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別紙１ 汚泥肥料中の重金属濃度のロット間変動の把握、サンプリング検査計

画、生産方法の見直しの方法

１．汚泥肥料中の重金属濃度のロット間変動の把握

サンプリング検査による重金属濃度の分析値をグラフ化するなどの方法によ

り、ロット間変動、季節間変動などを把握する。グラフには、許容値や自主管

理基準値（案）の線などを記入し視覚的に変動を把握し易いようにするとよい。

グラフ（管理図）の一例を図１に示す。

図１ 汚泥肥料中の重金属濃度の変動管理図の例

２. 年間の検査回数の設定

１により把握した重金属の濃度及び年間の変動により重金属の種類ごとに適

切な時期及び検査回数を設定する。

年間の検査回数の設定例を以下に示す。

①年間の重金属濃度の変動傾向が把握できている事業場では、年間で最も重金

属濃度が高くなる時期に、その時期の全ロットをサンプリング検査する。若

しくは、その時期に最低１回以上サンプリング検査を実施する。

②年間の重金属濃度の変動傾向が不明な事業場では、年間変動を把握するため、

各四半期毎に１回以上、年間で最低４回以上サンプリング検査を実施する。

③年間の重金属濃度の変動がほとんどなく自主管理基準値を大きく下回ってい

る場合は、年間１回任意の時期に実施する。
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３. サンプリング検査計画、生産方法の見直し

重金属濃度の分析値の蓄積により、１により再度変動の把握を行う。重金属

の濃度及び年間の変動状況に応じてサンプリング検査計画、原料及び生産方法

の見直しを行うなど適切な処置を行い、安定した品質の製品が生産できるよう

に管理を行う。見直しは１年に１回実施時期を決めて行うことが望ましい。

変動状況別の処置の一例を下記に示す。

（１）年間での変動が大きくなった場合。

・年間のサンプリング検査回数を増やす。

・最も高濃度になると予想される時期に重点的にサンプリング検査を実施す

る。

・原料や生産方法のうち、変動に影響している原因がないか調査を行い、変

動を小さくするように改善する。

（２）急激に重金属濃度が上昇した時期や、徐々に上昇しており、許容値に近づ

いてきているなどの変動が確認された場合は、その原因調査を行い原料、生

産方法やサンプリング検査計画を見直す。
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別紙２ 分析法の性能規準

