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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、西日本

地区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。

関西広域
連合

中国
地方

九州
地方 大阪 京都 滋賀 山口 岡山

令和元年度 ○ ○ ○ ― ― ― ― ―
平成30年度 ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○

　合計10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」関東編及び東日本編を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。

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３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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目次 西日本編

　 　令和元年度（2019 年）　　関西広域連合（※１）

  　　問題 ………………   6
  　　解答＆解説 ………  23

　 　令和元年度（2019 年）　　中国地方（※１）

  　　問題 ………………  30
  　　解答＆解説 ………  44

　 　令和元年度（2019 年）　　九州地方（前半）（※２）

  　　問題 ………………  51
  　　解答＆解説 ………  67

　 　令和元年度（2019 年）　　九州地方（後半）（※２）

  　　問題 ………………  74
  　　解答＆解説 ………  91

　 　平成 30 年度（2018 年）   大阪府　　  問題 ………………  98
  　　解答＆解説 ………  128

　 　平成 30 年度（2018 年）   京都府　　  問題 ………………  138
  　　解答＆解説 ………  152

　 　平成 30 年度（2018 年）   滋賀県　　  問題 ………………  159
  　　解答＆解説 ………  177

　 　平成 30 年度（2018 年）   山口県　　  問題 ………………  184
  　　解答＆解説 ………  196

　 　平成 30 年度（2018 年）   岡山県　　  問題 ………………   201
  　　解答＆解説 ………  215

　 　平成 30 年度（2018 年）   九州地方　   問題 ………………  223
  　　解答＆解説 ………  239

※1　 令和元年度より、大阪・兵庫・京都・滋賀・和歌山・徳島の２府４県及び、広島・
山口・岡山・島根・鳥取の５県は、それぞれ共通問題を使用することになりました。

※2　 令和元年度の九州地方の試験は、台風の影響により、福岡・沖縄の２県と、それ以
外の６県で実施日と問題・解答が異なっています。本書では、福岡・沖縄実施分を
「前半」、他６県実施分を「後半」として、収録しています。
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令
和
元
年
度
　
関
西

１ 令和元年度（2019 年）　関西広域連合
〔毒物及び劇物に関する法規〕
【１】次の記述は法の条文の一部である。（　）の中に入れるべき字句の正しい組
合せを一つ選べ。

　法第１条（目的）

　 　この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な（Ａ）を行

うことを目的とする。

　法第２条（定義）

　 　この法律で「毒物」とは、別表第１に掲げる物であって、医薬品及び（Ｂ）以

外のものをいう。

 Ａ Ｂ

　１．措置　　　危険物
　　２．規制　　　医薬部外品
　　３．規制　　　食品添加物
　　４．取締　　　医薬部外品
　　５．取締　　　危険物

【２】次の記述は法第３条の２第９項の条文である。（　）の中に入れるべき字句
の正しい組合せを一つ選べ。

　 　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（Ａ）、（Ｂ）又は（Ｃ）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。

 Ａ Ｂ Ｃ

　１．品質　　　着色　　　　　廃棄
　　２．品質　　　着色　　　　　表示
　　３．品質　　　応急措置　　　使用
　　４．安全　　　応急措置　　　表示
　　５．安全　　　着色　　　　　廃棄
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【３】次の製剤のうち、毒物に該当するものの正しい組合せを１～５から一つ選べ。
　Ａ．セレン化水素を含有する製剤

