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新たな配合ルール（指定混合肥料と混合特殊肥料）Ｑ＆Ａ 目次 

 

１ 指定混合肥料等の区分・定義 

問１－（１） 新たに導入された指定混合肥料とはどういったものですか。 

問１－（２） 従来、指定配合肥料として届出を行っている肥料について、

指定混合肥料として再度の届出は必要でしょうか。 

問１－（３） 指定化成肥料（届出制）にも化成肥料（登録制）にも該当す

る肥料について、指定化成肥料又は化成肥料のいずれかを選択するこ

とは可能でしょうか。 

問１－（４） 登録済みの普通肥料に、届出済みの特殊肥料及び指定土壌改

良資材を混入した肥料は、特殊肥料等入り指定混合肥料又は土壌改良

資材入り指定混合肥料のどちらに該当するでしょうか。 

問１－（５） 従来使用できなかった「硫黄及びその化合物」は指定混合肥

料の原料に使用できるようになりましたが、汚泥肥料は使用できない

のでしょうか。 

２ 原料の使用 

問２－（１） 指定混合肥料の原料となる特殊肥料について、普通肥料のよ

うに法に基づく表示が添付されていない場合、何をもって使える原料

かを判断すればよいでしょうか。 

問２－（２） 土壌改良資材入り指定混合肥料においては、普通肥料は登録

したものを、特殊肥料は届出したものを使用しなければならないとさ

れていますが、使用できる土壌改良資材については可否をどのように

判断すればよいですか。 

問２－（３） 混合特殊肥料に混合できる特殊肥料は２銘柄までですか。３

銘柄以上も可能ですか。 

問２－（４）貝殻を原料とした副産石灰肥料は指定混合肥料の原料に使用で

きますか。また、使用するための条件とはどのようなものですか。 

問２－（５）卵殻を原料とした副産石灰肥料は指定混合肥料には使用できま

すか。また、使用するための条件とはどのようなものですか。 

問２－（６） 肉かすと動物の排せつ物など異なる種類の特殊肥料同士を混

合した肥料について、単純な混合であれば「混合特殊肥料」、混合後に

腐熟させたものであれば「堆肥」に該当するとの理解でよろしいです

か。 
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問２－（７）特殊肥料の「草木灰」と「堆肥」を混合した肥料について、「堆

