
肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件

昭和６１年 ２月２２日 農林水産省告示第 ２８４号 施行 昭和６１年 ３月２５日

この間３１回改正

改正平成２６年 ９月 １日 農林水産省告示第１１４６号 施行 平成２６年１０月 １日

改正平成２７年 １月 ９日 農林水産省告示第 ５２号 施行 平成２７年 ２月 ８日

改正平成２８年 １月 ８日 農林水産省告示第 ４１号 施行 平成２８年 ２月 ８日

改正平成２８年 ３月３０日 農林水産省告示第 ８８４号 施行 平成２８年 ４月 １日

改正平成２８年１２月１９日 農林水産省告示第２５３５号 施行 平成２９年 １月１８日

改正平成２９年１０月１６日 農林水産省告示第１５４９号 施行 平成２９年１１月１５日

改正平成３０年 １月２２日 農林水産省告示第 １３４号 施行 平成３０年 ２月２２日

改正平成３０年 ３月 ６日 農林水産省告示第 ４５５号 施行 平成３０年 ４月 ５日

改正平成３０年 ９月 ５日 農林水産省告示第１９９１号 施行 平成３０年１０月 ５日

改正平成３１年 ４月２６日 農林水産省告示第 ８０７号 施行 平成３１年 ５月２７日

改正令和 元年 ６月２１日 農林水産省告示第 ４５５号 施行 令和 元年 ７月 １日

改正令和 ２年 ２月２８日 農林水産省告示第 ４０１号 施行 令和 ２年 ４月 １日

一 窒素質肥料（有機質肥料（動植物質のものに限る。）を除く。）
（１）登録の有効期間が６年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

（略） （略） （略） （略）

被覆窒素肥料（窒素質肥料を硫黄 一 窒素全量、アンモ 窒素全量、アンモニ 一 窒素は、水溶性で
その他の被覆原料で被覆したもの ニア性窒素、硝酸性 ア性窒素、硝酸性窒 あること。
をいう。） 窒素又はアンモニア 素又はアンモニア性 二 窒素の初期溶出率

性窒素及び硝酸性窒 窒素及び硝酸性窒素 は、50％以下である
素の合計量のいずれ の合計量の含有率1. こと。
か一について 10.0 0％につき 三 牛、めん羊又は山

二１ アンモニア性窒 硫青酸化物 0.01 羊（以下「牛等」と
素を保証するもの ひ素 0.004 いう。）由来の原料
にあつては 亜硝酸 0.04 （牛の皮に由来する
アンモニア性窒素 ビウレット性窒素 ゼラチン及びコラー

1.0 0.02 ゲンを除く。以下同
２ 硝酸性窒素を保 スルファミン酸0.01 じ。）を使用する場
証するものにあつ 合にあつては、肥料
ては 取締法施行規則（昭
硝酸性窒素 1.0 和二十五年農林省令

三 水溶性苦土を保証 第六十四号。以下「規
するものにあつては 則」という。）第一
水溶性苦土 1.0 条第一号ホに規定す

四 水溶性マンガンを るところにより牛、
保証するものにあつ めん羊、山羊及び鹿
ては による牛等由来の原
水溶性マンガン0.10 料を使用して生産さ

五 水溶性ほう素を保 れた肥料の摂取に起
証するものにあつて 因して生ずるこれら
は の家畜の伝達性海綿
水溶性ほう素 0.05 状脳症の発生を予防

するための措置（以
下「管理措置」とい
う。）が行われたも
のであること。

四 規則第七条の六第
一号の農林水産大臣
が指定する被覆窒素
肥料であること。



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

混合窒素肥料（窒素質肥料に、窒 一 窒素全量、アンモ 窒素全量、アンモニ 一 牛等由来の原料を
素質肥料、苦土肥料、マンガン質 ニア性窒素、硝酸性 ア性窒素、硝酸性窒 使用する場合にあつ
肥料、ほう素質肥料又は微量要素 窒素又はアンモニア 素又はアンモニア性 ては、管理措置が行
複合肥料を混合したものをいう。） 性窒素及び硝酸性窒 窒素及び硝酸性窒素 われたものであるこ

素の合計量のいずれ の合計量の含有率1. と。
か一について 15.0 0％につき 二 規則第七条の六第

二１ アンモニア性窒 硫青酸化物 0.01 一号の農林水産大臣
素を保証するもの ひ素 0.004 が指定する混合窒素
にあつては 亜硝酸 0.04 肥料であること。
アンモニア性窒素 ビウレット性窒素

1.0 0.02
２ 硝酸性窒素を保 スルファミン酸0.01
証するものにあつ
ては
硝酸性窒素 1.0

三 水溶性苦土を保証
するものにあつては
水溶性苦土 1.0

四 水溶性マンガンを
保証するものにあつ
ては
水溶性マンガン0.10

五 水溶性ほう素を保
証するものにあつて
は
水溶性ほう素 0.05

（２）登録の有効期間が３年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

被覆窒素肥料 一 窒素全量、アンモ 窒素全量、アンモニ 一 窒素は、水溶性で
ニア性窒素、硝酸性 ア性窒素、硝酸性窒 あること。
窒素又はアンモニア 素又はアンモニア性 二 窒素の初期溶出率
性窒素及び硝酸性窒 窒素及び硝酸性窒素 は、50％以下である
素の合計量のいずれ の合計量の含有率 こと。
か一について 10.0 1.0％につき 三 牛等由来の原料を

二１ アンモニア性窒 硫青酸化物 0.01 使用する場合にあつ
素を保証するもの ひ素 0.004 ては、管理措置が行
にあつては 亜硝酸 0.04 われたものであるこ
アンモニア性窒素 ビウレット性窒素 と。

1.0 0.02 四 規則第七条の六第
２ 硝酸性窒素を保 スルファミン酸 一号の農林水産大臣
証するものにあつ 0.01 が指定する被覆窒素
ては 肥料以外のものであ
硝酸性窒素 1.0 ること。

三 水溶性苦土を保証
するものにあつては
水溶性苦土 1.0

四 水溶性マンガンを
保証するものにあつ
ては
水溶性マンガン0.10

五 水溶性ほう素を保
証するものにあつて
は
水溶性ほう素 0.05



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

副産窒素肥料（次に掲げる肥料を 一 窒素全量、アンモ 窒素全量、アンモニ 一 植害試験の調査を
いう。 ニア性窒素、硝酸性 ア性窒素、硝酸性窒 受け害が認められな
一 食品工業又は化学工業におい 窒素又はアンモニア 素又はアンモニア性 いものであること。
て副産されたもの 性窒素及び硝酸性窒 窒素及び硝酸性窒素 二 牛等由来の原料を

二 石炭、石油その他の燃料の燃 素の合計量のいずれ の合計量の含有率 使用する場合にあつ
焼ガスの脱硫処理又は脱硝処理 か一について 7.0 1.0％につき ては、管理措置が行
に伴い副産されたもの） 二１ アンモニア性窒 硫青酸化物 0.01 われたものであるこ

素を保証するもの ひ素 0.004 と。
にあつては 亜硝酸 0.04 三 牛等の部位（牛等
アンモニア性窒素 ビウレット性窒素 由来の原料のうち、

1.0 0.02 肉（食用に供された
２ 硝酸性窒素を保 スルファミン酸0.01 後に、又は食用に供
証するものにあつ されずに肥料の原料
ては として使用される食
硝酸性窒素 1.0 品 で あ る 肉 に 限

三 水溶性苦土を保証 る。）、骨（食用に供
するものにあつては された後に、又は食
水溶性苦土 5.0 用に供されずに肥料

四 水溶性マンガンを の原料として使用さ
保証するものにあつ れる食品である骨に
ては 限る。）、皮、毛、角、
水溶性マンガン 1.0 蹄及び臓器（食用

てい

に供された後に、又
は食用に供されずに
肥料の原料として使
用される食品である
臓器に限る。）以外
のものをいう。以下
同じ。）を原料とす
る場合にあつては、
牛（月齢が三十月以
下の牛（出生の年月
日から起算して三十
月を経過した日まで
のものをいう。）を
除く。）の脊柱（背
根神経節を含み、頸

けい

椎横突起、胸椎横突
起、腰椎横突起、頸

けい

椎棘突起、胸椎棘
きよく きよく

突起、腰椎棘突起、
きよく

仙骨翼、正中仙骨稜
りよう

及び尾椎を除く。）
及びと畜場法（昭和
二十八年法律第百十
四号）第十四条の検
査を経ていない牛等
の部位（以下「脊柱
等」という。）が混
合しないものとして
農林水産大臣の確認
を受けた工程におい
て製造されたもので
あること。



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

液状副産窒素肥料（食品工業、非 一 窒素全量、アンモ 窒素全量、アンモニ 一 植害試験の調査を
鉄金属製造業、又は化学工業にお ニア性窒素、硝酸性 ア性窒素、硝酸性窒 受け害が認められな
いて副産されたものをいう。） 窒素又はアンモニア 素又はアンモニア性 いものであること。

性窒素及び硝酸性窒 窒素及び硝酸性窒素 二 牛等由来の原料を
素の合計量のいずれ の合計量の含有率 使用する場合にあつ
か一について 5.0 1.0％につき ては、管理措置が行

二１ アンモニア性窒 硫青酸化物 0.01 われたものであるこ
素を保証するもの ひ素 0.004 と。
にあつては 亜硝酸 0.04 三 牛等の部位を原料
アンモニア性窒素 ビウレット性窒素 とする場合にあって

1.0 0.02 は、脊柱等が混合し
２ 硝酸性窒素を保 スルファミン酸0.01 ないものとして農林
証するものにあつ 水産大臣の確認を受
ては けた工程において製
硝酸性窒素 1.0 造されたものである

こと。

液状窒素肥料 一 窒素全量、アンモ 窒素全量、アンモニ 一 窒素は、窒素質肥
ニア性窒素、硝酸性 ア性窒素、硝酸性窒 料、チオ硫酸アンモ
窒素又はアンモニア 素又はアンモニア性 ニウム、トリアゾン
性窒素及び硝酸性窒 窒素及び硝酸性窒素 又はシアナミドに由
素の合計量のいずれ の合計量の含有率 来するものであるこ
か一について 5.0 1.0％につき と。

二１ アンモニア性窒 硫青酸化物 0.01 二 チオ硫酸アンモニ
素を保証するもの ひ素 0.004 ウムに由来する窒素
にあつては 亜硝酸 0.04 を含有するものにあ
アンモニア性窒素 ビウレット性窒素 つては、pHが6.0以