　Ｂ．塩化第一水銀を含有する製剤

　Ｃ．塩化水素を含有する製剤

　Ｄ．弗
ふっ

化水素を含有する製剤

　１．Ａ、Ｂ　　　２．Ａ、Ｃ　　　３．Ａ、Ｄ
　　４．Ｂ、Ｄ　　　５．Ｃ、Ｄ

【４】施行令第32条の２に規定されている興奮、幻覚又は麻酔の作用を有するもの
について、正しい組合せを１～５から一つ選べ。

　Ａ．トルエン

　Ｂ．酢酸エチル

　Ｃ．メタノール

　Ｄ．酢酸エチルを含有する接着剤

　１．Ａ、Ｂ　　　２．Ａ、Ｃ　　　３．Ａ、Ｄ
　　４．Ｂ、Ｃ　　　５．Ｂ、Ｄ

【５】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、正しい組合せを一
つ選べ。

　Ａ．毒物又は劇物の製剤の製造業の登録は、都道府県知事が行う。

　Ｂ ．毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、本社の所在地の都道府

県知事に申請書を出さなければならない。

　Ｃ ．毒物又は劇物の輸入業の登録は、６年ごとに、更新を受けなければ、その効

力を失う。

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ

　１．正　　　正　　　正
　　２．正　　　誤　　　誤
　　３．誤　　　誤　　　正
　　４．誤　　　誤　　　誤
　　５．誤　　　正　　　誤
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【29】次の水素化合物のうち、沸点が最も高いものを１～５から一つ選べ。
　１．HF　　　     ２．CH4　　　３．NH3
　　４．H2O　　　５．H2S

【30】次の図は面心立方格子の結晶構造をもつ金属結晶の構造である。単位格子
内に含まれる原子の数と配位数について、正しい組合せを下表から一つ選べ。

単位格子内に
含まれる原子の数 配位数

　１． ２ ８
　　２． ２ 12
　　３． ４ ８
　　４． ４ 12
　　５． ６ 12

　　　
【31】鉄の製錬に関する記述について、（　）に入れるべき字句の正しい組合せを
一つ選べ。

　 　鉄鉱石、コークス、（Ａ）を溶鉱炉に入れ、下から熱風を送ると、主にコーク

スの燃焼で生じた（Ｂ）によって鉄の酸化物が（Ｃ）されて、鉄の単体を取り出

すことができる。

 Ａ Ｂ Ｃ

　１．石灰石　　　二酸化炭素　　　酸化
　　２．石灰石　　　二酸化炭素　　　還元
　　３．石灰石　　　一酸化炭素　　　還元
　　４．重曹　　　　二酸化炭素　　　酸化
　　５．重曹　　　　一酸化炭素　　　還元

【32】遷移元素に関する記述のうち、銅と銀の両方に当てはまるものを１～５か
ら一つ選べ。

　１．湿った空気中で酸化されにくい。
　　２．赤色の金属光沢を示す。
　　３．希塩酸には溶けないが、希硫酸には溶ける。
　　４．ハロゲンの化合物はフィルム式写真の感光剤に利用される。
　　５．熱伝導性、電気伝導性が大きい。
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【33】アセチレンに関する反応の主な生成物として、誤っているものを１～５か
ら一つ選べ。

　１．CH≡CH ＋ HCl  CH2＝CHCl
　　２．CH≡CH ＋ CH3COOH  CH2＝CHOCOCH3
　　３．CH≡CH ＋ HCN  CH2＝CHCN
　　４．CH≡CH ＋ H2O（HgSO4触媒）  CH2 ＝ CHOH
　　５．3CH≡CH（Fe触媒）  C6H6

【34】次の化合物について、塩化鉄（Ⅲ）（FeCl3）水溶液を加えても呈色しない
ものを１～５から一つ選べ。

　１．フェノール　　　　　２．ベンジルアルコール
　　３．o－クレゾール　　　  ４．サリチル酸
　　５ ．１－ナフトール（α－ナフトール）

【35】次のアミノ酸のうち、酸性アミノ酸はいくつあるか。正しいものを１～５
から一つ選べ。

　Ａ ．チロシン

　Ｂ ．アスパラギン酸

　Ｃ ．システイン

　Ｄ ．リシン

　１．１つ　　　２．２つ　　　３．３つ
　　４．４つ　　　５．なし

〔実地（性質・貯蔵・取扱い方法等）〕
【36】次の製剤について、劇物に該当するものの正しい組合せを１～５から一つ
選べ。

　Ａ ．過酸化水素10％を含有する製剤

　Ｂ ．塩化水素10％を含有する製剤

　Ｃ ．ホルムアルデヒド10％を含有する製剤

　Ｄ ．過酸化尿素10％を含有する製剤

　１．Ａ、Ｂ　　　２．Ａ、Ｃ　　　３．Ｂ、Ｃ
　　４．Ｂ、Ｄ　　　５．Ｃ、Ｄ
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▼ ▼正解＆解説 ……………………………………………………………………………………
【１】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１項。
【２】２
〔解説〕取締法第３条の２（特定毒物の禁止規定）第９項。
【３】３
〔解説〕取締法第２条（定義）第１～３項、別表第１～３。
　　　　Ｂ＆Ｃ．塩化第一水銀を含有する製剤、塩化水素を含有する製剤…劇物。
【４】３
〔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。トルエン、酢酸エチルを含有する接
着剤のほか、トルエン又はメタノールを含有するシンナー等が規定されている。