肥」として生産できますか。 

問２－（８） 土壌改良資材の「バークたい肥」は土壌改良資材入り指定混

合肥料に使用できる土壌改良資材として認められていませんが、特殊

肥料の堆肥としてであれば、原料として使用できますか。また、「特殊

肥料等入り指定混合肥料」や「混合特殊肥料」の原料として使用でき

ますか。 

問２－（９） 主成分を保証する普通肥料を含まない土壌改良資材入り指定

混合肥料は、品質低下を確認することなく液状肥料と混合可能とのこ

とですが、ここでいう液状肥料は、液状の特殊肥料ということでしょ

うか。 

３ 材料の使用 

問３－（１） 指定混合肥料に使用できる材料はどのようなものですか。 

問３－（２） 指定混合肥料に使用できる材料に上限が定められています

が、複数の材料を使用した場合、その上限はどのようになるのでしょ

うか。 

問３－（３） ゼオライトのように粒状化促進材にも組成均一化促進材にも

利用できるような材料の場合、使用量の上限はどのようになります

か。 

問３－（４） 既に届出を行い生産している指定配合肥料について、新たに

届出をせずに材料の種類や使用量を変更することは可能でしょうか。 

問３－（５） 指定混合肥料に使用できる材料については、種類と上限値が

設定されましたが、混合特殊肥料に使用できる材料についても、同様

に使用できる材料の種類に上限値があるのでしょうか。 

問３－（６） 材料を使用している指定混合肥料を使用して指定配合肥料を

生産する際、生産する指定配合肥料が設計により保証をする指定配合

肥料である場合、設計により保証する指定配合肥料では使用できない

材料が原料由来として持ち越される場合でも、当該指定配合肥料の生

産は問題ないでしょうか。 

問３－（７） 堆肥化前の家畜ふんに硫安、化成肥料等を混合して堆肥化し

た場合、当該肥料を特殊肥料等入り指定混合肥料として生産すること

はできますか。 

問３－（８） 市販の紙などを接着する「液状（ゲル状）タピオカでん粉の

り」や「粉末アルファでん粉」、「デンプンを主原料にした洗濯のり」

等を、粒状化するための材料として、特殊肥料等入り指定混合肥料に

使用することは可能ですか。 
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４ 加工について 

問４－（１） 指定混合肥料において、農林水産大臣が定める加工とは具体

的にどのようなものですか。 

問４－（２） 指定混合肥料で水造粒、乾燥、冷却、ふるい分け等の加工を

行った場合は、指定配合肥料又は指定化成肥料のどちらに分類される

のでしょうか。 

５ 液状又は酸アルカリ肥料の配合に係る品質低下の確認 

問５－（１） 品質が低下するおそれがないことの確認は、生産の都度行う

必要があるのですか。 

問５－（２） 指定混合肥料の生産において品質が低下するおそれがないこ

とを確認する必要がある原料・材料を使用する場合、原料の割合の変

更や品質低下とは直接関係のない原料を変更する場合など、新たな届

出を要しない範囲での変更を行う場合にも、再度品質が低下しないこ

とを確認しなければいけないのでしょうか。 

問５－（３） 指定混合肥料の生産において品質が低下するおそれがないこ

とを確認する必要がある原料・材料を使用する場合、生産した製品を

出荷せず保管し、生産後４週間以上経過した後に品質低下が起こって

いないことが確認できれば当該製品を出荷してもよいのでしょうか。 

問５－（４） 高温条件下など、反応が早く進むと思われる条件下で試験を

することで、生産後４週間未満であっても品質低下の有無を確認する

ことが可能でしょうか。 

６ 保証値・表示値について 

問６－（１） 指定配合肥料の保証成分量を設定する際、ある原料は保証票

記載成分を基に、ある原料は分析値を基に設計するという保証成分値

の決め方は可能でしょうか。 

問６－（２） 液状肥料を原料として使用して指定混合肥料を生産するな

ど、品質が低下するおそれがないことを確認する必要がある場合、保

証成分量は設計値の範囲内で設定できるのでしょうか。 

問６－（３） 特殊肥料等入り指定混合肥料や土壌改良資材入り指定混合肥

料の成分表示については、許容差が認められると聞きましたが、指定

配合肥料や指定化成肥料の保証成分量の表示には許容差は認められな

いのでしょうか。 

問６－（４） 令和２年 12月１日以降、指定配合肥料のアルカリ分及び有効

けい酸の最低保証値が 10％から５％へ引き下げられていますが、既に

届出をしている指定配合肥料については、アルカリ分又は有効けい酸
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の含有量が５～10％の銘柄は、現行通り保証しなくてもよいでしょう

か。 

問６－（５）改正前の制度では保証する必要が無かった銘柄で、法改正によ

りアルカリ分又は有効けい酸の保証を行わなければならなくなった銘

柄については、保証成分が変わることから、別銘柄として改めて届出

を行わなければならないのでしょうか。 

問６－（６） 従来、指定配合肥料に含まれる可溶性りん酸の分析値が設計

値の 80％を下回り、非水溶化が起きていることが認められた場合、く

溶性りん酸で保証することとなり、可溶性りん酸では保証できないと

されていましたが変更はないのでしょうか。また、この特例は指定化

成肥料でも同様の扱いでしょうか。（昭和 59年３月 16日農林水産省告

示第 699号関係） 

７ 家庭園芸用肥料について 

問７－（１） 家庭園芸用肥料については、従来、粒状化促進材等の材料を

使用したものも指定配合肥料として生産可能でしたが、今後は指定化

成肥料として新たに届出する必要があるのでしょうか。 

問７－（２） 家庭園芸用肥料は、使用できる材料に制限はありますか。 

８ 届出について 

問８－（１） 届出を行った指定混合肥料について、原料や材料などを変更

した場合は、その都度ごとに新たな届出を行う必要がありますか。 

問８－（２） 新たな指定混合肥料の銘柄を生産する場合、既に行った届出

の変更届出を提出することにより銘柄を追加することも可能ですか。 

問８－（３） 品質が低下するおそれがないものとして農林水産大臣が定め

る要件には、「生産した日から４週間を経過した日以後に」とあります

が、この品質低下を確認するための生産についても、届出を行う必要

があるでしょうか。 

問８－（４） 特殊肥料の生産届出や表示に当たって、変更となったところ

はありますか。 

問８－（５） 指定混合肥料の生産届出に当たって、注意すべき点はどうい

ったことですか。 
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＜１ 指定混合肥料等の区分・定義＞ 

 

 

 

（回答） 

これまでの指定配合肥料（登録済の普通肥料同士を配合した肥料。水造粒

を含む。）に加え、 

① 登録済の普通肥料同士を配合し、造粒等の一定の加工を行った肥料 

（指定化成肥料） 

② 登録済の普通肥料と届出済の特殊肥料を配合した肥料（造粒等の一定の

加工を行ったものを含む。）（特殊肥料等入り指定混合肥料） 

③ 登録済の普通肥料又は届出済の特殊肥料と土壌改良資材を配合した肥料

（造粒等の一定の加工を行ったものを含む。）（土壌改良資材入り指定混合

肥料） 

を新たに届出のみで生産できるようし、これら４つをまとめて「指定混合

肥料」と定義しています。 

 

 

 

 

 

（回答） 

既に、改正前の指定配合肥料として届出を行っている肥料については、改

めて届出を行う必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

指定化成肥料にも化成肥料にも該当する場合は、指定混合肥料の「指定化

成肥料」又は登録肥料の「化成肥料」のいずれかを選択することができま

す。指定化成肥料として生産する場合は、生産の１週間前までに農林水産大

臣又は都道府県知事に届出を行い、化成肥料として生産する場合は事前に農

林水産大臣又は都道府県知事の登録を受けてください。 

  

問１－（３） 

指定化成肥料（届出制）にも化成肥料（登録制）にも該当する肥料につい

て、指定化成肥料又は化成肥料のいずれかを選択することは可能でしょう

か。 
 

問１－（１） 

新たに導入された指定混合肥料とはどういったものですか。 
 

問１－（２） 

従来、指定配合肥料として届出を行っている肥料について、指定混合肥料

として再度の届出は必要でしょうか。 
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（回答） 

 登録済みの普通肥料に、届出済みの特殊肥料及び指定土壌改良資材を混入

した肥料は、土壌改良資材入り指定混合肥料に該当します。 

 

