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本書の使い方

　本書は、各都道府県が毎年１回実施している毒物劇物取扱者試験のうち、関東地

方の１都６県で実施されたものを主な内容としてまとめたものです。

　収録している地域及び試験の内容は次のとおりです。

東京 神奈川 埼玉 千葉 群馬 栃木 茨城
令和元年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
平成30年度 ○ ○ ○ ○ ― ― ―

　合計11回分の試験問題と解答及び弊社編集部で作成した解説を収録しています。

　試験問題の構成パターンは、各都道府県により主に次の２通りに分類されます。

タイプⅠ タイプⅡ
１．毒物及び劇物に関する法規 １．毒物及び劇物に関する法規
２．基礎化学 ２．基礎化学
３�．毒物及び劇物の性質及び貯蔵その
他の取扱い方法

３．実地

４．実地 ――

本書では、試験問題を次の３つに区分して収録しています。

〔毒物及び劇物に関する法規〕〔基礎化学〕〔実地（性質・貯蔵・取扱い方法等）〕

タイプⅠの場合は、３と４をまとめて〔実地〕としています。また、問題につい
ては出題形式などを一部変更・修正している箇所もあります。

　問題の後には解答と解説があります。わからなかった問題や間違ってしまった問

題を解説を参考に繰り返し解いていくと、苦手部分を集中的に勉強することができ、
より内容を覚えやすくなります。

　過去問題の左端に付いている  は、正しく答えることができたかどうかのチェ

ックマークとして、活用してください。

　本書では、特にただし書きがない場合、法令名を次のように略しています。

毒物及び劇物取締法 取締法

毒物及び劇物取締法施行令 施行令

毒物及び劇物取締法施行規則 施行規則

法令文については、理解しやすくするため省略したり、一部編集部で手を加えてい

る部分もあります。
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　試験問題は、各都道府県ごとに傾向や特色があります。弊社ではHP上に全都道

府県の過去問題と解答のみのデータを各５年分ずつ掲載しています。

　利用される際には、次に示すIDとパスワードが必要です。パスワードの有効期

限は次年度版が発刊されるまでとなりますので、ご注意ください。

ID
パスワード

　受験する都道府県以外の問題に挑戦したい方はHPのほか、本書の姉妹本である

「毒物劇物取扱者試験 問題＆解説」東日本編及び西日本編を順次発刊予定です。

併せてご活用ください。

毒物劇物取扱者試験�問題＆解説　収録都道府県

関東編 東京/神奈川/埼玉/千葉/群馬/栃木/茨城

東日本編 北海道/宮城/福島/新潟/静岡/長野/愛知

西日本編
関西広域連合（大阪/兵庫/京都/滋賀/和歌山/徳島）
中国地方（広島/山口/岡山/島根/鳥取）
九州地方（福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄）

※ 令和２年（2020年）度より、東北地方（青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島）の試験は、
共通問題を使用します。
※発刊時期や価格などの詳細は、弊社HPでご確認ください。

また、短期間で集中的に学習したい方や初めて受験される方のために、教科書タ

イプの「毒物劇物取扱者 短期合格テキスト」（定価2,000円）を発刊しております。

この本は、本書の解説部分をより深く掘り下げた内容となっています。

　本書の内容についてのお問い合わせは、フリーダイヤルのヘルプデスク（裏表

紙参照）をご利用ください。また、万が一、本書の内容に訂正等が生じた場合は、

HP上でご案内します。お手数ですが、HPでご確認いただくか、ヘルプデスクをご

活用ください。

◎ホームページアドレス

https://www.kouronpub.com（または"公論出版"で検索）
令和２年２月　毒物劇物取扱者試験　編集部
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●　効率的な勉強方法　●

　弊社編集部では、担当者が本書の過去版をもとに勉強し、実際に毒物劇物取扱者

試験を受験しました。合格した都道府県は次のとおりです。

都道府県 合格証発行日 合格証番号
神奈川県 　平成27年７月13日 　　第11457号

東京都
　平成27年８月４日 　　第22795号
　平成28年８月２日 　　第23527号

福岡県 　平成27年９月４日 　　第201183号
茨城県 　平成27年９月８日 　　第11970号
高知県 　平成27年９月30日 　　第1404号
秋田県 　平成27年10月30日 　　第000029号　
群馬県 　平成27年11月９日 　　第9026号
新潟県 　平成27年11月24日 　　第4143号
岩手県 　平成27年12月18日 　　第17号
石川県 　平成28年２月29日 　　第9368号