【５】２
〔解説〕Ａ．取締法第４条（営業の登録）第１項。
　　　　Ｂ�．「本社の所在地」⇒「店舗ごとに、店舗の所在地」。取締法第４条（営業の

登録）第３項。
　　　　Ｃ．「６年ごと」⇒「５年ごと」。取締法第４条（営業の登録）第４項。
【６】４
〔解説〕Ａ．一般販売業者は、全ての毒物劇物を販売できる。
　　　　Ｂ�．農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業上必要な毒物又は劇物であっ

て厚生労働省令で定めるもの以外の毒物又は劇物を販売してはならない。取
締法第４条の３（営業の登録）第１項。

　　　　Ｃ�．取締法第４条の３（営業の登録）第２項。
【７】１
〔解説〕Ａ．施行規則第４条の４（製造所等の設備）第１項第３号。
　　　　Ｂ�．施行規則第４条の４（製造所等の設備）第１項第４号。
　　　　Ｃ�．施行規則第４条の４（製造所等の設備）第１項第２号イ。
【８】５
〔解説〕取締法第７条（毒物劇物取扱責任者）第３項。
【９】２
〔解説〕�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、施行令第32条

の３（発火性又は爆発性のある劇物）第１項。
　　　　Ａ�＆Ｃ．正しい。
　　　　Ｂ�．塩素酸塩類を「35%以上」含有する製剤が規定されている。
　　　　Ｄ．「クロルピクリン」⇒「ピクリン酸」。
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【27】１
〔解説〕１�＆３．この反応式において、正方向の反応速度（NH3の生成速度）と逆方向

の反応速度（NH3の分解速度）はある時間経過すると等しくなり、反応が止
まったように見える状態となる。このような状態を化学平衡の状態または単
に平衡状態という。反応物の濃度と生成物の濃度はどちらも一定になってい
るが、反応が停止したわけではない。

【28】２
〔解説〕Ａ�．親水コロイドは、水との親和力が大きく少量の電解質では沈殿しない。少

量の電解質で沈殿するのは「疎
そ

水
すい

コロイド」である。
　　　　Ｂ�．ブラウン運動は、水分子が熱運動によってコロイド粒子に不規則に衝突す

ることで、コロイド粒子の運動方向が絶えず変化する運動である。
【29】４
〔解説〕�沸点は原則として分子量が高くなるほど高くなるが、例外として水素結合を形

成することができる分子は同じ分子量でも、沸点が高くなる。
　　　　１．弗

ふっ

化水素HF…沸点19℃。　　　　　� ２．メタンCH4…沸点－161℃。
　　　　３．アンモニアNH3…沸点－33℃。　　　４．水H2O…沸点100℃。
　　　　５．硫

りゅう

化水素H2S…沸点－60℃。
【30】４
〔解説〕�面

めんしんりっぽう

心立方格
こう

子
し

は、立方体の頂点と各面の中心に原子が配列した結晶格子である。
単位格子の頂点それぞれに原子が１/８個ずつ、６つの面の中心に原子が１/２
個ずつあるため、単位格子内に正味「４個分」の原子が存在する。また、１つ
の原子の周囲には12個の原子が接しているので、配位数は「12」である。

【31】３
〔解説〕�鉄鉱石、コークス、「石灰石」を溶鉱炉に入れ、下から熱風を送ると、主にコー

クスの燃焼で生じた「一酸化炭素」によって鉄の酸化物が「還元」されて、鉄
の単体を取り出すことができる。

【32】５
〔解説〕�遷

せん

移
い

元素とは周期表の３～11族に位置する金属元素をいう。金属元素の単体は
金属光沢があり、電気や熱をよく通す。

【33】４
〔解説〕�アセチレンCH≡CHはアルキン（分子中に三重結合を１つ含む鎖式炭化水素（脂

肪族炭化水素））である。
　　　　１．塩化水素HClを付加させると、塩化ビニルCH2＝CHClになる。
　　　　２．酢酸CH3COOHを付加させると、酢酸ビニルCH2＝CHOCOCH3になる。
　　　　３．シアン化水素HCNを付加させると、アクリルニトリルCH2=CHCNになる。
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