 

 

 

 

（回答） 

汚泥肥料については、原料の由来が多種多様であるほか、これまでも重金

属基準違反が散見されていることから、指定混合肥料への配合は認めないこ

ととしております。 

 

＜２ 原料の使用＞ 

 

 

 

 

 

（回答） 

指定混合肥料の原料となる特殊肥料は届出が行われたものでなければなり

ません。原料に使用する特殊肥料については、原料の出荷元に対して特殊肥

料の種類及び届出を行っているかを確認することにより指定混合肥料の原料

として適切かどうか判断してください。 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

土壌改良資材入り指定混合肥料に使用可能な土壌改良資材かどうかについ

ては、地力増進法（昭和 59年法律第 34号）に基づく表示を確認すること等

により、以下に掲げる９種類の指定土壌改良資材に該当することを判断して

ください。 

・ 泥炭 

・ 腐植酸質資材 

・ 木炭 

・ けいそう土焼成粒 

問１－（４） 

登録済みの普通肥料に、届出済みの特殊肥料及び指定土壌改良資材を混入

した肥料は、特殊肥料等入り指定混合肥料又は土壌改良資材入り指定混合肥

料どちらに該当するでしょうか。 

 

問１－（５） 

従来使用できなかった「硫黄及びその化合物」は指定混合肥料の原料に使

用できるようになりましたが、汚泥肥料は使用できないのでしょうか。 

問２－（１） 

指定混合肥料の原料となる特殊肥料について、普通肥料のように法に基づ

く表示が添付されていない場合、何をもって使える原料かを判断すればよい

でしょうか。 

問２－（２） 

土壌改良資材入り指定混合肥料においては、普通肥料は登録したものを、

特殊肥料は届出したものを使用しなければならないとされていますが、使用

できる土壌改良資材については可否をどのように判断すれば良いですか。 
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・ ゼオライト 

・ バーミキュライト 

・ パーライト 

・ ベントナイト 

・ VA菌根菌資材 

 

 

 

 

 

（回答） 

混合できる特殊肥料の種類数（銘柄数）に制限はありません。３種類（銘

柄）以上の混合も可能です。ただし、配合原料として使用できるのは、届出

を行った特殊肥料のみです。 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

副産石灰肥料のうち貝殻を原料とするものであって、見開きが２ミリメー

トルの網ふるい上に全重量の 95パーセント以上残留するものについては、令

和２年４月１日から、従来の設計により保証を行う指定配合肥料の原料とし

て使用可能な原料として指定されております。 

また、上記の副産石灰肥料であれば、製造後一定期間（４週間以上）後に

品質が低下しないことの確認を行わなくても、最終製品分析保証の指定配合

肥料、指定化成肥料、特殊肥料等入り指定混合肥料及び土壌改良資材入り指

定混合肥料にも使用可能です。 

なお、同じ貝殻を原料とする副産石灰肥料であっても、見開きが２ミリメ

ートルの網ふるい上に全重量の 95パーセント以上残留する条件を満たさない

ものは、他の石灰質肥料と同様の取扱いとなります。（問２－（５）参照） 

 

 

 

 

 

（回答） 

卵殻由来の副産石灰肥料を指定混合肥料の原料として使用することはでき

ますが、指定混合肥料の分類ごとに、以下の対応が必要です。 

・指定配合肥料及び指定化成肥料 

原料に、卵殻由来の副産石灰肥料と石灰質肥料（副産石灰肥料の種別）と

異なる種別の肥料を原料とする場合には、原則として生産後一定期間後（生

問２－（５） 

卵殻を原料とした副産石灰肥料は指定混合肥料には使用できますか。ま

た、使用するための条件とはどのようなものですか。 
 

問２－（３） 

混合特殊肥料に混合できる特殊肥料は２銘柄までですか。３銘柄以上も可

能ですか。 

問２－（４） 

貝殻を原料とした副産石灰肥料は指定混合肥料の原料に使用できますか。

また、使用するための条件とはどのようなものですか。 
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産した日から４週間を経過した日以後）に品質が低下するおそれがない（※

１）ことを確認することが必要です。なお、当該確認により取得したデータ

は必ず保管してください。 

・特殊肥料等入り指定混合肥料及び土壌改良資材入り指定混合肥料 

原料に、卵殻由来の副産石灰肥料と 

①副産石灰肥料の種別と異なる種別の普通肥料を使用する場合 

又は 

②粗砕石灰石等（※２）以外の特殊肥料を原料とする場合 

には、製造後一定期間後（生産した日から４週間を経過した日以後）に品質

低下（※３）していないことを確認することが必要です。 

 