1.0 0.02 上のものであるこ
２ 硝酸性窒素を保 スルファミン酸0.01 と。
証するものにあつ 三 シアナミドに由来
ては する窒素を含有する
硝酸性窒素 1.0 ものにあつては、そ

三 水溶性苦土を保証 の他の原料に由来す
するものにあつては る窒素を含有しない
水溶性苦土 1.0 こと。

四 水溶性マンガンを 四 シアナミドに由来
保証するものにあつ する窒素を含有する
ては ものにあつては、ジ

水溶性マンガン 0.10 シアンジアミド性窒
五 水溶性ほう素を保 素は窒素全量の20.0
証するものにあつて ％以下であること。
は 五 牛等由来の原料を
水溶性ほう素 0.05 使用する場合にあつ

ては、管理措置が行
われたものであるこ
と。

混合窒素肥料 一 窒素全量、アンモ 窒素全量、アンモニ 一 牛等由来の原料を
ニア性窒素、硝酸性 ア性窒素、硝酸性窒 使用する場合にあつ
窒素又はアンモニア 素又はアンモニア性 ては、管理措置が行
性窒素及び硝酸性窒 窒素及び硝酸性窒素 われたものであるこ
素の合計量のいずれ の合計量の含有率 と。
か一について 15.0 1.0％につき 二 規則第七条の六第

二１ アンモニア性窒 硫青酸化物 0.01 一号の農林水産大臣
素を保証するもの ひ素 0.004 が指定する混合窒素
にあつては 亜硝酸 0.04 肥料以外のものであ
アンモニア性窒素 ビウレット性窒素 ること。

1.0 0.02
２ 硝酸性窒素を保 スルファミン酸0.01
証するものにあつ
ては
硝酸性窒素 1.0

三 水溶性苦土を保証
するものにあつては
水溶性苦土 1.0

四 水溶性マンガンを
保証するものにあつ



ては
水溶性マンガン0.10

五 水溶性ほう素を保
証するものにあつて
は
水溶性ほう素 0.05



二 りん酸質肥料（有機質肥料（動植物質のものに限る。）を除く。）
（１）登録の有効期間が６年であるもの

肥料の種類 含有すべき主成分 含有すべき主成 含有を許される有害 その他の制限事項
の最小量（％） 分の最大量（％） 成分の最大量（％）

（略） （略） （略） （略） （略）

被覆りん酸肥料 一 水溶性りん酸10.0 水溶性りん酸の含有 一 りん酸の初期溶
（りん酸質肥料を 二 水溶性りん酸のほ 率1.0％につき 出率は50％以下で
硫黄その他の被覆 か水溶性苦土又は水 ひ素 0.004 あること。
原料で被覆したも 溶性ほう素を保証す カドミウム 0.00015 二 牛等由来の原料
のをいう。） るものにあつては、 を使用する場合に

一に掲げるもののほ あつては、管理措
か 置が行われたもの
水溶性苦土について であること。
は 1.0 三 規則第七条の六
水溶性ほう素につい 第二号の農林水産
ては 0.05 大臣が指定する被

覆りん酸肥料であ
ること。

（略） （略） （略） （略） （略）

加工りん酸肥料 一 く溶性りん酸及び く溶性りん酸の含有 一 牛等由来の原料
（りん酸質肥料、熔 水溶性りん酸を保証 率1.0％につき を使用する場合に

よう

成微量要素複合肥 するものにあつては ひ素 0.004 あつては、管理措
料、りん酸含有物、 く溶性りん酸 15.0 カドミウム 0.00015 置が行われたもの
塩基性のカルシウ 水溶性りん酸 1.0 ニッケル 0.01 であること。
ム、マグネシウム 二 く溶性りん酸及び クロム 0.1 二 規則第七条の六
若しくはマンガン 水溶性りん酸のほか チタン 0.04 第二号の農林水産
含有物、鉱さい又 く溶性苦土、水溶性 大臣が指定する加
はほう酸塩に硫 苦土、く溶性マンガ 工りん酸肥料であ
酸、りん酸又は塩 ン、く溶性ほう素又 ること。
酸を加えたものを は水溶性ほう素を保
いう。） 証するものにあつて

は、一に掲げるもの
のほか
く溶性苦土について
は 2.0
水溶性苦土について
は 1.0
く溶性マンガンにつ
いては 1.0
く溶性ほう素につい
ては 0.05
水溶性ほう素につい
ては 0.05



肥料の種類 含有すべき主成分 含有すべき主成 含有を許される有害 その他の制限事項
の最小量（％） 分の最大量（％） 成分の最大量（％）

混合りん酸肥料 一 く溶性りん酸を保 く溶性りん酸及びり 一 可溶性マンガン
（りん酸質肥料に、 証するものにあつて ん酸以外の保証する を保証する肥料
りん酸質肥料、石 は 主成分のうち最も大 は、原料として可
灰質肥料、けい酸 く溶性りん酸 16.0 きい主成分の量の合 溶性マンガンを保
質肥料、苦土肥料、 二 く溶性りん酸及び 計量の含有率1.0％ 証する肥料を使用
マンガン質肥料、 アルカリ分を保証す につき したものであるこ
ほう素質肥料又は るものにあつては ひ素 0.002 と。
微量要素複合肥料 く溶性りん酸 3.0 亜硝酸 0.02 二 牛等由来の原料
を混合したものを アルカリ分 15.0 カドミウム0.000075 を使用する場合に
いう。） 三 く溶性りん酸又は ニッケル 0.005 あつては、管理措

アルカリ分のほか水 クロム 0.05 置が行われたもの
溶性りん酸、可溶性 チタン 0.02 であること。
けい酸、く溶性苦土、 三 規則第七条の六
水溶性苦土、可溶性 第二号の農林水産
マンガン、く溶性マ 大臣が指定する混
ンガン、水溶性マン 合りん酸肥料であ
ガン、く溶性ほう素 ること。
又は水溶性ほう素を
保証するものにあつ
ては、一又は二に掲
げるもののほか
水溶性りん酸につい
ては 1.0
可溶性けい酸につい
ては 10.0
く溶性苦土について
は 1.0
水溶性苦土について
は 1.0
可溶性マンガンにつ
いては 0.10
く溶性マンガンにつ
いては 0.10
水溶性マンガンにつ
いては 0.10
く溶性ほう素につい
ては 0.05
水溶性ほう素につい
ては 0.05

（２）登録の有効期間が３年であるもの

肥料の種類 含有すべき主成分 含有を許される有害 その他の制限事項
の最小量（％） 成分の最大量（％）

被覆りん酸肥料 一 水溶性りん酸10.0 水溶性りん酸の含有 一 りん酸の初期溶出
二 水溶性りん酸のほ 率1.0％につき 率は50％以下である
か水溶性苦土又は水 ひ素 0.004 こと。
溶性ほう素を保証す カドミウム 0.00015 二 牛等由来の原料を
るものにあつては、 使用する場合にあつ
一に掲げるもののほ ては、管理措置が行
か われたものであるこ
水溶性苦土について と。
は 1.0 三 規則第七条の六第
水溶性ほう素につい 二号の農林水産大臣
ては 0.05 が指定する被覆りん

酸肥料以外のもので
あること。

液体りん酸肥料 水溶性りん酸 17.0 水溶性りん酸の含有 一 牛等由来の原料を
水溶性苦土 3.0 率1.0％につき 使用する場合にあつ

ひ素 0.004 ては、管理措置が行
カドミウム 0.00015 われたものであるこ

と。
二 牛等の部位を原料
とする場合にあつて
は、脊柱等が混合し
ないものとして農林
水産大臣の確認を受
けた工程において製



造されたものである
こと。

熔成汚泥灰けい酸りん肥（下水道 く溶性りん酸 5.0 く溶性りん酸の含有 一 2ミリメートルの
よう

の終末処理場から生じる汚泥を焼 アルカリ分 45.0 率1.0％につき 網ふるいを全通する
成したものに肥料又は肥料原料を 可溶性けい酸 30.0 ひ素 0.004 こと。

混合し、熔融したものをいう。） く溶性苦土 12.0 カドミウム 0.00015 二 植害試験の調査を
よう

ニッケル 0.01 受け害が認められな
クロム 0.1 いものであること。
水銀 0.0001 三 牛等由来の原料を
鉛 0.006 使用する場合にあつ

ては、管理措置が行
われたものであるこ
と。

四 牛等の部位を原料
とする場合にあつて
は、脊柱等が混合し
ないものとして農林
水産大臣の確認を受
けた工程において製
造されたものである
こと。

加工りん酸肥料 一 く溶性りん酸及び く溶性りん酸の含有 一 牛等由来の原料を
水溶性りん酸を保証 率1.0％につき 使用する場合にあつ
するものにあつては ひ素 0.004 ては、管理措置が行
く溶性りん酸 15.0 カドミウム 0.00015 われたものであるこ
水溶性りん酸 1.0 ニッケル 0.01 と。

二 く溶性りん酸及び クロム 0.1 二 規則第七条の六第
水溶性りん酸のほか チタン 0.04 二号の農林水産大臣
く溶性苦土、水溶性 が指定する加工りん
苦土、く溶性マンガ 酸肥料以外のもので
ン、く溶性ほう素又 あること。
は水溶性ほう素を保
証するものにあつて
は、一に掲げるもの
のほか
く溶性苦土について
は 2.0
水溶性苦土について
は 1.0
く溶性マンガンにつ
いては 1.0
く溶性ほう素につい
ては 0.05
水溶性ほう素につい
ては 0.05

副産りん酸肥料（次に掲げる肥料 一 く溶性りん酸を保 く溶性りん酸の含有 一 植害試験の調査を
をいう。 証するものにあつて 率1.0％につき 受け害が認められな
一 食品工業又は化学工業におい は ひ素 0.004 いものであること。
て副産されたもの く溶性りん酸 15.0 カドミウム 0.00015 二 牛等由来の原料を

二 下水道の終末処理場その他の 二 く溶性りん酸のほ 使用する場合にあつ
排水の脱りん処理に伴い副産さ か水溶性りん酸又は ては、管理措置が行
れたもの） く溶性苦土を保証す われたものであるこ

るものにあつては と。
く溶性りん酸 15.0 三 牛等の部位を原料
水溶性りん酸につい とする場合にあつて
ては 2.0 は、脊柱等が混合し
く溶性苦土について ないものとして農林
は 3.0 水産大臣の確認を受

