
 

 

令和３年度毒物劇物事故一件 その1 
 

No. １ ２ ３ 

発生日 令和3年4月9日 令和3年5月8日 令和3年5月25日 

発生業者 業務上取扱 

（届出不要） 

業務上取扱 

（届出不要） 

製造業 

（製造施設以外） 

原因物質 水酸化ナトリウム（6％） 

（劇物） 

水酸化ナトリウム（15.4％） 

（劇物） 

水酸化ナトリウム（25％） 

（劇物） 

事故概要 水酸化ナトリウムの送液配

管から約70L漏洩。（同配管

から約4080Lの水も漏洩） 

 エゼクタ部で希釈後、アニ

オン再生塔でノズルから噴霧

される苛性ソーダ計量タンク

から約818Lオーバーフロー。 

 水酸化ナトリウムの送液配

管のドレン弁から約1.5L漏

洩。 

原  因 配管のフランジパッキン

（天然ゴム）の経年劣化。 

アニオン再生塔のノズルが

鉄錆により詰り、当該ノズル

からエゼクタ部までの配管内

圧上昇による苛性ソーダの流

量低下が、エゼクタ部の吸引

を阻害し、希釈水が当該[タ

ンクに逆流し、タンクのレベ

ルが上昇したものと推定。 

 作業手順に記載されている

「確認」を行わないまま、作

業を実施していたため。 

被  害 負傷者なし 

周辺環境への影響なし 

負傷者なし 

周辺環境への影響なし 

負傷者１名 

周辺環境への影響なし 

事故の 

措置 

 防液堤内の漏洩物は、排水

処理施設にて処理。 

その後、防液堤内を水洗

し、その排水は排水処理施設

にて処理。 

 防液堤外に飛散した漏洩物

は、地表面を掘削・除去。 

 防液堤内の漏洩物及びヤー

ド内を洗浄した水は、総合排

水処理装置にて処理。 

 救急車を呼び、負傷した作

業員を医療機関に搬送。 

 漏洩場所の水洗を実施し、

その排水は排水処理施設にて

処理。 

その後の 

対応策 

同系統のフランジパッキン

全数取替実施。（シール性・

耐薬品性に優れる合成ゴム製

へ変更） 

 ノズルの洗浄、その他設備

の点検・清掃を実施（該当設

備以外も実施）。 

 錆詰り具合等から、洗浄周

期や部品の変更を今後検討。 

 

 作業標準の改定（チェック

リストの制定）及び運転員へ

の安全意識向上の教育を実

施。 

備  考 事故発生の約30分後、消防

機関、警察署へ通報。 

事故発生の約10分後、消防

機関、警察署へ通報。 

事故発生の約30分後、消防

機関へ通報。 

 
 



 

 

