶液）

屋外タンク防液堤内において、配管
ストレーナーフランジ部分から約1.5L
が漏えいした。

製造業（国）

配管に付随するストレー
ナーが目詰まりを起こした
ため、別系統の配管への
通液切替えを行い、当該
ストレーナーを取り外した
ところ、完全に通液が閉
鎖されておらず、漏えいし
た。

特になし
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12 2015/5/18 宮崎県 劇物
アンモニア
（25％水溶液）

同敷地内にある他事業場から当該
事業場施設にパイプラインで医薬品
製造ラインに受け入れているが、医
薬品製造ラインのバルブが破損し、
当該事業場内で漏出した。漏出量
は不明だが、回収量は約３００L。

業務上取扱者
（届出不要）

バルブの劣化 特になし

13 2015/5/22～2015/5/25 福島県 劇物 硫酸（95％）

硫酸タンク（5㎥）のレベル計が、5月
22日時点では1.9㎥だったが、5月25
日朝にはレベルが確認できない状
態で、防液堤内に液体が溜まった状
態だった。

業務上取扱者
（届出不要）

不明 特になし

14 2015/5/22 神奈川県 劇物

モノエタノールアミン
（２－エタノールアミ
ン）　　　　　劇物(令２
－４－３)

劇物原体を水と混合し製剤を製造す
る作業中、原体注入が停止しなかっ
たため、オーバーフローさせて防油
堤内に劇物約1500Lを漏洩させた。

製造業(都道府県)
閉止する弁を稼動させる
動力を停止さてしまったこ
とによる人為的事故。

特になし

15 2015/5/26 兵庫県 劇物 塩素酸ナトリウム
コンテナヤードに一時保管していた
コンテナから塩素酸ナトリウム数kg
が漏出した。

輸入業（国）

輸入過程でコンテナが浸
水したことで、固体の塩素
酸ナトリウムが溶解し、漏
れ出したものと推定され
る。

特になし

16 2015/5/30 茨城県 劇物 臭素
貯蔵タンクの移送配管から液体臭素
が61.5L漏洩した。（防液堤外への漏
洩なし。）

業務上取扱者
（届出不要）

従業員の誤操作により配
管内に異常な圧力がかか
り、配管の結合部から漏
洩した。

特になし

17 2015/6/1 山口県 劇物
硫酸
（98％）

98％硫酸を貯蔵タンクから移送する
配管の途中にあるバルブから、推定
85L漏洩

業務上取扱者
（届出不要）

バルブの劣化 特になし
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18 2015/6/3 滋賀県 劇物 硝酸（30%）

他県からトラックで運搬し、本県の事
業所で積荷の入替えを行ったところ
運搬台車が浸食していた。12ケース
中1ケース（25㎏入り）のみ底にひび
割れしていた。漏出場所は事業所倉
庫内及びトラックの荷台内のみ

業務上取扱者
（届出不要）

ケースのひび割れ（原因
は不明）

特になし

19 2015/6/9 徳島県 劇物
水酸化ナトリウム
(25%)

貯蔵タンクから作業場まで２５％水
酸化ナトリウムを配送する工場内配
管のパッキンが破損し、場内に約１
４８L、近接する河川に約１０２L漏洩
した。

業務上取扱者
（届出不要）

配管内の圧力が異常に上
昇したことにより、パッキ
ンが破損し、漏洩したと考
えられる。

特になし

20 2015/6/10 京都府 劇物 塩化水素（塩酸）

毒物劇物業務上取扱者が塩酸をタ
ンクローリーで運搬途中、斜め後ろ
から大型トラックに追突され、バルブ
が破損し、破損部から塩酸６．５トン
が道路に流出した。

業務上取扱者（大量運送）
業務上取扱者（届出不要）

追突事故のため。

災害場所付近の住民１名が
流出した塩酸の蒸気を吸い、
気分不良のため病院に搬送
された。

21 2015/6/17 三重県 劇物 塩素

製造プラントにおいて、送液ポンプ
突出側のゴム製継ぎ手部の破損に
より塩素ガスを含有するスラリーが
漏洩した。スラリー中の塩素ガス
1.41kgが放散した。工場敷地境界で
の塩素ガスによる影響は無い。

