
令和元年度
毒物劇物製造業者及び

輸入業者講習会
令和２年２月13日

神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課

生産指導グループ

1



本日お話すること

〇毒物及び劇物取締法の改正に伴う権限移譲について

〇毒物劇物製造業及び輸入業に係る登録審査基準等

及び申請手数料の改正について

〇毒物劇物営業者の最近の事故及び違反事例について

〇風水害発生時における毒物劇物の保管管理等について

2



毒物及び劇物取締法令の体系

毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物指定令
毒物及び劇物取締法

施行令

毒物及び劇物取締法
施行規則

通知等

毒物及び劇物を
指定している。

毒物及び劇物取締法
施行細則
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毒物劇物営業者の登録について

次の場合、登録が必要です。

毒物劇物製造業登録・毒物劇物輸入業登録

・ 毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造又は輸入する場合

毒物劇物販売業登録

・ 毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で

貯蔵し、運搬し、若しくは陳列する場合

すなわち、毒物又は劇物を有償・無償を問わず、他者に譲渡する

場合（流通させる場合）には、登録が必要になる。
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本日お話すること

〇毒物及び劇物取締法の改正に伴う権限移譲について

〇毒物劇物製造業及び輸入業に係る登録審査基準等

及び申請手数料の改正について

〇毒物劇物営業者の最近の事故及び違反事例について

〇風水害発生時における毒物劇物の保管管理等について
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権限移譲に関する法令等

平成30年６月27日、

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律」（平成30年法律第66号）が公布され、

これにより「毒物及び劇物取締法」（昭和25年法律第303号）の一部が改正され、

令和２年４月１日から施行することとされた。

改正法の施行に向けて、平成30年10月17日に次の政省令が公布され、

それぞれ、令和２年４月１日から施行することとされた。

・平成30年政令第291号

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整理に関する政令」

・平成30年厚生労働省令第128号

「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令」
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法改正に関する通知

発出日 通知番号 表題 配布資料

平成30年10月17日

薬生発1017第７号

地域の自主性及び自立性を高めるため
の改革の推進を図るための関係法律の
整備に関する法律の施行等について

別添１

薬生薬審発1017第２号

地域の自主性及び自立性を高めるため
の改革の推進を図るための関係法律の
整備に関する法律の施行による毒物及び
劇物取締法における毒物又は劇物の原
体の製造業又は輸入業の登録等に係る
事務・権限の委譲等について

別添２
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医薬品医療機器制度
部会参考資料より
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毒                  毒物及び劇物取締法の改正の概要        
〇 平成 29 年度地方分権改革における提案を踏まえ、毒物劇物の原体の登録等に係る事務権限について、令和２年４月１日から厚生労働

大臣から都道府県知事に移譲されます。 

【現行】                             【令和２年４月１日以降】 

製造業・輸入業 
 

製造業・輸入業 

原体 製剤(原体の小分け含む) 原体 製剤(原体の小分け含む) 

大臣登録 知事登録 知事登録 

 

〇 現在、原体の製造業・輸入業の登録を受けている営業者は、令和２年４月１日以降は都道府県知事の登録を受けた者とみなされます。

地方厚生局長から交付された登録票は、期限内は引き続き有効です。 

 

〇 毒物及び劇物取締法第 17 条で規定されている立入検査等は、現在も都道府県知事が行う事務であるため、変更ありません。 

 

〇 令和２年４月１日以降の申請及び届出の提出先は、県薬務課のまま変更ありませんが、宛名は都道府県知事になります。提出していた

だく書類の部数は、地方厚生局への経由事務がなくなるため、１部少なくなります。また、一部様式が変更になります。 

 事 業 所 の 所 在 地 

 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町 左記以外の市町村 

提 出 部 数 １部 ２部（１部正本、１部写し可） 

申請者・届出者控え １部（写し） １部（写し） 

 