けた工程において製
造されたものである
こと。

混合りん酸肥料 一 く溶性りん酸を保 く溶性りん酸及びり 一 可溶性マンガンを
証するものにあつて ん酸以外の保証する 保証する肥料は、原
は 主成分のうち最も大 料として可溶性マン
く溶性りん酸 16.0 きい主成分の量の合 ガンを保証する肥料

二 く溶性りん酸及び 計量の含有率1.0％ を使用したものであ
アルカリ分を保証す につき ること。
るものにあっては ひ素 0.002 二 牛等由来の原料を
く溶性りん酸 3.0 亜硝酸 0.02 使用する場合にあつ
アルカリ分 15.0 カドミウム0.000075 ては、管理措置が行



三 く溶性りん酸又は ニッケル 0.005 われたものであるこ
アルカリ分のほか水 クロム 0.05 と。
溶性りん酸、可溶性 チタン 0.02 三 規則第七条の六第
けい酸、く溶性苦土、 二号の農林水産大臣
水溶性苦土、可溶性 が指定する混合りん
マンガン、く溶性マ 酸肥料以外のもので
ンガン、水溶性マン あること。
ガン、く溶性ほう素
又は水溶性ほう素を
保証するものにあつ
ては、一又は二に掲
げるもののほか
水溶性りん酸につい
ては 1.0
可溶性けい酸につい
ては 10.0
く溶性苦土について
は 1.0
水溶性苦土について
は 1.0
可溶性マンガンにつ
いては 0.10
く溶性マンガンにつ
いては 0.10
水溶性マンガンにつ
いては 0.10
く溶性ほう素につい
ては 0.05
水溶性ほう素につい
ては 0.05

三 （略）



四 有機質肥料（動植物質のものに限る。）
（１）登録の有効期間が６年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

（略） （略） （略） （略）

肉かす粉末 窒素全量 6.0 一 牛等由来の原料を
使用する場合にあつ
ては、管理措置が行
われたものであるこ
と。

二 牛等の部位を原料
とする場合にあつて
は、脊柱等が混合し
ないものとして農林
水産大臣の確認を受
けた工程において製
造されたものである
こと。

肉骨粉 窒素全量 5.0 一 牛等由来の原料を
りん酸全量 5.0 使用する場合にあつ

ては、管理措置が行
われたものであるこ
と。

二 牛等の部位を原料
とする場合にあつて
は、脊柱等が混合し
ないものとして農林
水産大臣の確認を受
けた工程において製
造されたものである
こと。

蒸製てい角粉 窒素全量 10.0 牛等由来の原料を使用
する場合にあつては、
管理措置が行われたも
のであること。

蒸製てい角骨粉 窒素全量及びりん酸全 一 牛等由来の原料を
量の合計量 15.0 使用する場合にあつ
窒素全量 6.0 ては、管理措置が行
りん酸全量 7.0 われたものであるこ

と。
二 牛等の部位を原料
とする場合にあつて
は、脊柱等が混合し
ないものとして農林
水産大臣の確認を受
けた工程において製
造されたものである
こと。

蒸製毛粉（羽及び鯨ひげを蒸製し 窒素全量 6.0 牛等由来の原料を使用
たものを含む。） する場合にあつては、

管理措置が行われたも
のであること。



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

乾血及びその粉末 窒素全量 10.0 一 牛等由来の原料を
使用する場合にあつ
ては、管理措置が行
われたものであるこ
と。

二 牛等の部位を原料
とする場合にあつて
は、脊柱等が混合し
ないものとして農林
水産大臣の確認を受
けた工程において製
造されたものである
こと。

生骨粉 窒素全量及びりん酸全 一 牛等由来の原料を
量の合計量 20.0 使用する場合にあつ
窒素全量 3.0 ては、管理措置が行
りん酸全量 16.0 われたものであるこ

と。
二 牛等の部位を原料
とする場合にあつて
は、脊柱等が混合し
ないものとして農林
水産大臣の確認を受
けた工程において製
造されたものである
こと。

蒸製骨粉（脱こう骨粉を含む。） 一 窒素全量及びりん 一 牛等由来の原料を
酸全量を保証するも 使用する場合にあつ
のにあつては窒素全 ては、管理措置が行
量及びりん酸全量の われたものであるこ
合計量 21.0 と。
窒素全量 1.0 二 牛等の部位を原料
りん酸全量 17.0 とする場合にあつて

二 りん酸全量を保証 は、脊柱等が混合し
するものにあつては ないものとして農林
りん酸全量 25.0 水産大臣の確認を受

けた工程において製
造されたものである
こと。

（略） （略） （略） （略）

蒸製皮革粉 窒素全量 6.0 牛等由来の原料を使用
する場合にあつては、
管理措置が行われたも
のであること。

（略） （略） （略） （略）



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

混合有機質肥料（次に掲げる肥料 窒素全量及びりん酸全 窒素全量の含有率1. 一 牛等由来の原料を
をいう。 量又は加里全量の合計 0％につき 使用する場合にあつ
一 有機質肥料に有機質肥料又は 量 6.0 ひ素 0.01 ては、管理措置が行
米ぬか、発酵米ぬか、乾燥藻及 窒素全量 1.0 カドミウム 0.00008 われたものであるこ
びその粉末、よもぎかす若しく りん酸全量については と。
は動物の排せつ物（鶏ふんの炭 1.0 二 牛等の部位を原料
化物に限る。）を混合したもの 加里全量については とする場合にあつて

二 一に掲げる混合有機質肥料の 1.0 は、脊柱等が混合し
原料となる肥料に血液又は豆腐 ないものとして農林
かすを混合し、乾燥したもの） 水産大臣の確認を受

けた工程において製
造されたものである
こと。

三 規則第七条の六第
四号の農林水産大臣
が指定する混合有機
質肥料であること。



（２）登録の有効期間が３年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

魚廃物加工肥料（魚荒、いか内臓 一 窒素全量 4.0 窒素全量の含有率 牛等由来の原料を使用
その他の魚廃物を泥炭その他の動 りん酸全量 1.0 1.0％につき する場合にあつては、
植物に由来する吸着原料に吸着さ 二 窒素全量及びりん カドミウム 0.00008 管理措置が行われたも
せたものをいう。） 酸全量のほか加里全 のであること。

量を保証するものに
あつては、一に掲げ
るもののほか
加里全量 1.0

食品残さ加工肥料（食品由来の有 一 窒素全量 2.5 一 油分は10％以下で
機質物（食品加工場等における食 加里全量 1.0 あること。
品の製造、加工又は調理の過程で 二 窒素全量及び加里 二 牛等由来の原料を
発生した食用に供することができ 全量のほかりん酸全 使用する場合にあつ
ない残さを除く。）を加熱乾燥し、 量を保証するものに ては、管理措置が行
搾油機により搾油したかすをい あつては、一に掲げ われたものであるこ
う。） るもののほか と。

りん酸全量 1.0

乾燥菌体肥料（次に掲げる肥料を 一 窒素全量を保証す 窒素全量の含有率 一 植害試験の調査を
いう。 るものにあつては 1.0％につき 受け害が認められな
一 培養によつて得られる菌体又 窒素全量 5.5 カドミウム 0.00008 いものであること。
はこの菌体から脂質若しくは核 二 窒素全量のほかり 二 牛等由来の原料を
酸を抽出したかすを乾燥したも ん酸全量又は加里全 使用する場合にあつ
の 量を保証するものに ては、管理措置が行

二 食品工業、パルプ工業、発酵 あつては われたものであるこ
工業又はゼラチン工業（なめし 窒素全量 4.0 と。
皮革くずを原料として使用しな りん酸全量について 三 牛等の部位を原料
いものに限る。）の廃水を活性 は 1.0 とする場合にあつて
スラッジ法により浄化する際に 加里全量については は、脊柱等が混合し
得られる菌体を加熱乾燥したも 1.0 ないものとして農林
の） 水産大臣の確認を受

けた工程において製
造されたものである
こと。

副産動物質肥料（食品工業、繊維 一 窒素全量を保証す 窒素全量の含有率 一 牛等由来の原料を
工業、ゼラチン工業又はなめしか るものにあつては 1.0％につき 使用する場合にあつ
わ製造業において副産されたもの 窒素全量 6.0 ひ素 0.01 ては、管理措置が行
であつて、動物質の原料に由来す 二 窒素全量のほかり カドミウム 0.00008 われたものであるこ
るものをいう。） ん酸全量又は加里全 と。

量を保証するものに 二 牛等の部位を原料
あつては窒素全量及 とする場合にあつて
びりん酸全量又は加 は、脊柱等が混合し
里全量の合計量10.0 ないものとして農林
窒素全量 2.0 水産大臣の確認を受
りん酸全量について けた工程において製
は 2.0 造されたものである
加里全量については こと。

9.0



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

混合有機質肥料 窒素全量及びりん酸全 窒素全量の含有率1. 一 牛等由来の原料を
量又は加里全量の合計 0％につき 使用する場合にあつ
量 6.0 ひ素 0.01 ては、管理措置が行
窒素全量 1.0 カドミウム われたものであるこ
りん酸全量については 0.00008 と。

1.0 二 牛等の部位を原料
加里全量については とする場合にあつて

1.0 は、脊柱等が混合し
ないものとして農林
水産大臣の確認を受
けた工程において製
造されたものである
こと。

三 規則第七条の六第
四号の農林水産大臣
が指定する混合有機
質肥料以外のもので
あること。



五 複合肥料
（１）登録の有効期間が６年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

熔成複合肥料（肥料（熔成汚泥 一 く溶性りん酸12.0 りん酸及び加里の主 一 ２ミリメートルの
よ う よう

灰複合肥料、混合汚泥複合肥料及 く溶性加里 3.0 成分の量の合計量の 網ふるいを全通する
び規則第１条の２各号に掲げる普 二 く溶性りん酸及び 含有率1.0％につき こと。
通肥料を除く。）又は肥料原料（汚 く溶性加里のほかア カドミウム0.000075 二 牛等由来の原料を
泥及び魚介類の臓器を除く。）を ルカリ分、可溶性け ニッケル 0.005 使用する場合にあつ