業務上取扱者
（届出不要）

ゴム製継ぎ手の設置時の
芯ずれによる局所的な摩
耗促進及び内面ゴムの全
体的な摩耗により破損に
至った。

風下の近傍施設の業員8名
(７名顕在化症状無、1名咳込
み)が医療機関を受診した。

22 2015/6/26 和歌山県 劇物 硫酸
事業所内の硫酸製造設備にて漏洩
した廃酸が付着。なお、漏洩は少量
（１L以下）

製造業（国）
作業時の窒素ブロー（硫
酸抜き）の不足。

作業員1名が被液し、右膝に
化学熱傷2度

23 2015/7/1 福島県 毒物 フッ化水素
フッ化水素が溶融している可能性が
ある水が約18Ｌ流出した。

業務上取扱者
（届出不要）

不明 特になし
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24 2015/7/6 新潟県 劇物
モノメチルアミン、ジメ
チルアミン、トリメチル
アミン

職員が蒸留塔のリボラーのハブの
配管から異臭及び液体の漏洩を確
認したため、情報提供が行われた。
バルブが閉鎖され、漏洩箇所付近
に散水が行われた。施設外への劇
物の漏洩は調査時点では確認され
なかった。

製造業
（国）

不明 特になし

25 2015/7/23 新潟県 劇物
メタキシレンジアミン
（MXDA）

当該工場内の劇物であるメタキシレ
ンジアミン製造施設の配管の付属設
備設置作業中に当該配管が折損
し、当該劇物が漏洩した。

製造業
（国）

配管に付属配管を巻き付
ける際に水平方向に過大
な力を加えたため

作業員３名が軽傷

26 2015/7/28 新潟県 劇物
水酸化ナトリウム
(48%)

水酸化ナトリウム（48％）をタンク
ローリーで運送中、圧抜きバルブが
開いていたため、当該製品が道路
上に数Ｌ漏洩した。

業務上取扱者
（大量運送）

運転員がバルブを誤って
開放したため。
（閉止していたバルブを開
いていると勘違いし、バル
ブを閉めたつもりが開け
てしまったことによる。）

特になし

27 2015/7/29 石川県 劇物 硝酸(60%)

車庫に保管していた硝酸（18Lポリ容
器入）が破損し、車庫内部及び外部
に流出、約10Lが回収され、約８Lが
消失した。側溝には流出跡は見られ
ず、敷地外への流出はなかった。

販売業(一般)

破損の原因は不明である
が、適切な保管がなされ
ていなかったことが原因と
推定される。

特になし

28 2015/8/4 山口県 不明
塩化水素（塩酸（濃度
不明））

35％塩酸タンクから移送する配管の
分岐管から、塩酸を含む水が防液
堤内に数L漏洩。漏洩した塩酸は、
塩素ガスが配管内部の置換された
水に溶け込んだものであり、タンク
内の35％塩酸ではない。

業務上取扱者
（届出不要）

配管工事施工業者の発
注ミスにより、耐酸性が低
い素材を分岐管に使用し
たこと及び施工後の確認
不足。

特になし

29 2015/8/4 神奈川県 劇物 塩化水素（塩酸35％）

３５％塩酸タンクのバルブ交換工事
中、工事のために移送していた１０
倍希釈の塩酸が一時溜め置きして
いた防液提から流れ出し、郊外公共
水域に流れ出した。

業務上取扱者
（届出不要）

純水装置防液提内のコン
クリートが損傷し、そこか
ら漏出した酸性水が雨水
排水溝に流れでたこと。

特になし
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30 2015/8/5 千葉県 劇物
水酸化ナトリウム
(25%)

自社販売所にトラックで配送する際
に、敷地内の段差による衝撃で製品
が落下し、その衝撃により蓋が破損
した。２５％水酸化ナトリウム２０Ｌが
敷地内から公道に流出した。