〇 「毒物劇物販売業登録等審査基準及び指導基準」の一部を改正しました。施行は令和２年 4 月１日からです。主な改正内容は、次の

とおりです。 

(1) 現在、県知事登録である毒物劇物の製剤の製造業(原体の小分けを含む)及び輸入業の登録について定めている審査基準及び指導基

準を、原体も含めた製造業及び輸入業の登録審査基準及び指導基準として改めた。 

(2) 「基本的考え方」の欄を削除し、内容を整理した。 

(3) 毒物劇物取扱責任者設置届及び変更届並びに特定毒物研究者許可申請に添付する医師の診断書の有効期間を、１ヶ月以内から３ヶ

月以内に改めた。 9



経過措置

改正法の施行前に

「毒物劇物の原体の製造業・輸入業の登録を受けた者」は、
（厚生労働大臣（地方厚生局長）の登録を受けた者）

同法の施行の日以降は、

「その製造所・営業所の所在地の都道府県知事の登録を受けた者」

とみなす。

→ 登録は有効期限まで有効

登録票の書換え交付申請は不要

登録番号はそのまま
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経過措置

改正法の施行前に

「厚生労働大臣（地方厚生局長）に対してされた登録等の申請等」は、

同法の施行の日以降は、

「その製造所・営業所の所在地の都道府県知事に対してされた

登録等の申請等」 とみなす。

その他

令和２年４月１日から、登録申請等の様式が一部改正になります。

当面の間は、旧様式を取り繕って使用できます。
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本日お話すること

〇毒物及び劇物取締法の改正に伴う権限移譲について

〇毒物劇物製造業及び輸入業に係る登録審査基準等

及び申請手数料の改正について

〇毒物劇物営業者の最近の事故及び違反事例について

〇風水害発生時における毒物劇物の保管管理等について
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「毒物劇物販売業登録等審査基準及び指導基準」の改正

改正の内容
・権限移譲に伴い、原体の毒物劇物製造業・輸入業に関する

登録の審査基準及び指導基準を設定した。

• その他所要の整備を行った。

施行年月日
令和２年４月１日
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法令の規定
審査
基準

指導基準 法令の規定
審査
基準

指導
基準

基本的考え方

毒物劇物製造業又は輸
入業の登録は、法第５
条（登録基準）、法第１２
条（毒物又は劇物の表
示）、法第７条（毒物劇
物取扱責任者）、法第８
条（毒物劇物取扱責任
者の資格）、規則第４条
の４（製造所等の設備）
等に定めるところに適
合するものであること。

毒物劇物輸入業において、
毒物又は劇物を直接取り扱
わない場合であっても、譲
渡手続きの書面等の書類
の整備・保管の義務が規定
されるので事務所等の設備
を要し、毒物又は劇物の安
全性情報提供等のため、毒
物劇物取扱責任者を設置
すること。

毒物劇物製造業のうち
法施行令第36条の７第
1項の規定により製剤

の製造業等若しくは原
体の小分けのみ行う製
造業者又は製剤の輸
入のみを行う輸入業者
の登録は、法第５条
（登録基準）、法第１２
条（毒物又は劇物の表
示）、法第７条（毒物劇
物取扱責任者）、法第
８条（毒物劇物取扱責
任者の資格）、施行規
則第４条の４（製造所
等の設備）等に定める
ところに適合するもの
であること。

毒物劇物輸入業におい
て、毒物又は劇物を直接
取り扱わない場合であっ
ても、譲渡手続きの書面
等の書類の整備・保管の
義務が規定されるので
事務所等の設備を要し、
毒物又は劇物の安全性
情報提供等のため、毒
物劇物取扱責任者の設
置を指導する。

現在の審査基準等改正後の審査基準等

第５ 毒物劇物製造業・輸入業の登録関係 第４ 毒物劇物製造業 製剤・小分けのみ ・輸入業 製剤 の登録関係
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法令の規定
審査
基準

指導基準 法令の規定
審査基

準
指導基準

基本的
考え方

１ 欠格事項
[法第５条] 
都道府県知事は、毒物又は劇物の製
造業、輸入業又は販売業の登録を受
けようとする者の設備が、厚生労働省
令で定める基準に適合しないと認める
とき、又はその者が第19条第２項若しく

は第４項の規定により登録を取り消さ
れ、取消しの日から起算して２年を経
過していないものであるときは、第４条
第１項の登録をしてはならない。

１ 欠格事項 １ 欠格事項
[法第５条] 
厚生労働大臣、都道府県知事、
保健所を設置する市の市長又
は特別区の区長は、毒物又は
劇物の製造業、輸入業又は販
売業の登録を受けようとする者
の設備が、厚生労働省令で定
める基準に適合しないと認める
とき、又はその者が第19条第２

項若しくは第４項の規定により
登録を取り消され、取消の日か
ら起算して２年を経過していな
いものであるときは、第４条の
登録をしてはならない。

１ 欠格事項

２ 製造作業を行う場所（輸入業は除く）
（略）

２ 製造作業

を行う場所
（輸入業は除
く）

２ 製造作業を行う場所（輸入業
は除く） （略）

２ 製造作業

を行う場所
（輸入業は除
く）

現在の審査基準等改正後の審査基準等
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法令の規定
審査
基準