配合し、熔融したものをいう。） い酸又はく溶性苦土 クロム 0.05 ては、管理措置が行
よう

を保証するものにあ チタン 0.02 われたものであるこ
つては、一に掲げる と。
もののほか 三 牛等の部位を原料
アルカリ分について とする場合にあつて
は 45.0 は、脊柱等が混合し
可溶性けい酸につい ないものとして農林
ては 30.0 水産大臣の確認を受
く溶性苦土について けた工程において製
は 20.0 造されたものである

こと。

化成肥料（次に掲げる肥料をいう。 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 窒素全量を保証す
一 窒素質肥料、りん酸質肥料、 加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も る肥料は、アンモニ
加里質肥料、有機質肥料、複合 上についてそれぞれ 大きい主成分の量の ア性窒素又は硝酸性
肥料、石灰質肥料、けい酸質肥 の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0% 窒素以外の成分形態
料（シリカゲル肥料に限る。）、 の量の合計量 10.0 につき の窒素を含有するも
苦土肥料、マンガン質肥料、ほ 二１ 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 の並びにアンモニア
う素質肥料又は微量要素複合肥 するものにあつて ひ素 0.002 性窒素及び硝酸性窒
料のいずれか二以上を配合し、 は 亜硝酸 0.02 素を併せて含有する
造粒又は成形したもの 窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 ものであること。

二 一に掲げる化成肥料の原料と ２ アンモニア性窒 0.01 二 りん酸全量又は加
なる肥料に米ぬか、発酵米ぬか、 素を保証するもの スルファミン酸 里全量を保証する肥
乾燥藻及びその粉末、発酵乾ぷ にあつては 0.005 料は、原料として動
ん肥料、よもぎかす、骨灰、動 アンモニア性窒素 カドミウム0.000075 植物質のものを使用
物の排せつ物（鶏ふんの炭化物 1.0 ニッケル 0.005 したものであるこ
に限る。）又は動物の排せつ物 ３ 硝酸性窒素を保 クロム 0.05 と。
の燃焼灰（鶏ふん燃焼灰又は牛 証するものにあつ チタン 0.02 三 原料としてく溶性
の排せつ物と鶏ふんとの混合物 ては 水銀 0.00005 りん酸を含有する肥
の燃焼灰に限る。）のいずれか 硝酸性窒素 1.0 鉛 0.003 料及び可溶性りん酸
一以上を配合し、造粒又は成形 三１ りん酸全量を保 を含有する肥料を併
したもの 証するものにあつ せて使用する普通肥

三 肥料（混合汚泥複合肥料及び ては 料にあつては、く溶
規則第一条の二各号に掲げる普 りん酸全量 1.0 性りん酸又は可溶性
通肥料を除く。）又は肥料原料 ２ く溶性りん酸を りん酸のいずれか一
（汚泥及び魚介類の臓器を除 保証するものにあ を保証するものであ
く。）を使用し、これに化学的 つては ること。
操作を加えたもの く溶性りん酸 1.0 四 可溶性マンガンを

四 三に掲げる化成肥料を配合 ３ 可溶性りん酸を 保証する肥料は、原
し、造粒又は成形したもの 保証するものにあ 料として可溶性マン

五 一若しくは二に掲げる化成肥 つては ガンを保証する肥料
料又はその原料となる肥料若し 可溶性りん酸 1.0 を使用したものであ
くはその原料となる肥料を配合 ４ 水溶性りん酸を ること。
したものに三に掲げる化成肥 保証するものにあ 五 牛等由来の原料を
料、その化成肥料を配合したも つては 使用する場合にあつ
の又は四に掲げる化成肥料を配 水溶性りん酸 1.0 ては、管理措置が行
合し、造粒又は成形したもの） 四１ 加里全量を保証 われたものであるこ

するものにあつて と。
は 六 牛等の部位を原料
加里全量 1.0 とする場合にあつて

２ く溶性加里を保 は、脊柱等が混合し
証するものにあつ ないものとして農林
ては 水産大臣の確認を受
く溶性加里 1.0 けた工程において製

３ 水溶性加里を保 造されたものである
証するものにあつ こと。



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

ては 七 規則第七条の六第
水溶性加里 1.0 五号の農林水産大臣

五 可溶性けい酸を保 が指定する化成肥料
証するものにあつて であること。
は
可溶性けい酸 10.0

六１ く溶性苦土を保
証するものにあつ
ては
く溶性苦土 1.0

２ 水溶性苦土を保
証するものにあつ
ては
水溶性苦土 1.0

七１ 可溶性マンガン
を保証するものに
あつては
可溶性マンガン

0.10
２ く溶性マンガン
を保証するものに
あつては
く溶性マンガン

0.10
３ 水溶性マンガン
を保証するものに
あつては
水溶性マンガン

0.10
八１ く溶性ほう素を

保証するものにあ
つては
く溶性ほう素0.05

２ 水溶性ほう素を
保証するものにあ
つては
水溶性ほう素0.05

成形複合肥料（窒素質肥料、りん 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 窒素全量を保証す
酸質肥料、加里質肥料、有機質肥 加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も る肥料は、アンモニ
料、複合肥料、苦土肥料、マンガ 上についてそれぞれ 大きい主成分の量の ア性窒素又は硝酸性
ン質肥料、ほう素質肥料若しくは の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0 窒素以外の成分形態
微量要素複合肥料に木質泥炭、紙 の量の合計量 10.0 ％につき の窒素を含有するも
パルプ廃繊維、草炭質腐植、流紋 二１ 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 の並びにアンモニア
岩質凝灰岩粉末又はベントナイト するものにあつて ひ素 0.002 性窒素及び硝酸性窒
のいずれか一を混合し、造粒又は は 亜硝酸 0.02 素を併せて含有する
成形したものをいう。） 窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 ものであること。

２ アンモニア性窒 0.01 二 りん酸全量又は加
素を保証するもの スルファミン酸 里全量を保証する肥
にあつては 0.005 料は、原料として動
アンモニア性窒素 カドミウム0.000075 植物質のものを使用

1.0 ニッケル 0.005 したものであるこ
３ 硝酸性窒素を保 クロム 0.05 と。
証するものにあつ チタン 0.02 三 原料としてく溶性
ては 水銀 0.00005 りん酸を含有する肥
硝酸性窒素 1.0 鉛 0.003 料及び可溶性りん酸

三１ りん酸全量を保 を含有する肥料を併
証するものにあつ せて使用する普通肥
ては 料にあつては、く溶
りん酸全量 1.0 性りん酸又は可溶性

２ く溶性りん酸を りん酸のいずれか一
保証するものにあ を保証するものであ
つては ること。
く溶性りん酸 1.0 四 可溶性マンガンを

３ 可溶性りん酸を 保証する肥料は、原
保証するものにあ 料として可溶性マン



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

つては ガンを保証する肥料
可溶性りん酸 1.0 を使用したものであ

４ 水溶性りん酸を ること。
保証するものにあ 五 木質泥炭（乾物1
つては グラム当たり0.02モ
水溶性りん酸 1.0 ル毎リットルの過マ

四１ 加里全量を保証 ンガン酸カリウム溶
するものにあつて 液の消費量が100ミ
は リリットル相当以上
加里全量 1.0 の腐植を含有するも

２ く溶性加里を保 の）は、乾物として
証するものにあつ 20％以上45％以下を
ては 使用すること。
く溶性加里 1.0 六 紙パルプ廃繊維

３ 水溶性加里を保 （紙パルプ工場の廃
証するものにあつ 水から得られる廃繊
ては 維で、乾物当たりホ
水溶性加里 1.0 ロセルロースを55％

五１ く溶性苦土を保 以上を含有するも
証するものにあつ の）は、乾物として
ては 25％以上40％以下を
く溶性苦土 1.0 使用すること。

２ 水溶性苦土を保 七 草炭質腐植（草炭
証するものにあつ を水洗分離して得ら
ては れる腐植で、乾物当
水溶性苦土 1.0 たり灰分の含量が20

六１ 可溶性マンガン ％以下のもの）は、
を保証するものに 乾物として10％以上
あつては 25％以下を使用する
可溶性マンガン こと。

0.10 八 流紋岩質凝灰岩粉
２ く溶性マンガン 末（乾物100グラム
を保証するものに 当たり陽イオン交換
あつては 容量130ミリグラム
く溶性マンガン 当量以上を有するも

0.10 の）は、25％以上35
３ 水溶性マンガン ％以下を使用するこ
を保証するものに と。
あつては 九 ベントナイト（乾
水溶性マンガン 物100グラム当たり

0.10 陽イオン交換容量50
七１ く溶性ほう素を ミリグラム当量以上

保証するものにあ を有するもの）は、
つては 25％以上35％以下を
く溶性ほう素0.05 使用すること。

２ 水溶性ほう素を 十 牛等由来の原料を
保証するものにあ 使用する場合にあつ
つては ては、管理措置が行
水溶性ほう素0.05 われたものであるこ

と。
十一 規則第七条の六
第五号の農林水産大
臣が指定する成形複
合肥料であること。

被覆複合肥料（化成肥料又は液状 一 窒素及び水溶性り 窒素、りん酸又は加 一 窒素は、水溶性で
複合肥料を硫黄その他の被覆原料 ん酸又は水溶性加里 里のそれぞれの最も あること。
で被覆したものをいう。） の主成分の量の合計 大きい主成分の量の 二 窒素の初期溶出率

量 15.0 合計量の含有率1.0 は、50％以下である
二１ 窒素全量を保証 ％につき こと。

するものにあつて 硫青酸化物 0.005 三 牛等由来の原料を
は ひ素 0.002 使用する場合にあつ
窒素全量 1.0 亜硝酸 0.02 ては、管理措置が行

２ アンモニア性窒 ビウレット性窒素 われたものであるこ
素を保証するもの 0.01 と。
にあつては スルファミン酸 四 規則第七条の六第



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

アンモニア性窒素 0.005 五号の農林水産大臣
1.0 カドミウム0.000075 が指定する被覆複合

３ 硝酸性窒素を保 肥料であること。
証するものにあつ
ては
硝酸性窒素 1.0

三 水溶性りん酸を保
証するものにあつて
は
水溶性りん酸 1.0

四 水溶性加里を保証
するものにあつては
水溶性加里 1.0

五 水溶性苦土を保証
するものにあつては
水溶性苦土 1.0

六 水溶性マンガンを
保証するものにあつ
ては
水溶性マンガン0.10

七 水溶性ほう素を保
証するものにあつて
は
水溶性ほう素 0.05

配合肥料（次に掲げる肥料をいう。 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 窒素全量を保証す
一 窒素質肥料、りん酸質肥料、 加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も る肥料は、アンモニ
加里質肥料、有機質肥料、複合 上についてそれぞれ 大きい主成分の量の ア性窒素又は硝酸性
肥料、石灰質肥料、けい酸質肥 の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0% 窒素以外の成分形態
料（シリカゲル肥料に限る。）、 の量の合計量 10.0 につき の窒素を含有するも
苦土肥料、マンガン質肥料、ほ 二１ 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 の並びにアンモニア
う素質肥料又は微量要素複合肥 するものにあつて ひ素 0.002 性窒素及び硝酸性窒
料のいずれか二以上を配合した は 亜硝酸 0.02 素を併せて含有する