（※１）指定配合肥料及び指定化成肥料における品質が低下するおそれがない

こととは、製品の主成分の含有量が、原料として使用した普通肥料ごとに

その保証成分量と配合割合を掛け合わせた値を合算した値の 100分の 80

（合算した値が５％未満であれば 100分の 50）以上であることを指します

（非水溶化する成分は除く。）。 

（※２）粗砕石灰石、草木灰、くん炭肥料、骨炭粉末、骨灰、動物の排せつ物

の燃焼灰、堆肥、発泡消火剤製造かす、貝殻肥料、貝化石粉末、製糖副産

石灰、石灰処理肥料、微粉炭燃焼灰及びこれらを原料とした混合特殊肥料

（アルカリ分、石灰全量、有効苦土を含有するもの） 

（※３）特殊肥料等入り指定混合肥料及び土壌改良資材入り指定混合肥料にお

ける品質が低下するおそれがないこととは、製品の主要な成分の含有量

（原料として使用した普通肥料で保証された成分について）が、原料とし

て使用した普通肥料又は特殊肥料の主成分又は主要な成分の含有量（他の

原料に含まれる、保証票に記載又は表示していない成分量も含みます。）

ごとにその成分量と配合割合を掛け合わせた値を合算した値の 100分の 80

（合算した値が５％未満であれば 100分の 50）以上であることを指します

（非水溶化する成分は除く。）。 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

肉かすと動物の排せつ物など動植物質の有機質物由来の特殊肥料（「堆肥」

を含む。）のみを原料として混合（造粒、成形等を含む。この問において同

じ。）した肥料について、混合後に腐熟を行ったものは「堆肥」、そうでない

ものは「混合特殊肥料」と分類しています。 

なお、特殊肥料のうち、動植物質の有機質物に該当しない含鉄物等につい

ては堆肥の原料には使用できませんのでご注意ください。 

 

問２－（６） 

肉かすと動物の排せつ物など異なる種類の特殊肥料同士を混合した肥料に

ついて、単純な混合であれば「混合特殊肥料」混合後に腐熟させたものであ

れば「堆肥」に該当するとの理解でよろしいですか。 
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（回答） 

特殊肥料の「草木灰」や「動物の排せつ物の燃焼灰」等は、堆肥の原料と

して使用できる「動植物質の有機質物」に該当しない（燃焼により有機質物

は消失しているため）ので、単純な混合のみ行ったものであれば「混合特殊

肥料」になりますが、混合後に腐熟させる場合は、肥料として流通させるこ

とはできません。 

ただし、「草木灰」を「堆肥」の腐熟促進材等の材料として必要最小量添加

する場合は「堆肥」として届出は可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

地力増進法施行令（昭和 59年政令第 299号）で定める土壌改良資材「バー

クたい肥」については、肥料の品質の確保等に関する法律における特殊肥料

の「堆肥」に該当するものと普通肥料の「汚泥発酵肥料」又は「水産副産物

発酵肥料」に該当するものが含まれます。 

このうち、「堆肥」に該当する「バークたい肥」は、土壌改良資材入り指定

混合肥料の原料である特殊肥料として使用可能です。 

（例）土壌改良資材入り指定混合肥料の原料等 

指定土壌改良資材：木炭 

普 通 肥 料：硫酸アンモニア 

特 殊 肥 料：堆肥（バークたい肥） 

 

また、「堆肥」に該当する「バークたい肥」であれば、特殊肥料等入り指定

混合肥料や混合特殊肥料の原料としても使用できます。 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

これまで指定配合肥料の原料に液状の肥料は使用できないこととしており

ましたが、品質が低下しないことを確認（問２－（５）参照）すれば、指定

混合肥料の原料として使用できることとしました。 

問２－（７） 

特殊肥料の「草木灰」と「堆肥」を混合した肥料について、「堆肥」とし

て生産できますか。 

 

問２－（８） 

土壌改良資材の「バークたい肥」は土壌改良資材入り指定混合肥料に使用

できる土壌改良資材として認められていませんが、特殊肥料の堆肥としてで

あれば、原料として使用できますか。また、「特殊肥料等入り指定混合肥

料」や「混合特殊肥料」の原料としても使用できますか。 

問２－（９） 

主成分を保証する普通肥料を含まない土壌改良資材入り指定混合肥料は、

品質低下を確認することなく液状肥料と混合可能とのことですが、ここでい

う液状肥料は、液状の特殊肥料ということでしょうか。 
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主成分を保証する普通肥料を含まない土壌改良資材入り指定混合肥料に品

質低下を確認することなく混合可能な液状肥料は、ご質問のとおり、液状の

特殊肥料を指します。 

 

＜３ 材料の使用＞ 

 

 

 

（回答） 

指定混合肥料の区分ごとに以下のように定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、定められた上限値を超えて使用することはできません（混合特殊肥料に

ついては、必要最小量）。それぞれの材料の上限値は以下のとおりです。 

 

  指定配合肥料 

（設計・原料分析） 

指定配合肥料 

（最終製品分析） 

指定化成肥料 

（分析） 

粒状化促進材 × × ○ 

固結防止材 一部のみ○ ○ ○ 

組成均一化促進材 × ○ ○ 

効果発現促進材 × ○ ○ 

浮上防止材 × ○ ○ 

着色材 × ○ ○ 

飛散防止材 × ○ ○ 

悪臭防止材 

（ゼオライト） 
× × × 

  特殊肥料等入り指定

混合肥料 

土壌改良資材入り

指定混合肥料 
混合特殊肥料 

粒状化促進材 ○ ○ ○ 

固結防止材 ○ ○ ○ 

組成均一化促進材 ○ ○ × 

効果発現促進材 ○ ○ × 

浮上防止材 ○ ○ ○ 

着色材 ○ ○ × 

飛散防止材 ○ ○ × 

悪臭防止材 

（ゼオライト） 
× × ○ 

問３－（１） 

指定混合肥料に使用できる材料はどのようなものですか。 
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＜粒状化促進材＞  ＜固結防止材＞  

