
 平成29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 2017/2/10 千葉県 劇物 アセトニトリル
商品の在庫確認を行ったところ、ア
セトニトリル(10g×2本）の不足が確
認された。

販売業
（一般）

出荷時の確認体制、在庫
管理に不備はなく、原因
不明。なお、販売代理店
を通じた客への誤配送の
可能性が想定されたが、
調査を行っても発見に至
らなかった。

特になし

2 2017/3/10 東京都 劇物 クロロホルム液（10%）
医療施設内で使用されなかった検
体保存用のクロロホルム液8mlの瓶
が1本行方不明となった。

業務上取扱者
（届出不要）

確認と観察の不足。また、
報告の遅滞と医療施設内
での連携不足。

特になし

3 2017/3/29 兵庫県 劇物 アクリロニトリル
神奈川県から兵庫県に運搬途中に
アクリロニトリル1㎏（1L缶入り）が紛
失した。

販売業（一般）
業務上取扱者（届出不要）

集荷後、事業所にて積み
替え時の荷札との未照合
及び事業所での保管設備
未設置。

特になし

4 2017/4/7 栃木県 毒物 シアン化金カリウム

廃業しためっき工場の監視を行った
ところ、シアン化金カリウム435g（風
袋込み）等を保管していた金庫を紛
失したとの申し出があった。当該工
場の在庫管理が不十分で、代表者
の記憶も曖昧であり、金庫が紛失し
た事実を確認するには至らなかっ
た。

業務上取扱者
（届出不要）

定期的に毒劇物の在庫量
を確認していなかったた
め。

特になし

5 2017/6/2 茨城県
①劇物
②毒物

商品名：プリグロック
スL
・ジクワットジブロミド
（7.0%）
・パラコートジクロリド
（5.0%）

・保管庫に保管してあった商品24本
（1L12本/1ケースを2ケース）が紛失
した。（棚卸時，在庫数と台帳の数
が合わなかったため発覚したが，状
況から盗難の恐れはないと判断し
た。）

販売業
（一般）

・販売後数日以内の事後
に伝票を作成していたた
め相違がでたと推測され
た。

特になし

6 2017/7/20 千葉県 劇物 硝酸銀

職員が使用しようとしたところ、施錠
された保管棚から硝酸銀約400gが
入った瓶が１本なくなっていることに
気付いた。

業務上取扱者
（届出不要）

不明 特になし

7 2017/8/8 東京都 劇物
水酸化カリウム
亜硝酸ナトリウム
ニクロム酸カリウム

高校の化学準備室内薬品庫におい
て、管理台帳を基に在庫点検を行っ
たところ、劇物である水酸化カリウム
（500g×1本）、亜硝酸ナトリウム
（500g×1本）、ニクロム酸カリウム
（500g×1本）の紛失が判明した。

業務上取扱者
（届出不要）

管理台帳、管理簿の作成
及び更新時に記録の改ざ
ん、在庫量を確認しない
等の不適切な管理実態が
あったため。

特になし



8

2017/8/21～
2017/12/5

（具体的な日
時不明）

東京都 劇物
２，２’－アゾビスイソ
ブチロニトリル
（有機シアン化合物）

神戸港で荷揚げされた当該劇物が、
大阪府内、兵庫県内で検品・再包装
を経て、愛知県内の納品先へ納入さ
れる過程で1袋（10kg入）が紛失し
た。

販売業（一般）／輸入業（都
道府県）

販売業（一般）
製造業（国）

・検品時に確認ミスがあっ
たため
・輸入時に不足していたた
め
・流通経路上で盗難に
あったため

特になし

9 2017/9/1 埼玉県 劇物

トランス－Ｎ－（ ６－ク
ロ－ ３－ピリジルメ チ
ル）－Ｎ’－シアノ－Ｎ
－ チル）－Ｎ’－シア
ノ－Ｎ－ メチルアセト
ミジン（別名 アセタミプ
リド） （20%）

9月1日に店舗の毒物劇物の在庫確
認を行った際に、当該劇物の実在庫
が1袋足りないことに気が付いた。

販売業
（一般）

入荷検品後にダンボール
をつぶして処分する際、こ
の中に残っていた当該劇
物を誤廃棄した可能性が
ある。（推定）

特になし

10
2017/9/21～

9/22
茨城県 劇物 硫酸（37%）

登録業者倉庫内において現場担当
者が在庫数を確認した際、帳簿上の
数字との不一致（200ml/1本）に気付
く。保管場所において破損・漏洩等
が見当たらないため盗難と判断し
た。

販売業
（一般）

保管棚の施錠に使用して
いる南京錠は、店舗内共
通であり担当者以外でも
保管庫の開錠が可能だっ
た。

特になし

11 2017/9/21 大阪府 劇物 チオジカルブ（80.0%）

運送業者がチオジカルブ（80.0%）１
箱（500g×10袋）を誤配送し、後日、
岐阜県内の別営業所で発見され
た。

業務上取扱者
（届出不要）

運送会社が別住所の営
業所へ誤配送していたた
め。

特になし

12 2017/9/25 静岡県 毒物 水銀
生徒が理科準備室から水銀約500g
を持ち出し、自宅玄関前でガラス容
器を破損させ飛散させた。

業務上取扱者
（届出不要）

管理不十分（規定の保管
庫で保管されていなかっ
た）

特になし

13 2017/12/26 兵庫県 毒物 アジ化ナトリウム

薬品棚卸しを行ったところ、台帳上
試験室内の毒物保管庫に保管して
いるはずの当該品1缶（500g）が見
当たらないことに気がついた。

業務上取扱者
（届出不要）

当該薬品は長年使用実
績がなく所在確認が行わ
れておらず、いつ紛失した
のかもしくは廃棄されたの
かも不明で保管管理に不
備があった。

特になし

14
2018/1/30～

31
福岡県 毒物 シアン化ナトリウム

営業所内の毒物劇物倉庫内で、シ
アン化ナトリウム（500g×２本）無く
なっていた。

販売業
（一般）

在庫の管理ミスによる紛
失か、盗難なのかは不
明。

特になし

15 2018/2/2 神奈川県 劇物
水酸化ナトリウム
(フレーク苛性ソーダ)

納品する際に、劇物(25kg×３袋)を
紛失したことが判明した。

業務上取扱者
(届出不要)

トラックへの積載時に荷縛
りを怠ったため、走行中に
落下した。

特になし

16
2018/3/5～
2018/3/29

岡山県 劇物
クロルフェナピル
（10%）

3月29日、倉庫作業員が当該劇物を
含む農薬（250ml）の在庫確認をした
際、システム台帳上の数より在庫数
が１本少ないことに気付いた。

販売業
（一般）

日常管理不十分 特になし