もの 窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 ものであること。
二 一に掲げる配合肥料の原料と ２ アンモニア性窒 0.01 二 りん酸全量又は加
なる肥料に米ぬか、発酵米ぬか、 素を保証するもの スルファミン酸 里全量を保証する肥
乾燥藻及びその粉末、発酵乾ぷ にあつては 0.005 料は、原料として動
ん肥料、グアノ（りん酸のく溶 アンモニア性窒素 カドミウム 植物質のものを使用
率50%以上のもので造粒又は成 1.0 0.000075 したものであること。
形しないものに限る。）、よもぎ ３ 硝酸性窒素を保 ニッケル 0.005 三 原料としてく溶性
かす、骨灰、動物の排せつ物（鶏 証するものにあつ クロム 0.05 りん酸を含有する肥
ふんの炭化物に限る。）又は動 ては チタン 0.02 料及び可溶性りん酸
物の排せつ物の燃焼灰（鶏ふん 硝酸性窒素 1.0 水銀 0.00005 を含有する肥料を併
燃焼灰又は牛の排せつ物と鶏ふ 三１ りん酸全量を保 鉛 0.003 せて使用する普通肥
んとの混合物の燃焼灰に限る。） 証するものにあつ 料にあつては、く溶
のいずれか一以上を配合したも ては 性りん酸又は可溶性
の りん酸全量 1.0 りん酸のいずれか一

三 化成肥料を配合したもの） ２ く溶性りん酸を を保証するものであ
保証するものにあ ること。
つては 四 可溶性マンガンを
く溶性りん酸 1.0 保証する肥料は、原

３ 可溶性りん酸を 料として可溶性マン
保証するものにあ ガンを保証する肥料
つては を使用したものであ
可溶性りん酸 1.0 ること。

４ 水溶性りん酸を 五 牛等由来の原料を
保証するものにあ 使用する場合にあつ
つては ては、管理措置が行
水溶性りん酸 1.0 われたものであるこ

四１ 加里全量を保証 と。
するものにあつて 六 牛等の部位を原料
は とする場合にあつて
加里全量 1.0 は、脊柱等が混合し

２ く溶性加里を保 ないものとして農林
証するものにあつ 水産大臣の確認を受
ては けた工程において製



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

く溶性加里 1.0 造されたものである
３ 水溶性加里を保証 こと。
するものにあつては 七 規則第七条の六第
水溶性加里 1.0 五号の農林水産大臣

五 可溶性けい酸を保 が指定する配合肥料
証するものにあつて であること。
は
可溶性けい酸 10.0

六１ く溶性苦土を保
証するものにあつ
ては
く溶性苦土 1.0

２ 水溶性苦土を保
証するものにあつ
ては
水溶性苦土 1.0

七１ 可溶性マンガン
を保証するものに
あつては
可溶性マンガン

0.005
２ く溶性マンガン
を保証するものに
あつては
く溶性マンガン

0.005
３ 水溶性マンガン
を保証するものに
あつては
水溶性マンガン

0.005
八１ く溶性ほう素を

保証するものにあ
つては
く溶性ほう素

0.005
２ 水溶性ほう素を
保証するものにあ
つては
水溶性ほう素

0.005



（２）登録の有効期間が３年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

化成肥料 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 窒素全量を保証す
加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も る肥料は、アンモニ
上についてそれぞれ 大きい主成分の量の ア性窒素又は硝酸性
の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0% 窒素以外の成分形態
の量の合計量 10.0 につき の窒素を含有するも

二１ 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 の並びにアンモニア
するものにあつて ひ素 0.002 性窒素及び硝酸性窒
は 亜硝酸 0.02 素を併せて含有する
窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 ものであること。

２ アンモニア性窒 0.01 二 りん酸全量又は加
素を保証するもの スルファミン酸 里全量を保証する肥
にあつては 0.005 料は、原料として動
アンモニア性窒素 カドミウム 植物質のものを使用

1.0 0.000075 したものであること。
３ 硝酸性窒素を保 ニッケル 0.005 三 原料としてく溶性
証するものにあつ クロム 0.05 りん酸を含有する肥
ては チタン 0.02 料及び可溶性りん酸
硝酸性窒素 1.0 水銀 0.00005 を含有する肥料を併

三１ りん酸全量を保 鉛 0.003 せて使用する普通肥
証するものにあつ 料にあつては、く溶
ては 性りん酸又は可溶性
りん酸全量 1.0 りん酸のいずれか一

２ く溶性りん酸を を保証するものであ
保証するものにあ ること。
つては 四 可溶性マンガンを
く溶性りん酸 1.0 保証する肥料は、原

３ 可溶性りん酸を 料として可溶性マン
保証するものにあ ガンを保証する肥料
つては を使用したものであ
可溶性りん酸 1.0 ること。

４ 水溶性りん酸を 五 牛等由来の原料を
保証するものにあ 使用する場合にあつ
つては ては、管理措置が行
水溶性りん酸 1.0 われたものであるこ

四１ 加里全量を保証 と。
するものにあつて 六 牛等の部位を原料
は とする場合にあつて
加里全量 1.0 は、脊柱等が混合し

２ く溶性加里を保 ないものとして農林
証するものにあつ 水産大臣の確認を受
ては けた工程において製
く溶性加里 1.0 造されたものである

３ 水溶性加里を保 こと。
証するものにあつ 七 規則第七条の六第
ては 五号の農林水産大臣
水溶性加里 1.0 が指定する化成肥料

五 可溶性けい酸を保 以外のものであるこ
証するものにあつて と。
は
可溶性けい酸 10.0

六１ く溶性苦土を保
証するものにあつ
ては
く溶性苦土 1.0

２ 水溶性苦土を保
証するものにあつ
ては
水溶性苦土 1.0

七１ 可溶性マンガン
を保証するものに
あつては
可溶性マンガン

0.10



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

２ く溶性マンガン
を保証するものに
あつては
く溶性マンガン

0.10
３ 水溶性マンガン
を保証するものに
あつては
水溶性マンガン

0.10
八１ く溶性ほう素を

保証するものにあ
つては
く溶性ほう素

0.05
２ 水溶性ほう素を
保証するものにあ
つては
水溶性ほう素

0.05

混合動物排せつ物複合肥料（窒素 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 く溶性りん酸、可
質肥料、りん酸質肥料、加里質肥 加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も 溶性りん酸又は可溶
料、有機質肥料、複合肥料、石灰 上についてそれぞれ 大きい主成分の量の 性マンガンを保証す
質肥料、けい酸質肥料（シリカゲ の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0 る肥料は、化成肥料
ル肥料に限る。）、苦土肥料、マン の量の合計量 10.0 ％につき の当該欄の三又は四
ガン質肥料、ほう素質肥料又は微 二１ 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 の規定によること。
量要素複合肥料に動物の排せつ物 するものにあつて ひ素 0.002 二 動物の排せつ物
（牛又は豚の排せつ物を加熱乾燥 は 亜硝酸 0.02 （牛又は豚の排せつ
したものに限る。）を混合し、造 窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 物を加熱乾燥したも
粒又は成形したものをいう。） ２ アンモニア性窒 0.01 のに限る。）は、乾

素を保証するもの スルファミン酸 物として窒素全量が
にあつては 0.005 2.0％以上であり、
アンモニア性窒素 カドミウム かつ、窒素全量、り

1.0 0.000075 ん酸全量又は加里全
３ 硝酸性窒素を保 ニッケル 0.005 量の合計量が5.0％
証するものにあつ クロム 0.05 以上であること。
ては チタン 0.02 三 動物の排せつ物
硝酸性窒素 1.0 水銀 0.00005 （牛又は豚の排せつ

三１ りん酸全量を保 鉛 0.003 物を加熱乾燥したも
証するものにあつ のに限る。）は、乾
ては 物として70％以下を
りん酸全量 1.0 使用すること。

２ く溶性りん酸を 四 牛等由来の原料を
保証するものにあ 使用する場合にあつ
つては ては、管理措置が行
く溶性りん酸 1.0 われたものであるこ

３ 可溶性りん酸を と。
保証するものにあ
つては
可溶性りん酸 1.0

４ 水溶性りん酸を
保証するものにあ
つては
水溶性りん酸 1.0

四１ 加里全量を保証
するものにあつて
は
加里全量 1.0

２ く溶性加里を保
証するものにあつ
ては
く溶性加里 1.0

３ 水溶性加里を保
証するものにあつ
ては
水溶性加里 1.0

五 可溶性けい酸を保
証するものにあつて
は
可溶性けい酸 10.0



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

六１ く溶性苦土を保
証するものにあつ
ては
く溶性苦土 1.0

２ 水溶性苦土を保
証するものにあつ
ては
水溶性苦土 1.0

七１ 可溶性マンガン
を保証するものに
あつては
可溶性マンガン

0.10
２ く溶性マンガン
を保証するものに
あつては
く溶性マンガン

0.10
３ 水溶性マンガン
を保証するものに
あつては
水溶性マンガン

0.10
八１ く溶性ほう素を

保証するものにあ
つては
く溶性ほう素

0.05
２ 水溶性ほう素を
保証するものにあ
つては
水溶性ほう素

0.05

混合堆肥複合肥料（次に掲げる肥 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 く溶性りん酸、可
料をいう。 加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も 溶性りん酸又は可溶
一 窒素質肥料、りん酸質肥料、 上についてそれぞれ 大きい主成分の量の 性マンガンを保証す
加里質肥料、有機質肥料、複合 の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0 る肥料は、化成肥料
肥料、石灰質肥料、けい酸質肥 の量の合計量 10.0 ％につき の当該欄の三又は四
料（シリカゲル肥料に限る。）、 二１ 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 の規定によること。
苦土肥料、マンガン質肥料、ほ するものにあつて ひ素 0.002 二 堆肥（動物の排せ
う素質肥料又は微量要素複合肥 は 亜硝酸 0.02 つ物を主原料とする
料に堆肥（動物の排せつ物又は 窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 ものに限る。）を原
食品由来の有機質物を主原料と ２ アンモニア性窒 0.01 料とする場合にあつ
するものに限る。）を混合し、 素を保証するもの スルファミン酸 ては、乾物として窒
造粒又は成形後、加熱乾燥した にあつては 0.005 素全量が2.0％以上
もの アンモニア性窒素 カドミウム であり、かつ、窒素