 粒状化促進材 
上限値

（％） 
 固結防止材 

上限値

（％） 
 かんらん岩粉末 30  ベントナイト※ 9 
 クレー 30  シリカゲル 6 
 けい石粉末 30  けいそう土 5 
 けいそう土 30  滑石粉末 4 
 ゼオライト 30  クレー 3 
 石こう 30  けい酸石灰※ 3 
 でんぷん 30  けい石粉末 3 
 糖蜜 30  シリカヒューム 3 
 ベントナイト 30  ゼオライト 3 
 リグニンスルホン酸 30  パーライト 3 
 こんにゃく飛粉 15  シリカ粉※ 2 
 セピオライト 15  潤滑油 1 
 イースト菌発酵濃縮廃液 13  なたね油※ 0.3 
 アンモニア液又はアンモニアガス※ 10  ※設計保証の指定配合肥料には使用不可  

 カオリン 10 ＜効果発現促進材＞  

 砂岩粉末 10  
効果発現促進材 

上限値

（％）  硫酸 10  

 りん酸液 10  酸化第二鉄（Fe として） 21 
 滑石粉末 9  硝酸石灰（Ca として） 19 
 アタパルジャイト 6  硫酸第一鉄（Fe として） 12.6 
 パルプ廃液 6  硫酸亜鉛（Zn として） 12.5 
 安山岩粉末 5  エチレンジアミン四酢酸鉄（Fe として） 10.1 
 カルボキシルメチルセルロース 5  硫酸銅（Cu として） 8.8 
 コーンスターチ 5  ジエチレントリアミン五酢酸鉄（Fe として） 3.7 
 ぬか 5  エチレンジアミン四酢酸亜鉛（Zn として） 3.1 
 軽焼マグネシア 1.2  モリブデン酸塩（Mo として） 2.1 
 消石灰 1  エチレンジアミン四酢酸銅（Cu として） 1.9 
 ※中和造粒目的に限る   硫酸第二鉄（Fe として） 0.2 
    エチレンジアミン四酢酸カルシウム（Ca として） 0.1 
    エチレンジアミン四酢酸モリブデン（Mo として） 0.02 

＜組成均一化促進材＞  ＜浮上防止材＞  

 組成均一化促進材 
上限値

（％） 
 浮上防止材 

上限

値

（％） 
 石こう 70  安山岩粉末 18 
 安山岩粉末 65  かんらん岩粉末 18 
 けつ岩粉末 65  けつ岩粉末 18 
 砂岩粉末 65  砂岩粉末 15 
 ベントナイト 41  けい石粉末 11 
 クレー 34    
 腐植酸 32    
 ゼオライト 30    
 セピオライト 21    
 亜炭 20    
 泥炭 20    

＜飛散防止材＞  ＜着色材＞  

 飛散防止材 
上限値

（％） 
 着色材 

上限

値

（％） 
 鉱油 0.5  腐植酸 5 
    カーボンブラック 2 
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（回答） 

 指定混合肥料の生産に複数の材料を用いる場合は、材料の区分ごとに、そ

れぞれの材料の含有量の上限値以下であり、かつ、それらの材料の含有量の

合計が、個々の材料の含有量の上限値のうち最も高い上限値を超えてはなら

ないこととしています。 

 

 

 

 

 

（回答） 

異なる効果として使用した材料についても、当該材料が同一の場合は、当

該材料の合計値が材料の区分（粒状化促進材、組成均一化促進材等）ごとに

使用が認められている上限値を超過しない範囲で使用するようお願いしま

す。 

 

 

 

 

 

（回答） 

指定配合肥料については、保証成分が変わるような変更が生じたときには

新たな届出を行う必要がありますが、保証成分が変わらない範囲において、

材料の種類や使用量を変更することは可能です。 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

混合特殊肥料については、固結防止材、浮上防止材、粒状化促進材及び悪

臭防止材が使用できると定められています。 

また、これらの材料として具体的に使用できるものは、問３－（１）に示

されているものになります。 

なお、指定混合肥料のように使用に当たっての上限値は定められておりま

せんが、登録する普通肥料において使用が認められている材料の考え方と同

様に、その必要性が認められ、かつその目的とする効果及び安全性が確認さ

れた必要最小量の使用が認められることになります。 

問３－（５） 

指定混合肥料に使用できる材料については、種類と上限値が設定されまし

たが、混合特殊肥料に使用できる材料についても、同様に使用できる材料の

種類に上限値があるのでしょうか。 

問３－（２） 

指定混合肥料に使用できる材料に上限が定められていますが、複数の材料

を使用した場合、その上限はどのようになるのでしょうか。 

問３－（４） 

既に届出を行い生産している指定配合肥料についても、新たに届出をせず

に材料の種類や使用量を変更することは可能でしょうか。 

問３－（３） 

ゼオライトのように粒状化促進材にも組成均一化促進材にも利用できるよ

うな材料の場合、使用量の上限はどのようになりますか。 
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（回答） 