奈良県
　平成28年３月４日 　　第2534号　
　平成29年３月３日 　　第2570号

滋賀県 　平成28年３月４日 　　第3248号
山梨県 　平成29年３月１日　 　　第3574号

　以下は実際に勉強し、受験にのぞんだ担当者の個人的な学習ポイントです。

◎その１　簡単な法規で点数をかせぐ
　出題範囲はかなり絞られているため、点をとりやすい項目になります。

◎その２　基礎化学の計算問題はパターン化されている
　主に高校の教科書程度の内容で出題されています。本書の編集にあたり、東京書

籍、啓林館、実教出版等の高校化学の教科書を参考にしました。計算問題はパター

ン化されているため、新しいタイプの問題はあまりないようです。

◎その３　実地は狭い範囲で徹底的に覚える
　出題頻度の高い毒物劇物から覚えることを推奨します。本書で出題数が多い物質

ということは、全国でも多く出題されている傾向になるようです。

◎その４　受験地の過去問以外も勉強する
　受験地の過去問だけで合格するのは、少し難しいでしょう。理由は、出題者側が

過去に出題した問題を外して試験問題を作成するためです。過去問を繰り返し解く

ことも重要ですが、受験地の出題傾向を確認した上で他県の問題も勉強してみま

しょう。
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１ 令和元年度（2019 年）　東京都
〔毒物及び劇物に関する法規〕
【１】次は、毒物及び劇物取締法の条文の一部である。Ａ～Ｅにあてはまる字句と
して、正しいものはどれか。

　（目的）　第１条

　 　この法律は、毒物及び劇物について、（Ａ）上の見地から必要な取締を行うこ

とを目的とする。

　（定義）　第２条第２項

　 　この法律で「劇物」とは、別表第２に掲げる物であって、（Ｂ）及び医薬部外

品以外のものをいう。

　（禁止規定）　第３条第３項

　 　毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、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（Ｃ）し、運搬し、若しくは陳列しては

ならない。（以下省略）

　（禁止規定）　第３条の４

　 　引火性、発火性又は（Ｄ）のある毒物又は劇物であって政令で定めるものは、

業務その他正当な理由による場合を除いては、（Ｅ）してはならない。

　Ａ　１．保健衛生　　２．労働安全　　３．環境衛生　　４．犯罪防止

　　Ｂ　１．食品　　　　２．危険物　　　３．化粧品　　　４．医薬品

　　Ｃ　１．貯蔵　　　　２．交付　　　　３．広告　　　　４．所持

　　Ｄ　１．易燃性　　　２．揮発性　　　３．爆発性　　　４．依存性

　　Ｅ　１．譲渡　　　　２．販売　　　　３．使用　　　　４．所持

【２】次は、毒物及び劇物取締法、同法施行令及び同法施行規則に関する記述であ
る。毒物又は劇物の営業の登録に関する記述の正誤について、正しい組合せはど

れか。

　Ａ ．毒物又は劇物の製造業の登録は、５年ごとに更新を受けなければ、その効力

を失う。

　Ｂ ．毒物又は劇物の輸入業の登録は、営業所ごとに受けなければならない。

　Ｃ ．毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、その店舗の所在地の都

道府県知事を経て、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

　Ｄ ．毒物劇物一般販売業の登録を受けた者であっても、特定毒物を販売すること

はできない。
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　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ

　１．正　　　正　　　誤　　　誤

　　２．正　　　誤　　　正　　　誤

　　３．正　　　正　　　誤　　　正

　　４．誤　　　誤　　　正　　　誤

【３】次は、毒物及び劇物取締法、同法施行令及び同法施行規則に関する記述であ
る。毒物又は劇物の表示に関する記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

　Ａ ．法人たる毒物劇物輸入業者は、自ら輸入した毒物を販売するときは、その毒

物の容器及び被包に、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を表示しなけ

ればならない。

　Ｂ ．毒物劇物営業者は、劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び赤地に

白色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。

　Ｃ ．毒物劇物営業者は、毒物たる有機燐
りん

化合物の容器及びその被包に、厚生労働

省令で定めるその解毒剤の名称を記載しなければ、その毒物を販売してはなら

ない。

　Ｄ ．劇物の製造業者は、自ら製造した塩化水素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）を授与するときに、その容器及び被包に、眼に入っ