二 窒素質肥料、りん酸質肥料、 1.0 0.000075 全量、りん酸全量又
加里質肥料、有機質肥料、複合 ３ 硝酸性窒素を保 ニッケル 0.005 は加里全量の合計量
肥料、石灰質肥料、けい酸質肥 証するものにあつ クロム 0.05 が5.0％以上である
料（シリカゲル肥料に限る。）、 ては チタン 0.02 こと。
苦土肥料、マンガン質肥料、ほ 硝酸性窒素 1.0 水銀 0.00005 三 堆肥（食品由来の
う素質肥料又は微量要素複合肥 三１ りん酸全量を保 鉛 0.003 有機質物を主原料と
料に米ぬか、発酵米ぬか、乾燥 証するものにあつ するものに限る。）
藻及びその粉末、発酵乾ぷん肥 ては を原料とする場合に
料、よもぎかす、骨灰、動物の りん酸全量 1.0 あつては、乾物とし
排せつ物（鶏ふんの炭化物に限 ２ く溶性りん酸を て窒素全量が3.0％
る。）又は動物の排せつ物の燃 保証するものにあ 以上であり、かつ、
焼灰（鶏ふん燃焼灰に限る。） つては 窒素全量、りん酸全
のいずれか一以上及び堆肥（動 く溶性りん酸 1.0 量又は加里全量の合
物の排せつ物又は食品由来の有 ３ 可溶性りん酸を 計量が5.0％以上で
機質物を主原料とするものに限 保証するものにあ あること。
る。）を混合し、造粒又は成形 つては 四 堆肥（動物の排せ
後、加熱乾燥したもの） 可溶性りん酸 1.0 つ物又は食品由来の

４ 水溶性りん酸を 有機質物を主原料と
保証するものにあ するものに限る。）
つては は、炭素窒素比が15
水溶性りん酸 1.0 以下であり、かつ、

四１ 加里全量を保証 乾物として50％以下
するものにあつて を使用すること。
は 五 牛等由来の原料を
加里全量 1.0 使用する場合にあつ

ては、管理措置が行



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

２ く溶性加里を保 われたものであるこ
証するものにあつ と。
ては
く溶性加里 1.0

３ 水溶性加里を保
証するものにあつ
ては
水溶性加里 1.0

五 可溶性けい酸を保
証するものにあつて
は
可溶性けい酸 10.0

六１ く溶性苦土を保
証するものにあつ
ては
く溶性苦土 1.0

２ 水溶性苦土を保
証するものにあつ
ては
水溶性苦土 1.0

七１ 可溶性マンガン
を保証するものに
あつては
可溶性マンガン

0.10
２ く溶性マンガン
を保証するものに
あつては
く溶性マンガン

0.10
３ 水溶性マンガン
を保証するものに
あつては
水溶性マンガン

0.10
八１ く溶性ほう素を

保証するものにあ
つては
く溶性ほう素

0.05
２ 水溶性ほう素を
保証するものにあ
つては
水溶性ほう素

0.05

成形複合肥料 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 窒素全量を保証す
加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も る肥料は、アンモニ
上についてそれぞれ 大きい主成分の量の ア性窒素又は硝酸性
の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0 窒素以外の成分形態
の量の合計量 10.0 ％につき の窒素を含有するも

二１ 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 の並びにアンモニア
するものにあつて ひ素 0.002 性窒素及び硝酸性窒
は 亜硝酸 0.02 素を併せて含有する
窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 ものであること。

２ アンモニア性窒 0.01 二 りん酸全量又は加
素を保証するもの スルファミン酸 里全量を保証する肥
にあつては 0.005 料は、原料として動
アンモニア性窒素 カドミウム0.000075 植物質のものを使用

1.0 ニッケル 0.005 したものであるこ
３ 硝酸性窒素を保 クロム 0.05 と。
証するものにあつ チタン 0.02 三 原料としてく溶性
ては 水銀 0.00005 りん酸を含有する肥
硝酸性窒素 1.0 鉛 0.003 料及び可溶性りん酸

三１ りん酸全量を保 を含有する肥料を併
証するものにあつ せて使用する普通肥
ては 料にあつては、く溶
りん酸全量 1.0 性りん酸又は可溶性

２ く溶性りん酸を りん酸のいずれか一
保証するものにあ を保証するものであ
つては ること。
く溶性りん酸 1.0 四 可溶性マンガンを



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

３ 可溶性りん酸を 保証する肥料は、原
保証するものにあ 料として可溶性マン
つては ガンを保証する肥料
可溶性りん酸 1.0 を使用したものであ

４ 水溶性りん酸を ること。
保証するものにあ 五 木質泥炭（乾物1
つては グラム当たり0.02モ
水溶性りん酸 1.0 ル毎リットルの過マ

四１ 加里全量を保証 ンガン酸カリウム溶
するものにあつて 液の消費量が100ミ
は リリットル相当以上
加里全量 1.0 の腐植を含有するも

２ く溶性加里を保 の）は、乾物として
証するものにあつ 20％以上45％以下を
ては 使用すること。
く溶性加里 1.0 六 紙パルプ廃繊維

３ 水溶性加里を保 （紙パルプ工場の廃
証するものにあつ 水から得られる廃繊
ては 維で、乾物当たりホ
水溶性加里 1.0 ロセルロースを55％

五１ く溶性苦土を保 以上を含有するも
証するものにあつ の）は、乾物として
ては 25％以上40％以下を
く溶性苦土 1.0 使用すること。

２ 水溶性苦土を保 七 草炭質腐植（草炭
証するものにあつ を水洗分離して得ら
ては れる腐植で、乾物当
水溶性苦土 1.0 たり灰分の含量が20

六１ 可溶性マンガン ％以下のもの）は、
を保証するものに 乾物として10％以上
あつては 25％以下を使用する
可溶性マンガン こと。

0.10 八 流紋岩質凝灰岩粉
２ く溶性マンガン 末（乾物100グラム
を保証するものに 当たり陽イオン交換
あつては 容量130ミリグラム
く溶性マンガン 当量以上を有するも

0.10 の）は、25％以上35
３ 水溶性マンガン ％以下を使用するこ
を保証するものに と。
あつては 九 ベントナイト（乾
水溶性マンガン 物100グラム当たり

0.10 陽イオン交換容量50
七１ く溶性ほう素を ミリグラム当量以上

保証するものにあ を有するもの）は、
つては 25％以上35％以下を
く溶性ほう素0.05 使用すること。

２ 水溶性ほう素を 十 牛等由来の原料を
保証するものにあ 使用する場合にあつ
つては ては、管理措置が行
水溶性ほう素0.05 われたものであるこ

と。
十一 規則第七条の六
第五号の農林水産大
臣が指定する成形複
合肥料以外のもので
あること。

吸着複合肥料（窒素、りん酸又は 一 窒素、水溶性りん 窒素、りん酸又は加 一 植害試験の調査を
加里を含有する水溶液をけいそう 酸又は水溶性加里の 里のそれぞれの最も 受け害が認められな
土その他の吸着原料に吸着させた いずれか二以上の主 大きい主成分の量の いものであること。
ものをいう。） 成分の量の合計量 合計量の含有率1.0 二 牛等由来の原料を

5.0 ％につき 使用する場合にあつ
二１ 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 ては、管理措置が行

するものにあつて ひ素 0.002 われたものであるこ
は 亜硝酸 0.02 と。
窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 三 牛等の部位を原料

２ アンモニア性窒 0.01 とする場合にあつて
素を保証するもの スルファミン酸 は、脊柱等が混合し
にあつては 0.005 ないものとして農林
アンモニア性窒素 カドミウム0.000075 水産大臣の確認を受

1.0 けた工程において製
３ 硝酸性窒素を保 造されたものである
証するものにあつ こと。
ては



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

硝酸性窒素 1.0
三 水溶性りん酸を保
証するものにあつて
は
水溶性りん酸 1.0

四 水溶性加里を保証
するものにあつては
水溶性加里 1.0

被覆複合肥料 一 窒素及び水溶性り 窒素、りん酸又は加 一 窒素は、水溶性で
ん酸又は水溶性加里 里のそれぞれの最も あること。
の主成分の量の合計 大きい主成分の量の 二 窒素の初期溶出率
量 15.0 合計量の含有率1.0 は、50％以下である

二１ 窒素全量を保証 ％につき こと。
するものにあつて 硫青酸化物 0.005 三 牛等由来の原料を
は ひ素 0.002 使用する場合にあつ
窒素全量 1.0 亜硝酸 0.02 ては、管理措置が行

２ アンモニア性窒 ビウレット性窒素 われたものであるこ
素を保証するもの 0.01 と。
にあつては スルファミン酸 四 規則第七条の六第
アンモニア性窒素 0.005 五号の農林水産大臣

1.0 カドミウム0.000075 が指定する被覆複合
３ 硝酸性窒素を保 肥料以外のものであ
証するものにあつ ること。
ては
硝酸性窒素 1.0

三 水溶性りん酸を保
証するものにあつて
は
水溶性りん酸 1.0

四 水溶性加里を保証
するものにあつては
水溶性加里 1.0

五 水溶性苦土を保証
するものにあつては
水溶性苦土 1.0

六 水溶性マンガンを
保証するものにあつ
ては
水溶性マンガン0.10

七 水溶性ほう素を保
証するものにあつて
は
水溶性ほう素 0.05

副産複合肥料（食品工業又は化学 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 植害試験の調査を
工業において副産されたものであ 加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も 受け害が認められな
つて、窒素、りん酸又は加里のい 上の主成分の量の合 大きい主成分の量の いものであること。
ずれか二以上を含有するものをい 計量 5.0 合計量の含有率1.0 二 牛等由来の原料を
う。） 二１ 窒素全量を保証 ％につき 使用する場合にあつ