指導基準 法令の規定
審査
基準

指導基準 基本的考え方

３ 貯蔵設備
（略）

３貯蔵設備
(1)～(3)（略）

(4)気体及び液体を貯蔵するタンク

については、「毒物及び劇物の貯蔵
に関する構造・設備等基準」（厚生
省薬務局長通知）に適合すること。

(5) 気体及び液体を貯蔵するタンク

については、「毒物及び劇物の貯蔵
に関する構造・設備等基準」（厚生
省薬務局長通知）に適合すること。

３ 貯蔵設備
（略）

３貯蔵設備
(1)～(3)（略）

(4) 上記(1)及
び(2)の場合は、

該当倉庫入口
及び該当貯蔵
部分について、
表示すること。

危険物に該当する毒物又は劇物は、
消防法の規制も受けるため、危険物
倉庫内での区分保管（危険物に該当
する毒物又は劇物とそれ以外の危険
物）を認めている。

専用の貯蔵設備を設けることが望ま
しいが、毒物又は劇物以外のもの（普
通物）と併せて貯蔵する場合は、危害
防止上支障なければ、明確な区分を
して貯蔵することもできる。

貯蔵設備の面積等は、取扱品目及び
数量に応じたものであること。

＜参考＞

気体及び液体を貯蔵するタンクにつ
いては、「毒物及び劇物の貯蔵に関
する構造・設備等基準」（厚生省薬務
局長通知）に基づき指導する。

４ 陳列場所
（略）

４ 陳列場所
（略）

４ 陳列場所
（略）

４ 陳列場所
（略）

毒物又は劇物を寄託倉庫に保管する
場合は、毒物販売業の登録を持つ寄
託倉庫とする事を指導する。

現在の審査基準等改正後の審査基準等
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法令の規定
審査基

準
指導基準 法令の規定

審査
基準

指導基準 基本的考え方

５運搬用具
[規則第４条
の４第４号]
毒物又は劇
物の運搬用
具は、毒物又
は劇物が飛
散し、漏れ、
又はしみ出る
おそれがな
いものである
こと。

５運搬用具
内容積1000リットル以上のいわゆる

タンクローリ、タンクコンテナ、内容
積450リットル以下の小型運搬容器、
内容積250リットルを超え3000リット

ル以下のフレキシブルコンテナにつ
いては、「毒物及び劇物の運搬容器
に関する基準」（厚生省薬務局長通
知）及び「毒物及び劇物の運搬容器
に関する基準の運用指針について」
（厚生省薬務局安全課長通知）に適
合すること。

５運搬用具
[規則第４条
の４第４号]
毒物又は劇
物の運搬用
具は、毒物又
は劇物が飛
散し、漏れ、
又はしみ出る
おそれがな
いものである
こと。

５運搬用具 ＜参考＞
内容積1000リットル以上のいわゆる

タンクローリ、タンクコンテナ、内容
積450リットル以下の小型運搬容器、
内容積250リットルを越え3000リット

ル以下のフレキシブルコンテナにつ
いては、「毒物及び劇物の運搬容器
に関する基準」（厚生省薬務局長通
知）及び「毒物及び劇物の運搬容器
に関する基準の運用指針について」
（厚生省薬務局安全課長通知）に基
づき指導する。

６ 毒物劇物
取扱責任者
（略)

６ 毒物劇物取扱責任者

登録申請と同時に毒物劇物取扱責
任者設置届を届けること。

毒物又は劇物を直接取り扱わない
輸入業についても毒物劇物取扱責
任者を設置すること。

６ 毒物劇物
取扱責任者
（略）

６ 毒物劇物
取扱責任者

登録申請と
同時の毒物
劇物取扱責
任者設置届
を届けるよう
に指導する。

毒物又は劇物を直接取り扱わない
輸入業についても毒物劇物取扱責
任者設置届を指導する。

現在の審査基準等改正後の審査基準等
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毒物劇物製造業・輸入業に係る手数料の改定について 
 

令和２年４月 1日から、次のとおり毒物劇物製造業・輸入業に係る手数料が改定になります。 

 

〇 原体の製造業・輸入業の登録申請手数料が変わります。 
  厚生労働大臣から県知事に登録権限が移譲されます。改定後の手数料は現行の知事権限である製剤(原体の小分けを含む。)