１．分析の誤差等について

分析を行う際には、目的の濃度が必要な精確さで測定できるかを確認するこ

とが重要である。このための指標としてこの手引書では定量下限、併行精度及

び真度を例示している。定量限界とはその成分について適切な精確さをもって

定量できる最小濃度のことである。これらの値が自主管理値以上であれば肝心

の濃度が精確に測定できず、そのような分析方法や分析機関では重金属管理の

用をなさない。

また、併行精度は分析に際して同一の試料を複数同時に測定した時のばらつ

きをいい、真度は、真の値や標準とされる物質に付与された値からの測定値の

かたよりの程度をいう。併行精度と真度の関係を図２に示した。分析所Ｂは分

析値のばらつきの範囲は小さいものの真の値からの乖離が大きいが、分析所Ａ

は分析値のばらつきの範囲は大きいが真の値からの乖離は小さい。併行精度（ば

らつき）が良好であることが必ずしも真の値に近いというわけではない。

検出限界、定量限界、併行精度及び真度の性能がよいことが望ましいが、一

般的に性能が向上することにより費用が増すことから、必要な性能と費用を勘

案して定めることとなる。

図２ 併行精度（ばらつき）と真度の関係

真の値

分析所Ｂの

ばらつきの範囲

分析所Ａの

ばらつきの範囲



- 50 -

２．分析所の技能等の要件

（１）分析所の技能

①表に掲げる分析の分析所の技能を確保できる施設、機器を使用すること。

②真度を確認するために汚泥肥料と類似した認証標準物質を分析し、分析値

と認証値の差が室間再現標準偏差の２倍を超えないこと。

表１ 分析所の技能

ひ素 カドミ 水銀 ニ ッ ケ クロム 鉛

ウム ル

許容値 (mg/kg) 50 5 2 300 500 100

定量下限(mg/kg) 10 1 0.4 60 100 20

併行精度(%) 5 5 5 5 5 5

（２）精度管理の実施

①真度を確認するために汚泥肥料と類似した認証標準物質を分析し、分析値

と認証値の差が室間再現標準偏差の３倍を超えないこと。

また、連続した測定値のかたよりが同一方向で室間再現標準偏差の２倍を

超えないこと。超えた場合は再度試験を実施すること。

②空試験の試験成績が異常値を示さないこと。

３．分析所の技能の評価方法

分析所の技能の評価は次の試験により行う。

（１）分析所の技能判定のための試験方法

①真度

認証標準物質を分析する。

②併行精度

均質な試料（認証標準物質である必要はない）を５～７点併行で試験する。

③定量下限

試料を用いずに前処理操作から空試験する。なお、空試験溶液を７回測定

する。
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（２）技能の評価法の例

分析所の技能の評価は次により行う。

①真度

認証標準物質の目的成分の分析値が（１）式の範囲内であること。

μ－２σ R ＜ ｘ ＜ μ＋２σ R ・・・（１）

ｘ ：分析値

μ ：共同試験成績から得られた認証標準物質の測定成分の特性値

（認証値）

σ R：共同試験成績から得られた認証標準物質の測定成分の室間再

現標準偏差

②併行精度

均質な試料の分析値の標準偏差を算出し、分析値に対する標準偏差の値が

５％以内におさまること。

③定量下限

いろいろな定義・算出法があるが、本手引書では汚泥肥料中の重金属につ

いて次により算出する。

繰り返し 7回の測定値からブランク値の標準偏差を求める。
（３ A）式により定量下限を算出する。

定量下限（LOQ）＝ １０ Sb ・・・（３ A）

Sb：ブランク値の標準偏差

これによって算出された定量下限がそれぞれ各成分の許容値の１／５以下

であること。
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４．内部精度管理の評価方法

試験成績の内部精度管理は次の試験により実施します。

（１）内部品質管理のための試験の実施

①真度

認証標準物質を試験する。

②空試験

試料を用いずに前処理操作から試験する。

（２）内部品質管理成績の評価

精度の評価は次により行います。

①真度

認証標準物質の測定目的成分の各分析値が（１ A）及び（１ B）式に該当
する場合は、一連の試験成績を採用しない。また、一連の試験の認証標準

物質の測定目的成分の各分析値が連続して（２ A）及び（２ B）式に該当
する場合は、後の一連の試験成績を採用しない。

ｘ ＜ μ－３σ R ・・・（１ A）
ｘ ＞ μ＋３σ R ・・・（１ B）

μ－３σ R ≦ ｘ ＜μ－２σ R ・・・（２ A）
μ＋３σ R ≧ ｘ ＞μ＋２σ R ・・・（２ B）

μ ：共同試験成績から得られた認証標準物質の測定目的成分の

特性値（認証値）

σ R：共同試験成績から得られた認証標準物質の測定目的成分の

室間再現標準偏差

②空試験

空試験成績が定量下限を上回るとき、認証標準物質を含む試料の測定値か

ら差し引く。

空試験成績が異常値を示した場合は、試験環境、試薬、器具等からの非定

常的な汚染が考えられるので、一連の試験成績を採用しない。
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別紙３ 汚泥肥料中の重金属の分析・サンプリング誤差の推定方法及びそれに基

づく自主管理基準値の設定方法

汚泥肥料の重金属の管理に際して行うサンプリングや分析については、汚泥肥

料のロット内のばらつき、サンプリング方法、分析操作による誤差が伴う。誤差

は大きくなったり小さくなったりすることがある。自主管理基準値については、

ばらつきや誤差により、ロットの真の含有量より分析値が低く分析される場合を

考えて、許容値より低い値で定めることにより、許容値を下回ることを担保する。

サンプリング・分析誤差の幅をどの程度認めるかについては、危険率（分析値

が自主管理基準値付近でありながら真の値が許容値を超える確率。）という概念

で表すが、５％程度は許容できる範囲と考えられる。

汚泥肥料中の重金属の分析・サンプリング誤差の推定方法及びそれに基づく自

主管理基準値の設定方法の例を次に示す。

（１）使用するサンプリング法に基づき１０箇所からサンプルを採取する。

①簡易トップサンプリング法においては、ロットを１０区分して各区分から

任意の位置の表層から１インクリメントずつサンプルを採取する。

②簡易コンベアサンプリング法においては、１ロットがコンベア上を移動し

ている時間を１０等分して、等時間間隔に１インクリメントずつサンプル

を採取する。

（２）採取した１０個のサンプルを分析し、分析値から次式により成分毎に平均

値及び分散を求める。

平均値 ｘ＝（ｘ１＋ｘ２＋・・・＋ｘ１０）／１０

分散 ＳＤ２＝｛（ｘ１－ｘ）２＋（ｘ２－ｘ）２＋・・・＋（ｘ１０－ｘ）２｝

／（１０－１）

ｘ１ ～ｘ１０ ：サンプルの分析値

（３）求めた分散から分析・サンプリング誤差を推定する。

分析・サンプリング誤差 ＳＤ ＝ √ＳＤ２
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（４）分析・サンプリング誤差に危険率の係数を乗じて自主管理基準値を求める。