設計により保証する指定配合肥料では、生産に当たり直接使用できない材

料でも、これらの材料を含む指定混合肥料を原料として生産し、設計により

保証することは可能です。 

ただし、材料によっては原料の指定混合肥料に含まれていても、生産され

た指定配合肥料において表示が必要なものもありますので、ご注意願いま

す。 

 

 

 

 

 

（回答） 

指定混合肥料の生産に当たって可能な加工方法は、造粒、成形、圧ぺん、

粉砕その他必要と認められる方法に限定（「肥料の品質の確保等に関する法律

第四条第二項第二号から第四号まで及び肥料の品質の確保等に関する法律施

行規則第十一条第八項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が定める方法を

定める件」（令和２年 10月 27日農林水産省告示第 2082号）（問４－（１）参

照）しており、腐熟は認めていないことから、ご質問の肥料を特殊肥料等入

り指定混合肥料として届出により生産することはできません。 

なお、従来どおり、堆肥を生産する際に尿素、硫酸アンモニア等を腐熟促

進材として使用することは、認められています。 

 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

特殊肥料等入り指定混合肥料に使用できる粒状化促進材として、でんぷん

の使用が認められておりますが、お尋ねの「タピオカでんぷんのり」、「粉末

アルファでんぷん」及び「でんぷんを主原料にした洗濯のり」についても、

粒状化促進材のでんぷんに該当します。 

なお、使用できる割合は製品重量当たり 30％が上限ですのでご留意くださ

い。 

  

問３－（７） 

堆肥化前の家畜ふんに硫安、化成肥料等を混合して堆肥化した場合、当該

肥料を特殊肥料等入り指定混合肥料として生産することはできますか。 

問３－（８） 

市販の紙などを接着する「液状（ゲル状）タピオカでん粉のり」や「粉末

アルファでん粉」、「デンプンを主原料にした洗濯のり」等を、粒状化するた

めの材料として、特殊肥料等入り指定混合肥料に使用することは可能です

か。 

問３－（６） 

材料を使用している指定混合肥料を使用して設計による保証を行う指定配

合肥料を生産する場合、設計により保証する指定配合肥料では使用できない

材料が原料由来として持ち越される場合でも、当該指定配合肥料の生産は問

題ないでしょうか。 
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＜４ 加工について＞ 

 

 

 

 

（回答） 

指定混合肥料の区分ごとに以下のようになっています。（「肥料の品質の確

保等に関する法律第四条第二項第二号から第四号まで及び肥料の品質の確保

等に関する法律施行規則第十一条第八項第四号の規定に基づき、農林水産大

臣が定める方法を定める件」（令和２年 10月 27日農林水産省告示第 2082

号）） 

・指定配合肥料 

造粒（水以外の粒状化を促進するための材料を用いる造粒を除く。）、 

成形（水以外の成形を促進するための材料を用いる成形を除く。）、 

圧ぺん、粉砕その他必要と認められる方法 

ただし、家庭園芸用肥料にあっては、従来の整理と同様、指定化成肥料に

該当する加工を行った場合も指定配合肥料と分類します。 

・指定化成肥料 

造粒（家庭園芸肥料以外の場合で、水以外の粒状化を促進するための材料

を用いる造粒に限る。）成形（家庭園芸肥料以外の場合で、水以外の成形を

促進するための材料を用いる成形に限る。）、当該造粒又は成形に伴う圧ぺ

ん、 

粉砕、混練、加熱、溶解、乾燥、冷却、ふるい分けその他これらの加工に

伴い必要と認められる方法 

・特殊肥料等入り指定混合肥料、土壌改良資材入り指定混合肥料 

造粒、成形、圧ぺん、粉砕その他必要と認められる方法 

 

 

 

 

 

（回答） 

指定混合肥料のうち、指定配合肥料と指定化成肥料は加工方法によって区

分されています。ご質問の、水造粒、乾燥、冷却、ふるい分け等の加工を行

ったものは、指定配合肥料に該当します（問４－（１）参照）。 

 

＜５ 液状又は酸アルカリ肥料の配合に係る品質低下の確認＞ 

 

 

 

 

（回答） 

品質が低下するおそれがないことの確認を生産の都度に行う必要はありま

せん。 

問４－（１） 

指定混合肥料において、農林水産大臣が定める加工とは具体的にどのよう

なものですか。 

問４－（２） 

指定混合肥料で水造粒、乾燥、冷却、ふるい分け等の加工を行った場合

は、指定配合肥料又は指定化成肥料のどちらに分類されるのでしょうか。 

問５－（１） 

品質が低下するおそれがないことの確認は、生産の都度行う必要があるの

ですか。 
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ただし、使用する原料の種類、性状、使用割合等が変更された場合には、

改めて生産した日から４週間を経過した日以後に分析することが望ましいと

考えています。 

また、品質が低下するおそれがないことを確認したものでも、流通してい

る最終製品の収去や立入検査等において、保証成分切れや許容差を超えた表

示値との乖離が判明した場合は、指導等の対象となりますのでご注意くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