令和３年度毒物劇物事故一件 その2 
 

No. ４ ５ ６ 

発生日 令和3年6月4日 令和3年6月24日 令和3年7月27日 

発生業者 業務上取扱 

（届出不要） 

業務上取扱 

（届出不要） 

製造業 

（製造施設以外） 

原因物質 
アルミン酸ナトリウム 

（劇物） 

硫酸（98％） 

（劇物） 

塩素ガス 

（劇物） 

事故概要  アルミン酸ナトリウムの受

入作業後、受入配管の残液を

排水溝に放流した。当該排水

溝の遮断版が大雨により開い

ており、雨水とともに最大

1.3L海域に流出。 

 タンクローリーから硫酸の

受け入れ作業中、受け入れ配

管から約68L漏洩。 

 タンクの脱圧作業を開始し

たところ、導圧配管を接続す

るナット部から塩素ガス発

生。 

原  因 【排水溝放流】 

作業手順書において、当該

物質の受入配管内の残液を排

水溝に放流する旨規定されて

いた。 

【海域流出】 

通常、排水溝に放流した残

液は、遮断版が閉じていれ

ば、排水溝放流後、排水処理

施設まで送液されて処理され

る。 

遮断版開閉の連絡体制の不

備等により、残液を放流する

排水溝の遮断板が開いていた

ことをアルミン酸ナトリウム

受入の関係職員が探知できな

かった。 

 設備の経年劣化及び配管内

で希硫酸が生成したことによ

る配管の腐食。 

 ナットの締めすぎにより塑

性変形が生じ、漏れ出した塩

素ガスと大気中の水分が反応

により、管外面を腐食された

による開孔。 

被  害 負傷者なし 

周辺環境への影響なし 

負傷者なし 

周辺環境への影響なし 

負傷者なし 

周辺環境への影響なし 

事故の 

措置 

 排水溝は水洗し、その排水

は、排水処理施設にて処理。 

 漏洩箇所周辺を水洗し、漏

洩物の希釈後、すべて排水処

理施設にて処理。 

 塩素封じ込め処置を実施

（均圧弁閉止、抜出緊急遮断

弁閉止）。 

その後の 

対応策 

 配管内の残液を容器に回収

するよう設備の変更及び手順

書の改定を実施。 

 設備の更新を実施。 

 受け入れ配管の定期的な肉

厚測定を実施。 

 配管の材質変更も検討。 

 定修後の復旧作業について

教育を実施。 

 通報基準の再教育及び役割

分担を決定し、通報訓練の実

施。 

備  考 事故発生の約20分後、消防

機関、海上保安署へ通報。 

  

事故発生の約１時間後、消

防機関へ通報。 

  

事故発生の約１時間後、消

防機関へ通報。 

 



 

 

令和３年度毒物劇物事故一件 その3 
 

 

 

No. ７ ８ ９ 

発生日時 令和3年8月14日 令和3年8月23日 令和3年8月23日 

発生業者 

(許可権者) 

製造業 

（製造施設以外） 

製造業 

（製造施設以外） 

製造業 

（製造施設以外） 

原因物質 硫酸（50％） 

（劇物） 

塩酸（35％） 

（劇物） 

硫酸（98％） 

（劇物） 

事故概要 製造工程で生成する転位液

（硫酸含む）を冷却する熱交

換器内で、同液が冷却水に混

入し（硫酸42kg）、公共用水

域へ排出（硫酸16g）。 

 純水装置塩酸ポンプ出口弁

のグランド部から2～3L漏

洩。  

 硫酸配管のバルブのフラン

ジ部から約200L漏洩。 

原  因  熱交換器内の冷却水側の配

管の応力腐食割れによる亀裂

及び警報の見過ごし。 

 ダイヤフラム弁のダイヤフ

ラム（ゴム製）の劣化。 

 ボルトの腐食及びバルブの

フランジパッキンの老朽化。 

被  害 負傷者なし 

周辺環境への影響なし 

負傷者なし 

周辺環境への影響なし 

負傷者なし 

周辺環境への影響なし 

事故の 

措置 

 送水ポンプの自動起動を停

止し、排水口からの排出停止

及び熱交換器の使用停止。 

 配管の縁切り、土嚢の設

置、水洗を実施。水洗後は中

和処理設備にて処理。 

  

 送液ポンプを停止し、消石

灰による中和処理や水洗後、

回収し処理。 

 漏洩箇所のフランジ部への

閉止板の取り付け。 

その後の 

対応策 

 ４時間に１回の頻度でpH 
値の確認及び記録。 

 熱交換器の配管を応力腐食
割れに耐性のある二層ステン
レス鋼に更新。 

 pH異常時の排水口への排出
を停止させる設備の導入。 

 警報方法の変更、手順書の
改訂を行い教育の実施。 

 工場内での水平展開実施。 

 ダイアフラム弁の交換。 

 類似弁の調査の実施。 

 操作・点検・補修方針の見

直しを行い、手順書を制定。 

 本事例の周知教育を実施。 

 バルブ部分の更新（必要の

ないバルブを撤去し配管のみ

のラインに改造） 

 不要配管の撤去（工場全体

の硫酸配管対象） 

 設備の耐用年数等を調査の

上、計画的に交換を実施。 

  

備  考 事故発生の約６時間後（覚
知から約１時間20分後）、保
健所へ通報。 

 

事故発生の約10分後、消防

機関へ通報。 

 

事故発生の30分後、消防機

関へ通報。 

 



 

 

令和３年度毒物劇物事故一件 その4 
 

No. 10 11 12 

発生日時 令和3年9月8日 令和3年10月4日 令和3年10月15日 

発生業者 

(許可権者) 

業務上取扱 

（届出不要） 

製造業 

（製造施設以外） 

製造業 

（製造施設以外） 

原因物質 硫酸（14～17％） 

（劇物） 

弗化水素酸（34%） 

（毒物） 

ホルマリン（43％） 

（劇物） 

事故概要  塩ビ配管の亀裂から約3.6㎥

漏洩し、約2㎥海域へ流出。 

タンクの底板ライニングの

継ぎ目の剥がれた部分から漏

洩。102m3はピットに回収し、

20㎥は地下へ流出。 

 