製造業（都道府県）
販売業（一般）

配送トラックの荷台の留め
を怠ったため。

特になし

31 2015/8/5 茨城県 劇物
水酸化ナトリウム
（25％）

工場構外の配管から25％水酸化ナ
トリウムが約１L漏洩した。

製造業（国）

配管に欠陥（小さな穴）が
あり、経年劣化で塗装が
はがれて穴が露出し、漏
洩した。

特になし

32 2015/8/19 広島県 劇物
ヘキサン‐1,6‐ジアミ
ン

製造工程中、重合器から気化したヘ
キサン‐1、6‐ジアミン約30kgが漏え
いし、重合器の保温材に浸透。重合
器の熱により発火。

業務上取扱者
（届出不要）

重合器の洗浄後にバルブ
を閉め忘れたことによるも
のと推定。

特になし

33 2015/8/27 福岡県 劇物 硫酸（70%）

イオン交換樹脂製造工程中の除酸
工程において、除去した硫酸を貯留
している回収タンクの循環ライン配
管が破損し、70%硫酸7.4㎥が漏洩し
た。

製造業
（国）

メーカー推奨圧力を超え
た運転による、ポンプ吐出
PP配管本体の局所的な
劣化および内圧等による
破孔。

特になし

34 2015/8/28 埼玉県 毒物
無機シアン化合物（シ
アン化カリウム）
（約0.4％）

加温装置が故障してめっき液の温
度上昇が続いた結果、樹脂製の
めっき槽（20Ｌ）が燃焼・溶解して内
容液が流出した。工場外への流出
なし。

業務上取扱者
（電気めっき業）

電気設備の老朽化による
接触不良、加温装置の故
障による槽内の温度上
昇。

特になし

35 2015/9/7 愛知県 劇物
水酸化ナトリウム
（25％）

トラックの荷台から水酸化ナトリウム
（25％）が入った容器が落下し、一部
の容器が破損したことにより水酸化
ナトリウム約38Lが路上に流出した。

販売業
（一般）

トラックへの積載時に容器
の固定が不十分であった
ため。

水酸化ナトリウムに触れた運
転手1名が病院に搬送され、
治療。
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36 2015/9/18 福島県 劇物 硝酸（98％）

事業所内の濃硝酸充填所におい
て、10ｔローリー行き充填弁を開放す
べきところを、誤って15ｔローリー行き
充填弁を開放してしまい、未接続の
配管から約72Lの濃硝酸が漏えいし
た。土壌に一部浸透あり。

製造業（国）
販売業（一般）

充填弁の操作間違い 特になし

37 2015/9/27 静岡県 劇物

３－ジメチルジチオホ
スホリル－Ｓ－メチル
－５－メトキシ－１，
３，４－チアジアゾリ
ン－２－オン
（メチダチオン）

北区三ヶ日町只木判ノ木橋
釣橋川の魚が大量にへい死してい
た。原因は不明。

不明
農薬が誤って流出したと
思われる。

・判ノ木橋～釣橋川橋までの
区間で、魚が数百～千匹ほ
どへい死していた。
・へい死魚種：判ノ木橋下流
がほとんどがゴンチ(コチの仲
間、体長3cm程度）でメダカが
混じる。下流部はほとんどが
鮎でウナギ、オイカワ、ハヤ、
カワムツ、カジカの仲間など
が混じる。

38 2015/10/1 福島県 劇物 アセトニトリル

リチウムイオン電池の難燃剤製造工
程で発生する残留物（製造原料のア
セトニトリル、フッ化ナトリウム、窒化
リンが含まれる酸性物質）の焼却処
理の前処理のため、7㎥の反応釜で
水を添加したところ、水蒸気爆発と
思われる爆発が発生し、水柱が建
物屋根を突き破り、屋外へ飛散し
た。

製造業（国） 不明 特になし

39 2015/10/5 三重県 劇物
水酸化ナトリウム
（24％）

トラックで輸送中に荷崩れを起こし、
水酸化ナトリウム水溶液（２０Ｌ入）1
箱が道路上に落下、流出した。

不明（県境での事故で、和歌
山県の業者であった）

トラックに積載する際、
ロープによる固定に不備
があったため。

特になし
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40 2015/10/6 宮城県 劇物 濃硫酸（98％）