の製造業・輸入業の登録申請手数料と同額になります。 

 

〇 新たに登録票書換え交付申請手数料・登録票再交付申請手数料を設定します。 
現行では、原体の製造業・輸入業で国が設定していないため、知事権限である製剤(原体の小分けを含む。)の製造業・輸入業

も手数料を設定していません。しかし、同じ知事権限の毒物劇物販売業では登録証書換え交付・再交付申請手数料を設定してい

るため、今般の権限移譲を機に、製造業・輸入業にも手数料を設定します。手数料額は、毒物劇物販売業と同額です。 

 

【現行】                           【令和２年４月１日以降の申請から】 

 
大臣権限 

製造業・輸入業 

（原体） 

知事権限 

製造業・輸入業 

（製剤・原体の

小分け含む） 

  

知事権限 

製造業・輸入業 

国収入印紙 県収入証紙 県収入証紙  県収入証紙 

登録申請 14,100 円 20,700 円 27,300 円 登録申請 27,300 円 

登録更新申請 10,000 円  6,800 円 10,300 円 登録更新申請 10,300 円 

登録変更申請  8,800 円  3,200 円  5,200 円 登録変更申請  5,200 円 

 

 
大臣権限 

製造業・輸入業 

（原体） 

知事権限 

製造業・輸入業 

（製剤・原体の

小分け含む） 

 

 

知事権限 

製造業・輸入業 

県収入証紙 

書換え交付申請 無 無  書換え交付申請 2,400 円 

再交付申請 無 無  再交付申請 4,000 円 
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本日お話すること

〇毒物及び劇物取締法の改正に伴う権限移譲について

〇毒物劇物製造業及び輸入業に係る登録審査基準等

及び申請手数料の改正について

〇毒物劇物営業者の最近の事故及び違反事例について

〇風水害発生時における毒物劇物の保管管理等について
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毒物又は劇物の取扱

法第11条
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又

は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

第２項 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物
若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所
若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又は
これらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければな
らない。

第３項 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しく
は店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める
物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出るこ
とを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
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法第16条の２
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物

若しくは劇物又は第11条第２項に規定する政令で定める物が飛散
し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、
不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれ
があるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届
け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急
の措置を講じなければならない。

第２項 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係
る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その
旨を警察署に届け出なければならない。

事故の際の措置
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事故の事例

概要

原因

半導体洗浄装置が不具合を起こし、硝酸、
フッ化水素酸を含有する洗浄液が装置内
外に飛散した。

装置部品の老朽化

・毒物劇物の製造設備、貯蔵設備又は使用設備について、
日常点検、定期点検等を含めた自己点検の実施を徹底すること等

＜関連通知＞
平成21年６月２日付け薬食化発第0602001号
「毒物又は劇物の流出・漏洩等の事故防止対策の徹底について」

22



事故の事例

概要

原因

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）が無く
なっていた。

鍵の管理等が徹底されていない等が
原因と考えられた。
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第１ 保管場所における盗難、紛失防止