その原料が品質低下と関係するかどうかに関わらず、使用する原料の配合

割合や種類を変更する等の生産条件が変化した場合には、改めて品質低下の

確認をすることが望ましいと考えています。 

なお、特殊肥料に土壌改良資材を混入させて土壌改良資材入り指定混合肥

料を生産する場合など、主成分を保証する肥料以外のみを原料とする場合に

あっては、品質低下の確認は不要です。 

また、品質が低下するおそれがないことを確認したものでも、流通してい

る最終製品の収去や立入検査等において、保証成分切れや許容差を超えた表

示値との乖離が判明した場合は、指導等の対象となりますのでご注意くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

生産後４週間経過した後で品質が低下するおそれがないことを確認してい

れば、その指定混合肥料を出荷して問題ありません。もちろん、品質が低下

するおそれがないことを確認するまでは、製品を出荷しないようにしてくだ

さい。なお、品質低下に係る確認を必ずしも毎ロット行う必要はありません

（問５－（２）参照）。 

  

問５－（２） 

指定混合肥料の生産において品質が低下するおそれがないことを確認する

必要がある原料・材料を使用する場合、原料の割合の変更や品質低下とは直

接関係のない原料を変更する場合など、新たな届出を要しない範囲での変更

を行う場合にも、再度品質が低下しないことを確認しなければいけないので

しょうか。 

問５－（３） 

指定混合肥料の生産において品質が低下するおそれがないことを確認する

必要がある原料・材料を使用する場合、生産した製品を出荷せず保管し、生

産後４週間以上経過した後に品質低下が起こっていないことが確認できれば

当該製品を出荷してもよいのでしょうか。 
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（回答） 

反応が早く進むと思われる条件での試験を実施したことにより、生産後４

週間に満たない期間で品質低下の有無を確認するということは認められませ

ん。 

 

＜６ 保証値・表示値について＞ 

 

 

 

 

 

（回答） 

指定配合肥料の保証成分量の設定方法には、「設計保証」（※１）、「原料分

析保証」（※２）、「最終製品分析保証」（※３）の３つの方法があります。１

つの銘柄の中で、成分ごとに異なる方法で保証成分量を設定することは可能

としていますが、同一成分（例：窒素全量とアンモニア性窒素）の保証成分

量は、同一の方法で保証しなければならないこととしています。なお、指定

化成肥料は「最終製品分析保証」のみ可能です。 

 

（※１）原料として使用した普通肥料のうち当該主成分を保証したものごとに

当該主成分の保証成分量にその配合割合を乗じて得た値を合算した値（以

下「設計値」という。）の 100分の 80以上で、かつ、100分の 100を超え

ない範囲で保証成分量を定める方法 

 

（※２）設計値の 100分の 80以上で、かつ、指定配合肥料の生産業者が原料

として使用した普通肥料の主成分の含有量をその原料肥料のロットごとに

分析（分析自体は委託等しても可）し、得られた値に配合割合を乗じて得

た値を合算した値を超えない範囲で保証成分量を定める方法 

 

（※３）設計値の 100分の 80以上で、かつ、指定配合肥料の生産業者がその

指定配合肥料のロットごとに当該指定配合肥料を分析（分析自体は委託等

しても可）し、得られた値を超えない範囲で保証成分量を定める方法 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

問６－（１） 

指定配合肥料の保証成分量を設定する際、ある原料は保証票記載成分を基

に、ある原料は分析値を基に設計するという保証成分値の決め方は可能でし

ょうか。 

問６－（２） 

液状肥料を原料として使用して指定混合肥料を生産するなど、品質が低下

するおそれがないことを確認する必要がある場合、保証成分量は設計値の範

囲内で設定できるのでしょうか。 

問５－（４） 

高温条件下など、反応が早く進むと思われる条件下で試験をすることで、

生産後４週間未満であっても品質低下の有無を確認することが可能でしょう

か。 
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液状肥料を原料として使用して指定混合肥料を生産するなどの品質が低下

するおそれがないことを確認する必要がある場合には、品質の低下が起きる

おそれがないことを確認する必要がありますので、保証成分量の設定におい

ても、分析値に基づく保証を行う必要があり、設計値に基づく保証はできな

いこととしています。 

分析値に基づく保証に基づく保証値設定方法については、問６－（１）を

ご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

指定配合肥料や指定化成肥料は主成分の含有量の最低量を保証する肥料で

すので、現在、農水省 HPで公表している成分保証を行う普通肥料の分析検査

成績に適用する許容差が適用されます。 
    （該当ＵＲＬ） 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/kyoyosa.html 
 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

令和２年 12月１日以降は、設計値の 80％の値が５％以上であれば保証す

る必要があります。より少ない含有量でも保証することができるように改正

を行ったものであり、ご理解願います。順次切り替えていただくようお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

届出肥料については、銘柄単位（名称及び保証成分量で構成）での届出と

なりますので、改正法により、従前は保証していなかったアルカリ分やけい

酸の保証を行わなければならなくなった銘柄については、別銘柄として、改

めて届出を行う必要があります。 

 

 