タンクローリーにて濃硫酸（13、640ｋ
ｇ）を運搬後、運搬先の事業所内で
エアー抜き配管に溜まった濃硫酸が
約２００mL漏洩した。

業務上取扱者（大量運送）
製造業（都道府県）

タンク上部のエア抜きバ
ルブが緩んでいたために
エア抜き管に少量の濃硫
酸が洩れて溜まり、それ
が工場で停止した際にこ
ぼれたのではないかと推
測される。

特になし

41 2015/10/19 福岡県 劇物 塩化水素（ガス）

塩化水素ガスホルダーの塔頂ス
テージの点検作業中、取り外した安
全弁を元に戻そうとフランジに固定
していた仕切り板のボルトを緩めた
際に塩化水素ガスが漏洩した。

業務上取扱者
（届出不要）

三方弁の開放方向を確認
せず作業を行ったため。

人的被害：現場作業員２名、
現場付近を通行していた者１
名が角膜酸化学熱傷を負っ
た。いずれも軽症。
物的被害、環境影響：なし

42 2015/10/20 東京都 劇物 ホルムアルデヒド

研究所の危険物庫に保管してあっ
た一斗缶の底が錆び、隙間からホ
ルムアルデヒドが漏えいし、室内に
充満した。

業務上扱者
（届出不要）

容器（一斗缶）の劣化（錆
び等）のため。

職員1名が吐き気と胸の痛み
を訴えて病院へ救急搬送。

43 2015/10/24 福島県 劇物 塩化水素（塩酸）
屋外タンクのフランジ部から滴り、漏
えいした。漏えいした塩酸は、防液
堤内に止まっていた。

業務上取扱者
（届出不要）

不明 特になし

44 2015/10/24 鹿児島県 劇物

ディ・トラペックス
（メチルイソチオシア
ネート）
ＤＣ油剤
（ジクロロプロペン）

運送業者の作業員が劇物に該当す
る農薬(ﾃﾞｨ・ﾄﾗﾍﾟｯｸｽ及びDC油剤）を
リフトで移動する際、誤ってフォーク
部分で缶を突き刺し、他の缶につい
ても落下破損し、約80Ｌが流出した。

業務上取扱者
（届出不要）

取扱上の不注意のため。

事故直後，作業員３名が眼
痛を訴えたが，しばらくして全
員回復。医療機関の受診は
ない。

45 2015/11/1 茨城県 劇物 過酸化水素（60％）
貯蔵タンクから60％過酸化水素が
2,100L漏洩した。（防液堤外への漏
洩なし。）

製造業（都道府県）

貯蔵タンク洗浄後、バルブ
の開閉確認を怠り、開放
したまま過酸化水素を通
液して漏洩した。

特になし

46 2015/11/3 茨城県 劇物 過酸化水素（60％）
過酸化水素製造設備で爆発・火災
が発生し、60％過酸化水素が漏洩し
た。

製造業（都道府県）

過酸化水素が分解して発
生した可燃性蒸気が、静
電気等により着火して爆
発し、設備が破損して漏
洩した。

特になし
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47 2015/11/10 千葉県 劇物 塩化水素（塩酸35％）

製造所内の純水製造設備内の塩酸
貯槽下部の配管バルブのネジが腐
食し３５％塩酸９㎥が、タンク周囲の
防液提内に漏洩した。

業務上取扱者
（届出不要）

塩酸貯槽下部の配管バ
ルブのネジが腐食したた
め。

特になし

48 2015/11/20 岡山県 劇物
塩化水素（塩酸）
濃度不明

塩酸送液配管フランジ部分が緩み
塩酸が霧状に8L漏洩した。

販売業（一般）
塩酸送液配管のフランジ
締め付けボルトの腐食に
よる破断。

特になし

49 2015/11/20 神奈川県 劇物 メタノール

メタノール缶（１４ｋｇ入り）をトラックで
販売先に配送中に、追突事故を防ぐ
ために急停車をした。その際、メタ
ノール缶が荷台内で移動して破損
し、メタノールが流出した。

販売業（一般）
メタノール缶固定用のロー
プが切れ、缶が移動してし
まったため。

特になし

50 2015/11/26 栃木県 劇物
水酸化ナトリウム
（25％）

排ガス洗浄装置内の循環液が排ガ
ス配管に逆流し、水酸化ナトリウム２
０Lが噴出して雨水路に流れ込ん
だ。

業務上取扱者
（電気めっき業）

循環液の交換を怠り、そ
の主成分が結晶化して循
環液の流れを妨げたため
と考えられる。

特になし

51 2015/12/2 青森県 劇物 液化アンモニア
液化アンモニア送液配管の途中に
ある気液分離器配管から漏洩

製造業
（都道府県）

経時的にグランド締付け
ボルトが緩んだか、締付
け不十分であったため。

特になし

52 2015/12/7 北海道 劇物 塩化水素（塩酸35％）
屋内タンクに貯蔵されていた塩酸
（35％）約986Ｌがタンクと配管のつな
ぎ目から漏洩した。

業務上取扱者
（届出不要）

タンクの経年劣化に伴う、
配管接続部付近の腐食
のため。

特になし

53 2015/12/23 広島県 劇物 硫酸（20%）
屋外の保管タンク上部が破損し、事
業所内に流出。

製造業
（都道府県）

タンクの経年劣化と推定。 特になし。

54 2015/12/29 香川県 劇物 クロルピクリン（80%）

産業廃棄物処理業者が屋外作業場
で搬入した廃棄物の仕分けをしてい
た際に廃棄物の中に混入していたク
ロルピクリンの缶を潰してしまった。
壊れた２０L缶２個から周囲約５０ｍ
にクロルピクリンが拡散された。