た場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けるべき旨を表示しなけれ

ばならない。

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ

　１．正　　　正　　　正　　　正

　　２．正　　　誤　　　正　　　正

　　３．誤　　　正　　　誤　　　正

　　４．誤　　　誤　　　正　　　誤
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【26】次の元素とその炎色反応の色との組合せの正誤について、正しい組合せは
どれか。

　　　 元素 炎色反応の色

　Ａ．カルシウム　　　　　橙赤

　Ｂ．カリウム　　　　　　黄

　Ｃ．ストロンチウム　　　青緑

　Ｄ．リチウム　　　　　　赤

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ

　１．正　　　正　　　誤　　　誤

　　２．誤　　　正　　　誤　　　正

　　３．正　　　誤　　　誤　　　正

　　４．正　　　誤　　　正　　　正

【27】金属のイオン化傾向及び反応性に関する記述のうち、正しいものはどれか。
　１．銀Agは、常温の空気中で速やかに酸化される。

　　２．イオン化傾向の小さい金属ほど、陽イオンになりやすい。

　　３．イオン化傾向の小さい金属ほど、還元作用が強い。

　　４．亜鉛Znは、高温の水蒸気と反応して水素を発生する。

〔実地（性質・貯蔵・取扱い方法等）〕
【28】次は、硝酸の安全データシートの一部である。次の１～５の問に答えなさい。

【製品名】　硝酸

【組成及び成分情報】　   化学名　　　　  ：硝酸

　　　　　　　　　　　化学式（示性式）：（①）

　　　　　　　　　　　CAS番号　　　 ：7697－37－２

【取扱い及び保管上の注意】（②）

【物理的及び化学的性質】外観等：無色の（③）

　　　　　　　　　　　　臭い　：（④）

　　　　　　　　　　　　溶解性：水に混和する

【安定性及び反応性】（⑤）

【廃棄上の注意】（⑥）

（１）（①）にあてはまる化学式はどれか。
　１．HNO3　　　２．CH3OH　　　３．H2SO4　　　４．NH3
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（２�）（②）にあてはまる「取扱い及び保管上の注意」の正誤について、正しい組
合せはどれか。

　Ａ．熱源や着火源から離れた通風のよい乾燥した冷暗所に保管する。

　Ｂ．皮膚に付けたり、蒸気を吸入しないように適切な保護具を着用する。

　Ｃ．可燃物、有機物と接触させない。

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ

　１．正　　　正　　　正

　　２．正　　　誤　　　誤

　　３．誤　　　正　　　正

　　４．誤　　　正　　　誤

（３�）（③）、（④）にあてはまる「物理的及び化学的性質」として、正しい組合せ
はどれか。

　　　　 ③ ④

　１．液体　　　無臭

　　２．液体　　　刺激臭

　　３．固体　　　無臭

　　４．固体　　　刺激臭

（４�）（⑤）にあてはまる「安定性及び反応性」として、正しいものはどれか。
　１．加熱すると分解して、有害な弗

ふっ

化水素ガスを発生する。

　　２．加熱すると分解して、有害な一酸化炭素ガスを発生する。

　　３．加熱すると分解して、有害な硫黄酸化物ガスを発生する。

　　４．加熱すると分解して、有害な窒素酸化物ガスを発生する。

（５）（⑥）にあてはまる「廃棄上の注意」として、最も適切なものはどれか。
　１ ．希硫酸に溶かし、還元剤の水溶液を過剰に用いて還元した後、消石灰、ソー

ダ灰等の水溶液で処理し、濾
ろ

過する。溶出試験を行い、溶出量が判定基準以

下であることを確認して埋立処分する。

　　２ ．多量の次亜塩素酸ナトリウム水溶液を用いて酸化分解する。

　　３ ．徐々に炭酸ナトリウム又は水酸化カルシウムの攪
かくはん

拌溶液に加えて中和させ

た後、多量の水で希釈して処理する。水酸化カルシウムの場合は上澄液のみ

を流す。

　　４ ．焼却炉の火室へ噴霧し焼却する。
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▼ ▼正解＆解説 ……………………………………………………………………………………
【１】Ａ…１　Ｂ…４　Ｃ…１　Ｄ…３　Ｅ…４
〔解説〕Ａ．取締法第１条（取締法の目的）第１項。
　　　　Ｂ．取締法第２条（定義）第２項。
　　　　Ｃ�．取締法第３条（毒物劇物の禁止規定）第３項。
　　　　Ｄ�＆Ｅ．取締法第３条の４（爆発性がある毒物劇物の所持禁止）第１項。
【２】１
〔解説〕Ａ．取締法第４条（営業の登録）第４項。
　　　　Ｂ．取締法第４条（営業の登録）第２項。
　　　　Ｃ�．毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、その店舗の所在地の