するものにあつて 硫青酸化物 0.005 ては、管理措置が行
は ひ素 0.002 われたものであるこ
窒素全量 1.0 亜硝酸 0.02 と。

２ アンモニア性窒 ビウレット性窒素 三 牛等の部位を原料
素を保証するもの 0.01 とする場合にあつて
にあつては スルファミン酸 は、脊柱等が混合し
アンモニア性窒素 0.005 ないものとして農林

1.0 カドミウム0.000075 水産大臣の確認を受
三１ りん酸全量を保 けた工程において製

証するものにあつ 造されたものである
ては こと。
りん酸全量 1.0

２ く溶性りん酸を
保証するものにあ
つては
く溶性りん酸 1.0

３ 可溶性りん酸を
保証するものにあ
つては



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

可溶性りん酸 1.0
４ 水溶性りん酸を
保証するものにあ
つては
水溶性りん酸 1.0

四１ 加里全量を保証
するものにあつて
は
加里全量 1.0

２ く溶性加里を保
証するものにあつ
ては
く溶性加里 1.0

３ 水溶性加里を保
証するものにあつ
ては
水溶性加里 1.0

五 く溶性苦土を保証
するものにあつては
く溶性苦土 1.0

液状複合肥料 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 窒素全量、りん酸
加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も 全量、加里全量、く
上についてそれぞれ 大きい主成分の量の 溶性りん酸又は可溶
の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0 性りん酸を保証する
の量の合計量 8.0 ％につき 肥料は、成形複合肥

二１ 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 料の当該欄の一、二
するものにあつて ひ素 0.002 又は三の規定による
は 亜硝酸 0.02 こと。
窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 二 シアナミドを原料

２ アンモニア性窒 0.01 として使用したもの
素を保証するもの スルファミン酸 でないこと。
にあつては 0.005 三 チオ硫酸アンモニ
アンモニア性窒素 カドミウム0.000075 ウムに由来する窒素

1.0 ニッケル 0.005 を含有するものにあ
３ 硝酸性窒素を保 クロム 0.05 つては、pHが6.0以
証するものにあつ チタン 0.02 上のものであること。
ては 水銀 0.00005 四 牛等由来の原料を
硝酸性窒素 1.0 鉛 0.003 使用する場合にあつ

三１ りん酸全量を保 ては、管理措置が行
証するものにあつ われたものであるこ
ては と。
りん酸全量 1.0 五 牛等の部位を原料

２ く溶性りん酸を とする場合にあつて
保証するものにあ は、脊柱等が混合し
つては ないものとして農林
く溶性りん酸 1.0 水産大臣の確認を受

３ 可溶性りん酸を けた工程において製
保証するものにあ 造されたものである
つては こと。
可溶性りん酸 1.0

４ 水溶性りん酸を
保証するものにあ
つては
水溶性りん酸 1.0

四１ 加里全量を保証
するものにあつて
は
加里全量 1.0

２ 水溶性加里を保
証するものにあつ
ては
水溶性加里 1.0

五１ く溶性苦土を保
証するものにあつ
ては



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

く溶性苦土 1.0
２ 水溶性苦土を保
証するものにあつ
ては
水溶性苦土 1.0

六１ く溶性マンガン
を保証するものに
あつては
く溶性マンガン

0.005
２ 水溶性マンガン
を保証するものに
あつては
水溶性マンガン

0.005
七１ く溶性ほう素を

保証するものにあ
つては
く溶性ほう素

0.005
２ 水溶性ほう素を
保証するものにあ
つては
水溶性ほう素

0.005

配合肥料 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 窒素全量を保証す
加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も る肥料は、アンモニ
上についてそれぞれ 大きい主成分の量の ア性窒素又は硝酸性
の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0% 窒素以外の成分形態
の量の合計量 10.0 につき の窒素を含有するも

二１ 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 の並びにアンモニア
するものにあつて ひ素 0.002 性窒素及び硝酸性窒
は 亜硝酸 0.02 素を併せて含有する
窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 ものであること。

２ アンモニア性窒 0.01 二 りん酸全量又は加
素を保証するもの スルファミン酸 里全量を保証する肥
にあつては 0.005 料は、原料として動
アンモニア性窒素 カドミウム 植物質のものを使用

1.0 0.000075 したものであること。
３ 硝酸性窒素を保 ニッケル 0.005 三 原料としてく溶性
証するものにあつ クロム 0.05 りん酸を含有する肥
ては チタン 0.02 料及び可溶性りん酸
硝酸性窒素 1.0 水銀 0.00005 を含有する肥料を併

三１ りん酸全量を保 鉛 0.003 せて使用する普通肥
証するものにあつ 料にあつては、く溶
ては 性りん酸又は可溶性
りん酸全量 1.0 りん酸のいずれか一

２ く溶性りん酸を を保証するものであ
保証するものにあ ること。
つては 四 可溶性マンガンを
く溶性りん酸 1.0 保証する肥料は、原

３ 可溶性りん酸を 料として可溶性マン
保証するものにあ ガンを保証する肥料
つては を使用したものであ
可溶性りん酸 1.0 ること。

４ 水溶性りん酸を 五 牛等由来の原料を
保証するものにあ 使用する場合にあつ
つては ては、管理措置が行
水溶性りん酸 1.0 われたものであるこ

四１ 加里全量を保証 と。
するものにあつて 六 牛等の部位を原料
は とする場合にあつて
加里全量 1.0 は、脊柱等が混合し

２ く溶性加里を保 ないものとして農林
証するものにあつ 水産大臣の確認を受



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

ては けた工程において製
く溶性加里 1.0 造されたものである

３ 水溶性加里を保証 こと。
するものにあつては 七 規則第七条の六第
水溶性加里 1.0 五号の農林水産大臣

五 可溶性けい酸を保 が指定する配合肥料
証するものにあつて 以外のものであるこ
は と。
可溶性けい酸 10.0

六１ く溶性苦土を保
証するものにあつ
ては
く溶性苦土 1.0

２ 水溶性苦土を保
証するものにあつ
ては
水溶性苦土 1.0

七１ 可溶性マンガン
を保証するものに
あつては
可溶性マンガン

0.005
２ く溶性マンガン
を保証するものに
あつては
く溶性マンガン

0.005
３ 水溶性マンガン
を保証するものに
あつては
水溶性マンガン

0.005
八１ く溶性ほう素を

保証するものにあ
つては
く溶性ほう素

0.005
２ 水溶性ほう素を
保証するものにあ
つては
水溶性ほう素

0.005

熔成汚泥灰複合肥料（下水道の終 一 く溶性りん酸 りん酸及び加里の主 一 ２ミリメートルの
よ う

末処理場から生じる汚泥を焼成し 12.0 成分の量の合計量の 網ふるいを全通する
たものに肥料又は肥料原料を混合 く溶性加里 1.0 含有率1.0％につき こと。

し、熔融したものをいう。） 二 く溶性りん酸及び ひ素 0.002 二 植害試験の調査を
よ う

く溶性加里のほかア カドミウム0.000075 受け害が認められな
ルカリ分、可溶性け ニッケル 0.005 いものであること。
い酸又はく溶性苦土 クロム 0.05 三 牛等由来の原料を
を保証するものにあ 水銀 0.00005 使用する場合にあつ
つては、一に掲げる 鉛 0.003 ては、管理措置が行
もののほか われたものであるこ
アルカリ分について と。
は 40.0 四 牛等の部位を原料
可溶性けい酸につい とする場合にあつて
ては 10.0 は、脊柱等が混合し
く溶性苦土について ないものとして農林
は 12.0 水産大臣の確認を受

けた工程において製
造されたものである
こと。



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

混合汚泥複合肥料（窒素質肥料、 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 窒素全量、りん酸
りん酸質肥料、加里質肥料、有機 加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も 全量、加里全量、く
質肥料、複合肥料、石灰質肥料、 上についてそれぞれ 大きい主成分の量の 溶性りん酸、可溶性
けい酸質肥料（シリカゲル肥料に の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0 りん酸又は可溶性マ
限る。）、苦土肥料、マンガン質肥 の量の合計量 10.0 ％につき ンガンを保証する肥
料、ほう素質肥料又は微量要素複 二１ 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 料は、成形複合肥料
合肥料に次のいずれかを混合し、 するものにあつて ひ素 0.002 の当該欄の一、二、
造粒又は成形したものをいう。 は 亜硝酸 0.02 三又は四の規定によ
一 汚泥発酵肥料（次のいずれか 窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 ること。
を堆積又はかくはんし、腐熟さ ２ アンモニア性窒 0.01 二 汚泥発酵肥料は、
せたものに限る。次号において 素を保証するもの スルファミン酸 乾物として40％以下
同じ。） にあつては 0.005 を使用すること。
ア し尿処理施設から生じた汚 アンモニア性窒素 カドミウム0.000075 三 牛等由来の原料を
泥を濃縮、消化、脱水又は乾 1.0 ニッケル 0.005 使用する場合にあつ
燥したもの ３ 硝酸性窒素を保 クロム 0.05 ては、管理措置が行

イ 動物の排せつ物に凝集を促 証するものにあつ チタン 0.02 われたものであるこ
進する材料（昭和二十五年六 ては 水銀 0.00005 と。
月二十日農林省告示百七十七 硝酸性窒素 1.0 鉛 0.003
号（特殊肥料等を指定する件） 三１ りん酸全量を保
の別表に掲げる凝集促進材を 証するものにあつ
除く。）若しくは悪臭を防止 ては
する材料を混合し、脱水若し りん酸全量 1.0
くは乾燥したものに動物の排 ２ く溶性りん酸を
せつ物を混合したもの又はこ 保証するものにあ
れを乾燥したもの つては

二 動物の排せつ物の燃焼灰（鶏 く溶性りん酸 1.0
ふん燃焼灰に限る。）及び汚泥 ３ 可溶性りん酸を
発酵肥料） 保証するものにあ

つては
可溶性りん酸 1.0

４ 水溶性りん酸を
保証するものにあ
つては
水溶性りん酸 1.0

四１ 加里全量を保証
するものにあつて
は
加里全量 1.0

２ く溶性加里を保
証するものにあつ
ては
く溶性加里 1.0

３ 水溶性加里を保
証するものにあつ
ては
水溶性加里 1.0

五 可溶性けい酸を保
証するものにあつて
は
可溶性けい酸 10.0

六１ く溶性苦土を保
証するものにあつ
ては
く溶性苦土 1.0

２ 水溶性苦土を保
証するものにあつ
ては
水溶性苦土 1.0

七１ 可溶性マンガン
を保証するものに
あつては
可溶性マンガン

0.10
２ く溶性マンガン
を保証するものに
あつては



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

く溶性マンガン
0.10

３ 水溶性マンガン
を保証するものに
あつては
水溶性マンガン

0.10
八１ く溶性ほう素を

保証するものにあ
つては
く溶性ほう素0.05

２ 水溶性ほう素を
保証するものにあ
つては
水溶性ほう素0.05

家庭園芸用複合肥料（熔成複合肥 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 窒素全量、りん酸
よ う