 ホルマリンポンプのメカニ

カルシール部からホルマリン

が微量飛散。 

原  因 【硫酸漏洩】鉄製のUバンドが

錆びて、塩ビ配管を圧迫した

ことによる亀裂。 

【海域流出】排水を送液する

ポンプへの汚水流入かつグラ

ンドパッキン劣化による漏れ

及び緊急ピットのオーバーフ

ロー。 

タンク底板のブチルゴムラ

イニング張り合わせ部分の経

年劣化により剥がれた部分か

ら弗化水素酸が鉄製の底板ま

で浸入し、腐食破孔により漏

洩。 

 

 結晶化したホルマリンの発

生による配管の閉塞及びメカ

ニカルシールの摺動面の潤滑

不良による亀裂。 

被  害 負傷者なし 

周辺環境への影響なし 

負傷者なし 

周辺環境への影響なし 

負傷者なし 

周辺環境への影響なし 

事故の 

措置 

 排水は、廃水処理した上

で、排水口から排水。 

 

ピットに回収した弗化水素

酸102㎥は事業場内の排水処理

施設で処理。 

 地下へ流出した20㎥は、井

戸ポンプで吸い上げ回収。 

 製造施設の緊急停止作業を

実施し、防液堤内の漏洩物及

び水洗水等薬200L回収し、処

理。 

その後の 

対応策 

 亀裂・劣化部分の交換（塩

ビ配管やグランドパッキン）

及びUバンドの材質変更。 

 新たな手順書の作成をし、

実地訓練及び周知徹底の教育

を実施。 

 事故再発防止に向けて、水

平展開を実施。 

当該タンクは使用せず廃

止。 

当該タンク以外の該当する

タンク５基について、健全性

確認、日常点検、定期自主検

査を実施。 

日常点検項目を強化。 

運転員に対して点検方法、

内容の教育を実施。 

 破損したメカニカルシール

の交換及び消耗部品の予防交

換を実施。 

 分解点検を定期的に実施す

る。 

備  考 事故発生の約１時間後、消

防機関へ通報。 

 

事故発生の当日中に、保健

所へ通報。 

 事故発生の約５分後、保健

所へ通報。 



 

 

令和３年度毒物劇物事故一件 その5 
 

No. 13 14 15 

発生日時 令和3年10月23日 令和3年11月1日 令和3年11月5日 

発生業者 

(許可権者) 

製造業 

（製造施設以外） 

業務上取扱 

（届出不要） 

業務上取扱 

（届出不要） 

原因物質 フェノール（100％） 

（劇物） 

水酸化ナトリウム（48％） 

（劇物） 

水酸化ナトリウム（18.5％） 

（劇物） 

事故概要  フェノール受け入れ時、タ

ンクローリーとタンク受け入

れ配管の接続部で微量漏洩。 

 計量槽の点検作業中、計量

槽入口弁が開き、貯槽から水

酸化ナトリウムが流入したこ

とで空気抜き管から20L漏洩。 

定修作業中、水酸化ナトリ

ウム水溶液受け入れタンク手

前の配管の切断時に約27.2L漏

洩。 

原  因  受入配管の抜液弁が微開状

態及び前回受け入れ作業後、

抜液弁下のプラグ栓付け忘

れ。 

 点検時の他機器への影響に

対する確認不足による計量槽

入口弁の動作防止措置の未実

施。 

 工事に関しての理解不足及

び関係課間の連絡体制の不

備。 

被  害 負傷者１名 

周辺環境への影響なし 

負傷者なし 

周辺環境への影響なし 

負傷者なし 

周辺環境への影響なし 

事故の 

措置 

 被災者の被液部を流水で洗

い流し、医療機関を受診。 

 防液堤内の水洗し、排水処

理施設にて処理。 

 吸着マットによる回収、コ

ンクリート面への土壌構築、

配管バンド取付けを実施。 

 その後、漏洩箇所周辺を水

洗し、排水処理施設にて処

理。 

その後の 

対応策 

 手順書の見直しや作業者に

対し教育を継続的に実施。 

 作業時に各ポイントで確認

をし、作業忘れ等ないように

する。 

  

 貯槽の電源喪失により弁が

動作する箇所の洗い出し及び

図面及び操作場所への注意喚

起。 

チェックポイントを作成

し、教育の実施。 

 通報基準の再教育。 

 工事作業計画書作成及び運

用の実施。 

 工事着工当日は、工事着工

可とする手順書の見直し。 

 手順書の見直し後、説明会

を開催する。 

備  考 事故発生の当日中に、消防

機関、警察署へ通報。 

事故発生の４日後、市役

所、保健所、消防機関、警察

署へ通報。 

 

事故発生の約20分後、消防

機関へ通報。 

  