業務上取扱者
（届出不要）

以前農業を営んでいた者
の親族が、農業用ハウス
や農業資材等を廃棄した
廃棄物収集用コンテナの
中にクロルピクリンの缶２
個も合わせて廃棄した。

作業員等１２名が目やのどの
痛みで医療機関受診（重傷
者はいない）
周辺への影響はなし
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55 2016/1/3 埼玉県 劇物 硝酸（10％以上）

硝酸水溶液を使用して排水蒸発濃
縮設備を洗浄作業中に設備のガラ
ス窓が破裂し、洗浄液が作業棟内
に噴出した。建物外への漏洩なし。

業務上取扱者
（届出不要）

調査中
作業者４名が被液し、2名が
搬送先で死亡、2名が受傷。

56 2016/1/8 福島県 劇物
アンモニア
（25％水溶液）

液体アンモニアローリー充填所にお
いて、ローリー充填行きのアンモニ
ア配管フランジから液体アンモニア
が滲み出し、数mLほど間欠的に滴
下、漏えいした。

製造業（国）
販売業（一般）

ガスケット（昭和40年代に
施工）が硬化して復元力
が失われ、シール性が低
下していたため。

特になし

57 2016/1/13 神奈川県 劇物
水酸化ナトリウム
（25％）

廃ソーダタンクの工事を行う際、ソー
ダ受入配管ドレン弁の開放を行った
が、閉止を行わなかったことから、翌
日苛性ソーダを受け入れる際にタン
クヤード内及び排水ピットへ漏洩し
た。

業務上取扱者
（届出不要）

廃ソーダタンクの工事を行
う際、接続配管内の残液・
残圧処理のためにドレン
弁の開放を行ったが、閉
止を行わなかったこと。

特になし

58 2016/1/14 岡山県 劇物 臭素
臭素製造プラントにおいて、冷却に
使用するガラス配管が破損し、大気
中に臭素が５L程度漏洩した。

製造業（国）

隣接する部屋の工事のた
め温度センサーの電源が
切れており、反応塔へ蒸
気が過剰に入り、ガラス配
管に圧力がかかり過ぎた
ため。

特になし

59 2016/1/25 山口県 劇物
フェノール
（99％）

フェノールを配管により送液していた
が、フェノールの固化を防止するボ
イラーの故障により一時送液を停
止。ボイラー修繕後に送液を再開し
たところ、配管から数十Lフェノール
が漏洩。漏洩したフェノールを手動
ポンプで回収していたところ、手動ポ
ンプの一部外れ、作業員が1名被液
し左手首負傷。

製造業
（国）

[漏洩について]ボイラート
ラブルにより、配管内の
フェノールが固結膨張し内
部圧力が上昇したことで、
配管等の気密性が低下し
たこと。
[被液について]タイベック
と手袋とに隙間が空いて
いたこと及び回収作業に
ドラムポンプを使用したこ
と。

作業員１名が左手首に化学
火傷
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60 2016/1/25 広島県 劇物 メタノール
送液管からメタノール436kg漏えい。
漏えい後のメタノールは一部公共用
水へ流出。残りは事業所内に流出。

製造業
（国）

送液管のパッキンの劣化
と推定。

特になし

61 2016/1/25 大分県 劇物 塩化水素（塩酸）

廃液処理用純水装置の補修工事に
伴い、塩酸タンクの吸入弁の一部を
閉じ、以降のラインを工業用水で洗
浄置換していた。凍結対策として、
工業用水を連続通水していたが、工
業用水用ホースの連結部分が外
れ、塩酸タンクより塩酸が逆流し、事
業所内に約１㎥（推定）の塩酸が漏
洩した。

業務上取扱者
（届出不要）

凍結対策として工業用水
を連続通水していたが、
工業用水が一部凍結した
ことにより、ホース連結部
が外れ、塩酸が逆流し、
漏洩した。（推定）

特になし

62 2016/1/27 千葉県 劇物 クロルピクリン（80％）
ばれいしょ用圃場で７０Ｌを使用した
ところ、揮散した溶剤が付近の住宅
に流れた。

業務上取扱者
（届出不要）

使用方法に定められた灌
注後のビニールシート等
による被覆を行わなかっ
たため。

軽症者１６名（目、鼻の痛み）

63 2016/3/1 三重県 劇物
水酸化ナトリウム
（10-20％）

ラック上の水酸化ナトリウムを含有
するアルミン酸ナトリウムが送液さ
れている配管が破断し、流出した。
近傍の排水溝に流出するもダン
パーで封じ込みを行い場外への流
出は無い。