料、化成肥料、配合肥料、混合 加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も 全量、加里全量、く
動物排せつ物複合肥料、混合堆 上についてそれぞれ 大きい主成分の量の 溶性りん酸、可溶性
肥複合肥料、成形複合肥料、吸 の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0 りん酸又は可溶性マ
着複合肥料、被覆複合肥料、副産 の量の合計量 0.2 ％につき ンガンを保証する肥

複合肥料、液状複合肥料、熔成汚 二１ 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 料は、成形複合肥料
よ う

泥灰複合肥料及び混合汚泥複合肥 するものにあつて ひ素 0.002 の当該欄の一、二、
料以外の複合肥料であつて、かつ、 は 亜硝酸 0.02 三又は四の規定によ
規則第１条に規定する家庭園芸用 窒素全量 0.1 ビウレット性窒素 ること。
肥料であるものをいう。） ２ アンモニア性窒 0.01 二 牛等由来の原料を

素を保証するもの スルファミン酸 使用する場合にあつ
にあつては 0.005 ては、管理措置が行
アンモニア性窒素 カドミウム0.000075 われたものであるこ

0.1 ニッケル 0.005 と。
３ 硝酸性窒素を保 クロム 0.05 三 牛等の部位を原料
証するものにあつ チタン 0.02 とする場合にあつて
ては 水銀 0.00005 は、脊柱等が混合し
硝酸性窒素 0.1 鉛 0.003 ないものとして農林

三１ りん酸全量を保 水産大臣の確認を受
証するものにあつ けた工程において製
ては 造されたものである
りん酸全量 0.1 こと。

２ く溶性りん酸を
保証するものにあ
つては
く溶性りん酸 0.1

３ 可溶性りん酸を
保証するものにあ
つては
可溶性りん酸 0.1

４ 水溶性りん酸を
保証するものにあ
つては
水溶性りん酸 0.1

四１ 加里全量を保証
するものにあつて
は
加里全量 0.1

２ く溶性加里を保
証するものにあつ
ては
く溶性加里 0.1

３ 水溶性加里を保
証するものにあつ
ては
水溶性加里 0.1

五１ く溶性苦土を保
証するものにあつ



肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項
小量（％） 成分の最大量（％）

ては
く溶性苦土 0.01

２ 水溶性苦土を保
証するものにあつ
ては
水溶性苦土 0.01

六１ 可溶性マンガン
を保証するものに
あつては
可溶性マンガン

0.001
２ く溶性マンガン
を保証するものに
あつては
く溶性マンガン

0.001
３ 水溶性マンガン
を保証するものに
あつては
水溶性マンガン

0.001
七１ く溶性ほう素を

保証するものにあ
つては
く溶性ほう素

0.001
２ 水溶性ほう素を
保証するものにあ
つては
水溶性ほう素

0.001

六～十一 （略）



十二 汚泥肥料等
登録の有効期間が３年であるもの

肥 料 の 種 類 含有を許される有害 その他の制限事項
成分の最大量（％）

下水汚泥肥料（次に掲げる肥料をいう。 ひ素 0.005 一 金属等を含む産業廃棄物に係
一 下水道の終末処理場から生じる汚泥を濃縮、 カドミウム 0.0005 る判定基準を定める省令（昭和
消化、脱水又は乾燥したもの 水銀 0.0002 48年総理府令第５号）別表第一

二 一に掲げる下水汚泥肥料に植物質若しくは ニッケル 0.03 の基準に適合する原料を使用し
動物質の原料を混合したもの又はこれを乾燥 クロム 0.05 たものであること。
したもの 鉛 0.01 二 植害試験の調査を受け害が認

三 一若しくは二に掲げる下水汚泥肥料を混合 められないものであること。
したもの又はこれを乾燥したもの） 三 牛等由来の原料を使用する場

合にあつては、管理措置が行わ
れたものであること。

四 牛等の部位を原料とする場合
にあつては、脊柱等が混合しな
いものとして農林水産大臣の確
認を受けた工程において製造さ
れたものであること。

し尿汚泥肥料（次に掲げる肥料をいう。 ひ素 0.005 一 金属等を含む産業廃棄物に係
一 し尿処理施設、集落排水処理施設若しくは カドミウム 0.0005 る判定基準を定める省令別表第
浄化槽から生じた汚泥又はこれらを混合した 水銀 0.0002 一の基準に適合する原料を使用
ものを濃縮、消化、脱水又は乾燥したもの ニッケル 0.03 したものであること。

二 し尿に凝集を促進する材料又は悪臭を防止 クロム 0.05 二 植害試験の調査を受け害が認
する材料を混合し、脱水又は乾燥したもの 鉛 0.01 められないものであること。

三 動物の排せつ物に凝集を促進する材料（昭 三 牛等由来の原料を使用する場
和二十五年六月二十日農林省告示百七十七号 合にあつては、管理措置が行わ
（特殊肥料等を指定する件）の別表に掲げる れたものであること。
凝集促進材を除く。） 四 牛等の部位を原料とする場合

四 一、二若しくは三に掲げるし尿汚泥肥料に にあつては、脊柱等が混合しな
植物質若しくは動物質の原料を混合したもの いものとして農林水産大臣の確
又はこれを乾燥したもの 認を受けた工程において製造さ

五 一、二、三若しくは四に掲げるし尿汚泥肥 れたものであること。
料を混合したもの又はこれを乾燥したもの）

工業汚泥肥料（次に掲げる肥料をいう。 ひ素 0.005 一 金属等を含む産業廃棄物に係
一 工場若しくは事業場の排水処理施設から生 カドミウム 0.0005 る判定基準を定める省令別表第
じた汚泥を濃縮、消化、脱水又は乾燥したも 水銀 0.0002 一の基準に適合する原料を使用
の ニッケル 0.03 したものであること。

二 一に掲げる工業汚泥肥料に植物質若しくは クロム 0.05 二 植害試験の調査を受け害が認
動物質の原料を混合したもの又はこれを乾燥 鉛 0.01 められないものであること。
したもの 三 牛等由来の原料を使用する場

三 一若しくは二に掲げる工業汚泥肥料を混合 合にあつては、管理措置が行わ
したもの又はこれを乾燥したもの） れたものであること。

四 牛等の部位を原料とする場合
にあつては、脊柱等が混合しな
いものとして農林水産大臣の確
認を受けた工程において製造さ
れたものであること。

混合汚泥肥料（次に掲げる肥料をいう。 ひ素 0.005 一 金属等を含む産業廃棄物に係
一 下水汚泥肥料、し尿汚泥肥料若しくは工業 カドミウム 0.0005 る判定基準を定める省令別表第
汚泥肥料のいずれか二以上を混合したもの又 水銀 0.0002 一の基準に適合する原料を使用
はこれを乾燥したもの ニッケル 0.03 したものであること。

二 一に掲げる混合汚泥肥料に植物質若しくは クロム 0.05 二 植害試験の調査を受け害が認
動物質の原料を混合したもの又はこれを乾燥 鉛 0.01 められないものであること。
したもの 三 牛等由来の原料を使用する場

三 一若しくは二に掲げる混合汚泥肥料を混合 合にあつては、管理措置が行わ
したもの又はこれを乾燥したもの） れたものであること。

四 牛等の部位を原料とする場合
にあつては、脊柱等が混合しな
いものとして農林水産大臣の確
認を受けた工程において製造さ
れたものであること。



肥 料 の 種 類 含有を許される有害 その他の制限事項
成分の最大量（％）

焼成汚泥肥料（下水汚泥肥料、し尿汚泥肥料、 ひ素 0.005 一 金属等を含む産業廃棄物に係
工業汚泥肥料又は混合汚泥肥料を焼成したもの カドミウム 0.0005 る判定基準を定める省令別表第
をいう。） 水銀 0.0002 一の基準に適合する原料を使用

ニッケル 0.03 したものであること。
クロム 0.05 二 植害試験の調査を受け害が認
鉛 0.01 められないものであること。

三 牛等由来の原料を使用する場
合にあつては、管理措置が行わ
れたものであること。

汚泥発酵肥料（次に掲げる肥料をいう。 ひ素 0.005 一 金属等を含む産業廃棄物に係
一 下水汚泥肥料、し尿汚泥肥料、工業汚泥肥 カドミウム 0.0005 る判定基準を定める省令別表第
料又は混合汚泥肥料を堆積又は撹拌し、腐熟 水銀 0.0002 一の基準に適合する原料を使用
させたもの ニッケル 0.03 したものであること。

二 一に掲げる汚泥発酵肥料に植物質若しくは クロム 0.05 二 植害試験の調査を受け害が認
動物質の原料又は焼成汚泥肥料を混合したも 鉛 0.01 められないものであること。
のをたい積又は撹拌し、腐熟させたもの） 三 牛等由来の原料を使用する場

合にあつては、管理措置が行わ
れたものであること。

四 牛等の部位を原料とする場合
にあつては、脊柱等が混合しな
いものとして農林水産大臣の確
認を受けた工程において製造さ
れたものであること。

水産副産物発酵肥料（魚介類の臓器に植物質又 ひ素 0.005 一 金属等を含む産業廃棄物に係
は動物質の原料を混合したものを堆積又は撹拌 カドミウム 0.0005 る判定基準を定める省令別表第
し、腐熟させたものをいう。） 水銀 0.0002 一の基準に適合する原料を使用

したものであること。
二 植害試験の調査を受け害が認
められないものであること。

三 牛等由来の原料を使用する場
合にあつては、管理措置が行わ
れたものであること。

四 牛等の部位を原料とする場合
にあつては、脊柱等が混合しな
いものとして農林水産大臣の確
認を受けた工程において製造さ
れたものであること。

硫黄及びその化合物 ひ素 0.005 植害試験の調査を受け害が認め
られないものであること。

以下　（略）