都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、
市長又は区長）に申請書を出さなければならない。取締法第４条（営業の登録）
第３項。

　　　　Ｄ�．毒物劇物一般販売業者について、特定毒物販売禁止の規定はない。
【３】２
〔解説〕Ａ．施行規則第11条の６（取扱及び使用上特に必要な表示事項）第１項第１号。
　　　　Ｂ�．「赤地に白色をもって」⇒「白地に赤色をもって」。取締法第12条（毒物又

は劇物の表示）第１項。
　　　　Ｃ．取締法第12条（毒物又は劇物の表示）第２項第３号。
　　　　Ｄ�．施行規則第11条の６（取扱及び使用上特に必要な表示事項）第１項第２号ハ。
【４】２
〔解説〕�取締法第３条の３（シンナー乱用の禁止）第１項、施行令第32条の２（興奮、

幻覚又は麻酔の作用を有する物）第１項。
【５】２
〔解説〕Ａ．取締法第16条の２（事故の際の措置）第１項。
　　　　Ｂ．取締法第16条の２（事故の際の措置）第２項。
　　　　Ｃ�．毒物又は劇物を紛失したときは、その量にかかわらず、直ちに警察署に届

け出なければならない。取締法第16条の２（事故の際の措置）第２項。
【６】３
〔解説〕�取締法第22条（業務上取扱者の届出等）第１項、施行令第41条、第42条（業務

上取扱者の届出）各第１項。
　　　　Ｂ�．施行令第42条（業務上取扱者の届出）第１項第３号。
　　　　Ｃ�．施行令第42条（業務上取扱者の届出）第１項第１号。
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【26】３
〔解説〕�炎色反応は次のとおり。カルシウムCa…橙赤、カリウムK…赤紫、ストロンチ

ウムSr…紅、リチウムLi…赤。
【27】４
〔解説〕�１．銀Agは、イオン化傾向が小さいので、酸化されにくい。
　　　　２．イオン化傾向の大きい金属ほど、陽イオンになりやすく酸化されやすい。

　　　　３．イオン化傾向の小さい金属ほど、反応性が小さいため還元作用も弱い。

※ 以下、物質名のみ表示している場合は、その物質の化学式及び選択肢の内容に該当す
る物質名を表す。

【28】（１）…１　（２）…１　（３）…２　（４）…４　（５）…３
〔解説〕（１）１�．硝

しょう

酸HNO3　　　��２．メタノールCH3OH
　　　３．硫

りゅう

酸H2SO4　　　４．アンモニアNH3

（５）３．アルカリで中和してから処理する。
【29】３
〔解説〕Ａ�．無色透明の液体である。
【30】３
〔解説〕Ｂ�．淡黄褐色の液体である。
【31】２
〔解説〕Ｃ�．（クロロメチル）ベンゼン（塩化ベンジル）C7H7Clは、毒物に指定されて

いる。
【32】２
〔解説〕Ｂ�．エタノールには溶けない。酸によく溶ける。
　　　　Ｃ�．化学式はBaCO3である。
【33】１
【34】４
〔解説〕�燐

りん

化水素PH3は「腐った魚」の臭いを有する「気体」である。「ホスフィン」と
も呼ばれる。�

【35】１
〔解説〕�五塩化アンチモンSbCl5は淡黄色の「液体」であり、多量の水に触れると激し

く反応し、「塩化水素」の気体を発生する。最も適切な廃棄方法は「沈殿法」で
ある。

【36】２
〔解説〕�二硫化炭素CS2は「引火性のある」液体であり、比重は水より「大きい」。「ゴ

ム製品の接合」に用いられる。
【37】３
〔解説〕�硅

けいふっ

弗化ナトリウムは「白色」の固体であり、化学式は「Na2SiF6」である。「釉
薬」として用いられる。

毒物2020問題Ⅱ関東編.indb   35 2020/02/04   16:46:17