１ 保管場所の管理について

（１） 毒物又は劇物の保管場所をその他の物から明確に区分された

毒物劇物専用とすること。

（２） かぎをかける設備等のある堅固な施設に保管すること。

また、構造上かぎをかけられないタンク等の場合は、人が近づくこ

とができないよう、その周囲に柵を設けること。

（３） 保管場所は、事業場等の敷地境界線から十分離すか又は部外

者が容易に近づくことができない措置を講じること。

毒物及び劇物の盗難又は紛失防止に係る留意事項について
（平成30年７月24日 薬生薬審発0724第１号 医薬品審査管理課長通知）

（別添３）
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２ かぎの管理について

（１） かぎの管理者を選任すること。

（２） かぎの管理者の不在時に備え、あらかじめ代理者を選任しておくこと。

（３） かぎの管理簿を備えること。

（４） 毒物及び劇物を取り扱う必要のない従業員や部外者がかぎを入手及

び使用できないようにすること。

また、かぎの管理者又は代理者が不在時においても、同様の管理を

実施すること。

毒物及び劇物の盗難又は紛失防止に係る留意事項について
（平成30年７月24日 薬生薬審発0724第１号 医薬品審査管理課長通知）

（別添３）

25



３ 在庫管理について

（１） 管理簿又は帳簿を備え、入出庫や在庫量の定期点検の際の記録

をつける等、適切に毒物又は劇物の在庫管理を行うこと。この際、

管理簿等に記載された数量と実際の毒物又は劇物の数量が一致

していることを確認すること。

（２） 毒物又は劇物の種類等に応じて、使用量の把握を行うこと。

（３） 在庫量の定期点検を適切な頻度で行うこと。

（４） 不要となった毒物又は劇物については、廃棄等を検討し適切に実

施すること。

（５） 業の廃止又は研究廃止時には事前に毒物又は劇物の処理につい

て、十分に検討を行うこと。処理の方法としては、例えば、他の毒

物劇物営業者等に譲渡する、適切に 廃棄処分するなどがある。

毒物及び劇物の盗難又は紛失防止に係る留意事項について
（平成30年７月24日 薬生薬審発0724第１号 医薬品審査管理課長通知）

（別添３）
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第２ 運搬時における盗難、紛失防止

１ 積載前、積降し後の毒物又は劇物の貨物について、当該貨

物を積載前に保管する場合及び積降し後に保管する場合に

おいて、記の第１に準じて適切な保管管理を行うこと。

２ 毒物又は劇物の貨物の授受（運搬する者による中継点での

積降し及び積込みを含む。）の際には、授受する者双方が

それぞれの立場で当該貨物の確認を行うこと。

毒物及び劇物の盗難又は紛失防止に係る留意事項について
（平成30年７月24日 薬生薬審発0724第１号 医薬品審査管理課長通知）

（別添３）
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第３ 盗難、紛失時の対応

１ 盗難又は紛失時に備え、警察署及び関係行政機関（保健所、

消防機関等）への連絡体制を整備しておくこと。

２ 盗難又は紛失の事態が生じた場合には、直ちに警察署及び

関係行政機関に届け出る等の適切な措置を講じること。

毒物及び劇物の盗難又は紛失防止に係る留意事項について
（平成30年７月24日 薬生薬審発0724第１号 医薬品審査管理課長通知）

（別添３）
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事故等を防ぐために
○ 流出漏洩防止策が不十分

・ 貯蔵設備（タンクなど）の点検を長年行っていない
・ 手順やその毒劇物のことを分かっていない者が一人

で作業を行う･･･など
○ 盗難紛失防止策が不十分

・ 在庫管理がなされていない
・ 鍵がかかる構造であるが、鍵がついたまま･･･など

毒物劇物は、人体に毒性があることから厳しい規制がか
けられている。基本的なことであっても、確認を怠らないよ
うにすること。それが、一つ一つの事件事故を防ぐことにな
る。 29



違反の事例

概要

原因

製造した劇物容器ラベルに製造者の
住所、氏名が記載されていなかった。

毒物及び劇物取締法で必要な
表示内容を認識していなかった。
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表示ラベルの記載事項 ①

法第12条、施行規則第11条の５及び11条の６関係
〇「医薬用外」の文字
○赤地に白色をもつて「毒物」又は

白地に赤色をもつて「劇物」の文字
○名称
○成分及びその含量（ｇ、ml、％等）
○氏名及び住所

（※個人は住所、法人の場合は本社所在地（登記所在地））

○解毒剤に関する表示
（有機リン化合物及びこれを含有する製剤たる毒物及び劇物）
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表示ラベルの記載事項 ②

○使用上の注意事項３項目

（塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物（住宅用の
洗浄剤で液体状のものに限る。））

○使用上の注意事項４項目
（ジメチル－二・二－ジクロルビニルホスフェイト（別名ＤＤＶＰ）
を含有する製剤（衣料用の防虫剤に限る。））
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表示ラベルの記載事項 ③

法第３条の２第９項関係
○毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、保健衛

生上の危害を防止するため※政令で特定毒物につ
いて品質、着色又は表示の基準が定められたとき
は、当該特定毒物については、その基準に適合
するものでなければ、これを特定毒物使用者に譲
り渡してはならない。

※四アルキル鉛を含有する製剤（施行令第２条）
モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤（施行令第12条）
ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤（施行令第17条）
モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤（施行令第23条）
燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤（施行令第29条）
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違反の事例

概要

原因

品目登録していない毒物劇物を製造、
輸入してしまった。

登録品目の管理の不備
・品目の登録がない
・品目の登録はあるが含有量（％）が登録の範囲外
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登録品目について