業務上取扱者
（届出不要）

今(10月)、定修で更新予
定であったが、送液配管
のエルボ部が、ポンプ送
液による振動及び急激な
温度変化による配管収縮
による破断と推察されて
いた

特になし

64 2016/3/2 秋田県 劇物 トルエン

トルエンを積載したタンクローリーが
道路走行中、積雪により横転した。
横転後、タンク上部蓋からトルエン
が滴り落ちている状況が確認され
た。周辺の雪にトルエンが滴り落ち
ている状況及びタンク残量から漏洩
量は最大で数Lと推定される。

業務上取扱者
（届出不要）

積雪によるスリップ事故 特になし
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65 2016/3/9 新潟県 劇物 アンモニア

冷凍冷蔵施設の解体作業中、数十
年前に廃止しながら撤去されず残っ
ていた過去のアンモニア冷凍施設
の配管を折損させ、アンモニアガス
が漏洩した。

業務上取扱者
（届出不要）

所有者は、冷凍冷蔵施設
の機器等の存在及び高圧
ガスが残っていることを把
握していなかった。

特になし

66 2016/3/10 和歌山県 劇物 廃棄硫酸（91%）
廃棄硫酸貯蔵タンク内で燃焼が起こ
り、廃棄硫酸の一部が構内に飛び
散った。

販売業（一般）  製造業（国）

廃棄硫酸貯蔵タンクにお
いて、早朝の冷え込みに
よりタンク内に水滴が付
着。ローリー車より廃棄硫
酸（91%）を受入時、廃棄
硫酸と水滴が接触したこ
と、貯蔵タンク主成分の鉄
との反応から水素が発
生。またローリー車の残液
（廃棄硫酸）をコンプレッ
サーの空気により圧送す
るが、ここで塩ビ配管との
間に静電気が発生。これ
によりタンク内で燃焼が起
こり、廃棄硫酸の一部が
構内に飛び散った。

特になし

67 2016/3/11 岡山県 劇物
水酸化ナトリウム
（24％）

凍結した本設配管の代替に設置し
た仮設ホースが外れ、事業所内道
路に24％水酸化ナトリウムが182L漏
洩した。

業務上取扱者（届出不要）
仮設ホースの接続部の締
め込み方法を施行者が認
知していなかったため。

運転手が左手甲に水酸化ナ
トリウム付着による化学熱
傷。

68 2016/3/11 大分県 劇物 キシレン

パラキシレン製造装置内の配管の
腐食により、約2mm程度のピンホー
ルが発生し、そこから混合キシレン
約2.5L程度漏洩した。

製造業
（国）

配管の腐食 特になし
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69 2016/3/21 福岡県 劇物 希硫酸(18.0%)

物流センター内の冷蔵倉庫立屋屋
上に設置したアンモニア除害施設か
ら、希硫酸(18.0%)約112Ｌが漏出した
もの。

業務上取扱者（届出不要）
配管材料がVP(塩ビ）管で
はなくSGP管（鋼管）で
あったことによるもの。

屋上コンクリートの変色が確
認されたが、漏出による人的
被害の報告は無い。
なお、3月23日に中和作業が
完了し、pH測定により周辺に
異常がないことが確認されて
いる。

70 2016/3/22 岐阜県 劇物
塩化水素（塩酸35％）
水酸化ナトリウム
（48％）

排水処理施設に付帯している水酸
化ナトリウム配管用のヒーターが、
経年劣化によりショートし、保温材に
引火。火災の熱により塩酸及び水酸
化ナトリウムが破損し、流出。

業務上取扱者
（届出不要）

施設の経年劣化による火
災発生

健康被害特になし。
魚類へい死　約３００匹。

71 2016/3/23 愛知県 劇物
水酸化ナトリウム
（25％）

水酸化ナトリウム溶液(25%)の入った
18Lポリ容器2缶をワンボックスカー
で運搬中、車両発進時に容器1缶が
転倒・破損し、約5Lが漏洩し、うち2
～3Lが道路上に流出した。

販売業（一般）
運搬時の転倒防止措置を
講じていなかったため。

特になし