 

 

令和３年度毒物劇物事故一件 その6 
 

No. 16 17 18 

発生日時 令和3年11月16日 令和4年1月28日 令和4年2月6日 

発生業者 

(許可権者) 

製造業 

（製造施設） 

業務上取扱 

（届出不要） 

製造業 

（製造施設以外） 

原因物質 トルエン（99％以上） 

（劇物） 

塩酸（35％） 

（劇物） 

水酸化ナトリウム（48％） 

劇物 

事故概要 屋外に設置されたタンクの

底板に発生した貫通孔部分か

ら推定31L漏洩。 

除濁設備に付随する配管手

動弁から塩酸が約5L漏洩。 

 排水処理設備行きの配管か

ら48％水酸化ナトリウムが約

0.8L漏洩。（内約0.1L排水溝

流出） 

原  因 雨水が、防食テープの不良

箇所から浸入し、タンク底板

と基礎表面の隙間に滞留し、

タンク底板を腐食した。 

 配管手動弁バルブ内部のゴ

ムライニング部に経年劣化に

よる亀裂が生じ、そこから塩

酸ガスが浸出したことにより

鋳鉄部分を侵食させ、ピンホ

ールが発生。 

 スチームトレースによって

配管内の流体が加熱され続け

たことにより温度が上昇し、

その結果腐食速度が増加し、

配管にピンホールが発生。 

被  害 負傷者なし 

周辺環境への影響なし 

負傷者なし 

周辺環境への影響なし 

負傷者なし 

周辺環境への影響なし 

事故の 

措置 

 タンク基礎のドレンホール

に栓を取付け。 

 当該タンク内のトルエンを

別のタンクへ移送。 

 ポリタンクに回収し、排水

処理施設にて処理。 

  

 元栓の停止、漏洩箇所直下

のドラム缶の設置、土嚢の設

置、重曹の散布を同時並行で

実施。 

 アスファルトへの漏洩は、

重曹と反応させ、ドラム缶に

回収。 

その後の 

対応策 

当該タンクの基礎の一部及

び底板を更新。 

防食テープの定期更新頻度

の見直し。 

 

損傷した配管手動弁は交換

を実施。（耐久性が高い材質

に変更。） 

 配管やバルブ等について、

更新のタイミングを考慮した

設備計画を立案検討。 

  

 腐食した配管は交換及びス

チームトレース配管のスチー

ム温度の減温を実施。 

 同様の配管についても水平

展開を実施。 

 通報の遅れについては、周

知及び教育を実施。 

備  考 漏洩探知の約40分後、保健

所へ通報。 

事故発生の約25分後、消防

機関へ通報。 

事故発生の約13時間後、保

健所へ通報。 



 

 

令和３年度毒物劇物事故一件 その7 
 

 
 No. 19 20 

発生日時 令和4年2月15日 令和4年3月14日 

発生業者 

(許可権者) 

業務上取扱 

（届出不要） 

業務上取扱 

（届出不要） 

原因物質 硝酸（40％） 

（劇物） 

塩酸（20％） 

（劇物） 

事故概要  タンクヤードからタンクへ

硝酸を移送中に、約400Ｌオ

ーバーフロー。 

 

排水処理装置の弁のボンネ

ット部から塩酸約4L漏洩。 

原  因  作業者が、作業場を離れ、

液面上昇に気が付かなかった

ため。 

 ダイヤフラム及び締め付け

ボルトの経年劣化が生じ、ボ

ディとボンネットの間に間隙

が生じたため。 

被  害 負傷者なし 

周辺環境への影響なし 

負傷者なし 

周辺環境への影響なし 

事故の 

措置 

 排水処理施設に流入した一

部は処理された後、海域に排

出。 

 残りは、水中ポンプにて汲

み上げ、外部にて処理。 

 ポンプを停止し、滴下分

は、オイルパンで受け排水処

理施設にて適切に処理。 

 砂利面の漏洩物は、水によ

り希釈後ｐH測定し、環境へ

の影響がないことを確認。 

その後の 

対応策 

 類似作業も含め、移送時は

作業場を離れずに目視確認で

移送ポンプを停止（手順の改

訂）。 

 液面センサーにて、一定の

液位となった場合に移送ポン

プが停止するインターロック

を追加。 

 当該弁を新品へ取替え、定

期的な開放点検を実施。 

 開放点検は点検周期表によ

り管理し、同時期に設置した

弁の点検を実施。 

備  考 事故発生の約50分後、消防

機関へ通報。 

 

事故発生の約25分後、消防

機関、警察署へ通報。 

 