類別番号 化 学 名 含 有 量

1 法 1-15 水銀

2 指定令 2-68 水酸化ナトリウム

3 指定令 1- 8 シアン化カリウム 25%

4 指定令 2-1-3 アクリルアミド 10以上50%以下

5
指定令 2-65
指定令 2-68

水酸化カリウム
水酸化ナトリウム

25%
15%

混合物

登録品目以外の毒物劇物を製造若しくは輸入する場合は、
事前に登録変更申請が必要になります。（品目・含有量（％））

（例示）
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本日お話すること

〇毒物及び劇物取締法の改正に伴う権限移譲について

〇毒物劇物製造業及び輸入業に係る登録審査基準等

申請手数料の改正について

〇毒物劇物営業者の最近の事故及び違反事例について

〇風水害発生時における毒物劇物の保管管理等について
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令和２年１月17日 薬生薬審発0117第２号 医薬品審査管理課長から

「風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等
について（依頼）」 （別添４）

令和元年の台風15号及び台風19号の暴風、浸水等による被害を受

けた毒劇物を取り扱う事業所において、貯蔵タンク、貯蔵槽などから

毒劇物が流出、漏洩する事故が複数発生したことを受けて発出。
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１ 平時における事前の対応

(1)毒物及び劇物取締法第16条の２の規定に基づき、

毒劇物の流出又は漏洩等（以下「漏洩等」という。）の場合におい

て、保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに保健

所、警察署又は消防機関（以下「関係行政機関」という。）に届け

出るとともに必要な措置を講ずること。

また、毒劇物の貯蔵設備等が浸水するなど、漏洩等のおそれが

ある場合においても、関係行政機関への情報提供に努めること。
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１ 平時における事前の対応

(3)浸水等の警戒区域内に存在する毒劇物を保管する施設等におい
て、事業者の実態に応じ、可能な範囲で、以下の措置を講じること。

• ハザードマップ等を参照し、毒劇物を保管する施設等が浸水想定区
域や土砂災害警戒区域内に存在するかを確認し、併せて降雨や高
潮に伴う浸水高さ等について確認すること。

• 長雨や台風の接近に伴い、浸水等の発生を想定した、被害発生の
危険性を回避・低減するための必要な措置及び漏洩等の際の応急
措置を検討し、計画策定や教育訓練等の準備を行うこと。

参照ハザードマップ：https://www.bousai.pref.kanagawa.jp
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１ 平時における事前の対応

(3)浸水等の警戒区域内に存在する毒劇物を保管する施設等におい

て、事業者の実態に応じ、可能な範囲で、以下の措置を講じること。

• 風水害の危険性が高まってきた場合の対応に必要となるビニール

シート、土のうなどを整備しておくこと。

• 日常点検、定期検査等を含めた自己点検を実施すること。

• 漏洩等の際に備え、関係行政機関との連絡体制を整備すること。

42



２ 風水害の危険性が高まってきた場合の対応

浸水等の警戒区域内に存在する毒劇物を保管

する施設等において、事業者の実態に応じ、避

難に差し支えない可能な範囲で、浸水・土砂流

入対策などの適切な措置を講じること。
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２ 風水害の危険性が高まってきた場合の対応
（漏洩等防止策として有効と考えられる対策の例）

(１) 浸水・土砂流入対策
○毒劇物を保管する施設等への浸水や土砂流入を防ぐ、土のうや止水
板等を使用する。

○毒劇物の流出を防止するとともに、タンクや配管への水や土砂の混入を防
止するため、配管の弁等を閉鎖する。

○容器に入った毒劇物は浸水等により漏れることがないよう封をする。容器
の破損を防止するため、可能であれば保管庫内で固定する。

○敷地外への流出を防止するため、毒劇物を入れた容器のうち封が困難なも
のについては、内容物を封のできる容器に詰め、又は容器をふたやビニー
ルシートで覆う。

など
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(２) 強風対策

○飛来物により毒劇物の製造設備、貯蔵設備等が損傷を受

けることを防止するため、屋外にある飛びやすいものは屋

内に移動する。

○飛来物により配管等が破損した場合における毒劇物の流

出を最小限に抑えるために、配管の弁等を閉鎖する。
など

２ 風水害の危険性が高まってきた場合の対応
（漏洩等防止策として有効と考えられる対策の例）
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３ 漏洩時及び漏洩疑い時の対応

法第16条の２

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物

若しくは劇物又は第１１条第２項に規定する政令で定める物が

飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合におい

て、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるお

それがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機

関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要

な応急の措置を講じなければならない。
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ご清聴ありがとうございました。
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