危険率（片側）

５％ １．６４

自主管理基準値＝許容値－ＳＤ×１．６４
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別紙４ 汚泥肥料の生産における非定常時として想定される事例

汚泥肥料の生産は、通常の生産状態（以下「定常時」という。）でなされる場

合と、何らかの原因で通常とは異なる生産状態（以下「非定常時」という。）で

なされる場合がある。

非定常時に生産した汚泥肥料については、重金属濃度が定常時よりも大きく変

化し、高濃度になる可能性が高い。このため、非定常時と想定される場合に生産

した汚泥肥料については、その重金属管理に十分注意する必要がある。

非定常時の事例としては、下記のような場合が想定される。

（１）生産設備に係る事例

①生産設備のメンテナンスを行った直後に生産した場合

特に、焼成汚泥肥料については、生産設備（焼却炉など）のメンテナンス

実施直後に生産した場合、焼却炉の壁などに付着していたカドミウム濃度

の高い微細な灰の塊がメンテナンスの際に剥離して混入し、汚泥肥料中の

カドミウム濃度が通常より高くなる場合がある。

②生産設備の異常時や変更があった後に生産した場合

乾燥機や焼却炉の温度制御が故障していて通常とは違った温度で乾燥や焼

却などの処理を行った場合や、生産設備の更新などを行った場合など。

（２）原料の変化に係る事例

①し尿汚泥肥料について、通常とは全く異なる地域から収集したし尿や浄化

槽汚泥を処理したなど、大幅に原料を変更して汚泥肥料を生産した場合。
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汚泥肥料のサンプリング検査計画書(例の１)

１．作成及び更新年月日

作成 平成 年 月 日

更新 平成 年 月 日

２．対象事業場名 ○○肥料工場

３．肥料の種類、名称 し尿汚泥肥料「○○乾燥汚泥１号」

４．品質管理責任者 ○○肥料工場 品質管理係 ○○○○

５．検査対象ロット

ほぼ同一性状とみなせる同一発生源に由来する量の汚泥肥料を１ロットとする。

本事業場においては、１日の操業時間に乾燥機で処理を行い、出荷用ヤードに堆

積された汚泥肥料を１ロットとする。

６．対象とする重金属

ひ素・カドミウム・水銀・ニッケル・クロム・鉛

７．年間の検査回数

毎年２月、５月、８月、１１月の４回検査を実施する。

８．サンプリングの実施

８．１ 使用する器具

下図１に規定している40号のインクリメントスコップ（JIS K 0060-1992「産業

廃棄物のサンプリング方法」付表１）を使用する。
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図１ ４０号インクリメントスコップ

８．２ インクリメントの採取方法

４０号インクリメントスコップで当て板を用いて１動作（一すくい）で一定量を

採取する。

８．３ 採取箇所数

同一ロットの４箇所から１インクリメントずつ採取する。

一すくいでほぼ同一質量を採取する。

図２ インクリメント採取法

110mm

65mm

110mm

95mm
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８．４ サンプリング方法の選定、サンプリング場所の指定