問６－（４） 

令和２年 12月１日以降、指定配合肥料のアルカリ分及び有効けい酸の最

低保証値が 10％から５％へ引き下げられていますが、既に届出をしている

指定配合肥料については、アルカリ分又は有効けい酸の含有量が５～10％の

銘柄は、現行通り保証しなくてもよいでしょうか。 

問６－（３） 

特殊肥料等入り指定混合肥料や土壌改良資材入り指定混合肥料の成分表示

については、許容差が認められると聞きましたが、指定配合肥料や指定化成

肥料の保証成分量の表示には許容差は認められないのでしょうか。 

問６－（５） 

改正前の制度では保証する必要が無かった銘柄で、法改正によりアルカリ

分又は有効けい酸の保証を行わなければならなくなった銘柄については、保

証成分が変わることから、別銘柄として改めて届出を行わなければならない

のでしょうか。 
 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/kyoyosa.html
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（回答） 

従来の整理と同様、く溶性りん酸で保証することとなり、可溶性りん酸は

保証できません。なお、今回の改正では、非水溶化に関する考え方は変更し

ていません。 

 

＜７ 家庭園芸用肥料について＞ 

 

 

 

 

 

（回答） 

家庭園芸用肥料にあっては、従来の整理と同様、水以外の材料を用いて造

粒・成形を行ったものであっても指定配合肥料としておりますので、指定化

成肥料に変更する必要はありません。 

 

 

 

 

（回答） 

家庭園芸用肥料については、従来同様、使用できる材料の制限はありませ

ん。 

 

＜８ 届出について＞ 

 

 

 

 

（回答） 

指定混合肥料のうち、成分を保証する指定配合肥料及び指定化成肥料につ

いては、保証成分量を変更する場合に、新たな届出を行うこととなってお

り、原料や材料を変更しても保証成分に変更が生じなければ、新たな届出は

必要ありません。 

また、成分を保証しない特殊肥料等入り指定混合肥料及び土壌改良資材入

り指定混合肥料については、使用する原料及び土壌改良資材に変更により、

新たな届出をしなければならない場合があります。 

問６－（６） 

従来、指定配合肥料に含まれる可溶性りん酸の分析値が設計値の 80％を

下回り、非水溶化が起きていることが認められた場合、く溶性りん酸で保証

することとなり、可溶性りん酸では保証できないとされていましたが変更は

ないのでしょうか。また、この特例は指定化成肥料でも同様の扱いでしょう

か。（昭和 59年３月 16日農林水産省告示第 699号関係） 

問８－（１） 

届出を行った指定混合肥料について、原料や材料などを変更した場合は、

その都度ごとに新たな届出を行う必要がありますか。 
 

 

問７－（１） 

家庭園芸用肥料については、従来、粒状化促進材等の材料を使用したもの

も指定配合肥料として生産可能でしたが、今後は指定化成肥料として新たに

届出する必要があるのでしょうか。 

問７－（２） 

家庭園芸用肥料は、使用できる材料に制限はありますか。 
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原料等の変更により、届出をしなければならないのは以下のような場合で

す。 

１ 特殊肥料等入り指定混合肥料に土壌改良資材を加えるなどにより、指定

混合肥料の種類に変更が生じる場合 

２ 原料として使用する普通肥料、特殊肥料又は土壌改良資材について、種

類の範囲を超えて追加、削除又は変更した場合（同種類内の原料や銘柄の

変更は新たな届出は不要です。） 

３ 原料等の配合割合を、一定範囲を超えて変更した場合 

なお、生産条件の変更（材料、生産設備などの変更）では、新たな届出の

必要はありません。 

 

 

 

 

 

（回答） 

指定混合肥料の銘柄を追加する場合に、既に行った届出の変更届出により

銘柄を追加する方法は可能ですが、可能な限り、新たに届出書を提出してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

品質が低下するおそれがないことを確認するための生産については、試作

品を作る場合と同様、業としての生産には当たらないことから、生産の届出

は不要です。 

なお、品質が低下しないことが確認され、その肥料を販売するために生産

する場合（業として生産する場合）には、生産する１週間前までに届出が必

要です。 

 

 

 

 

（回答） 

 特殊肥料の名称から当該特殊肥料の種類を類推することが困難な現状を踏

まえ、特殊肥料の届出事項に「肥料の種類」を追加することとしました。 

  

  

問８－（３） 

品質が低下するおそれがないものとして農林水産大臣が定める要件には、

「生産した日から４週間を経過した日以後に」とありますが、この品質低下

を確認するための生産についても、届出を行う必要があるでしょうか。 

問８－（４） 

特殊肥料の生産届出に当たって、変更となったところはありますか。 

問８－（２） 

新たな指定混合肥料の銘柄を生産する場合、既に行った届出の変更届出を

提出することにより銘柄を追加することも可能ですか。 
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（回答） 

指定混合肥料を新規に生産する場合は、肥料の品質の確保等に関する法律

施行規則様式第８号の３「指定混合肥料生産業者届出書」により届出を行う

必要があります。 

当該届出書では、従来の指定配合肥料生産業者届出書と同様に氏名及び住

所、肥料の名称、生産する事業場の名称及び所在地及び保管する施設の所在

地のほか、新たに「肥料の品質の確保等に関する法律第４条第２項第２号か

ら第４号までに掲げる普通肥料のいずれかに該当するかの別」の欄が設けら

れ、指定混合肥料の種類を記載し届出ることとなっているのでご注意くださ

い。 

 

問８－（５） 

指定混合肥料の生産届出に当たって、注意すべき点はどういったことです

か。 