し尿汚泥肥料「○○乾燥汚泥１号」

簡易トップサンプリング法により行う。出荷用ヤードに堆積された１ロットの汚

泥肥料の表層のランダムな４箇所からインクリメントを採取する。

図３ 簡易トップサンプリング法の実施図

乾燥機

製品ホッパ

製品倉庫に堆積された汚
泥肥料

堆積された汚泥肥料の表層か

らインクリメント採取

汚泥肥料
1ロット

製
品
倉
庫
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８．５ 混合試料の作成

１ロットから採取したインクリメント試料全部を一つの容器（ビニール袋など）

に入れ、よく混合して混合試料とする。

図４ 混合試料の作成

９．試料の取扱い

９．１ 試料容器

厚手のビニール袋に試料を入れ、空気が極力入らないようにして袋上部をねじり、

輪ゴムを使用して密封する。破れ防止のため、更にビニール袋に入れ二重にする。

９．２ 試料の表示

試料は密封して送付する。包装には、次の項目を表示する。

（１）肥料の名称

（２）生産年月日

（３）試料採取の年月日

（４）試料採取の場所

（５）試料採取者名

（６）試料採取方法

（７）その他

ビニール袋

インクリメント採取

した試料をビニール

袋などに入れる

振り混ぜて、よく混

合する

「9.試料の取扱い」
により必要な表示

などをして、分析

機関へ送付する。

汚泥肥料

※試料を入れる容器は、試料の全量が入り、清浄

で、丈夫で、かつ密封できるものとする。
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図５ 試料容器の表示

９．３ 試料の送付及び保管

採取した試料は直ちに発送を行う。

試料の送付にあたっては、試料容器を密封し、容器が破損したり、気密が破れた

り、異物が混入したりしないように丈夫な包装をし、試料の表示をする。この場合、

表示が損傷しないようにする。

９．４ 試料取扱時の注意

試料の採取に際しては、使用する器具の清掃を十分に行い、試料に異物が混入し

ないよう注意する。

１０．サンプリング時の作業者の安全確保

（１）サンプリングは安全確保を第一として行い、危険が伴うようなサンプリング方

法は行わない。

（２）皮膚を露出しない服装とし、安全帽、安全靴、手袋、マスクを着用し、危険防

止・病原性微生物の感染防止に努める。

１１．試料調製・分析

１１．１ 試料調製

試料の調製は次により分析機関に委託する。

（１）試料の乾燥

乾燥機を使用し、65℃で加熱乾燥をする。
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（２）試料の粉砕

試料は、超遠心粉砕機を用いて最大粒径を１ｍｍ以下となるまで全量を粉砕し、

混合し均質な分析用試料を調製する。

１１．２ 分析方法

肥料等試験法により重金属の分析を実施する。

１１．３ 分析の精度管理

分析は分析機関に委託する。なお、委託契約の際に自主管理基準値を伝えるとと

もに、分析法を指示するほか、次の条件を付す。確認のため契約に際しては分析所

に別紙を交付し回答を行わせるものとする。

（１）分析所の技能

①表１に掲げる分析の分析所の技能を確保できる施設、機器を使用すること。

②真度を確認するために汚泥肥料と類似した認証標準物質を分析し、分析値と認

証値の差が室間再現標準偏差の２倍を超えないこと。

表１ 分析の性能基準の目標値

ひ素 カドミ 水銀 ニッケ クロム 鉛

ウム ル

基準値 (mg/kg) 50 5 2 300 500 100

定量下限 (mg/kg) 10 1 0.4 60 100 20

併行精度 (%) 5 5 5 5 5 5

（２）内部精度管理の実施

①真度を確認するために汚泥肥料と類似した認証標準物質を分析し、分析値と認

証値の差が室間再現標準偏差の３倍を超えないこと。また、連続した測定値の

かたよりが同一方向で室間再現標準偏差の２倍を超えないこと。

②空試験の試験成績が異常値を示さないこと。

（３）分析結果の報告は分析依頼日から３週間以内とする。報告には重金属の濃度と

ともに定量下限、併行精度及び認証標準物質分析の結果を付すこと。ただし、自

主管理基準値を超える分析値が確定した場合は、直ちに報告すること。
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別紙

分析所への確認事項

次の項目について、可否の回答をお願いします。

１．乾燥

汚泥肥料について乾燥が実施できるか。 可 否

２．粉砕

乾燥品を全量１ｍｍ以下に均質に粉砕できるか。 可 否

３．分析法

肥料等試験法により分析が行えるか。 可 否

４．分析所の技能

次の精確さで分析が行えるか。 可 否

①技能

ひ素 カドミ 水銀 ニッケ クロム 鉛

ウム ル

許容値 (mg/kg) 50 5 2 300 500 100

定量下限 (mg/kg) 10 1 0.4 60 100 20

併行精度 (%) 5 5 5 5 5 5

②真度を確認するために汚泥肥料と類似した認証標準物質を分析し、

分析値と認証値の差が室間再現標準偏差の２倍を超えないこと。

５．精度管理

次の精度管理が行えるか。 可 否

①真度を確認するために汚泥肥料と類似した認証標準物質を分析し、

分析値と認証値の差が室間再現標準偏差の３倍を超えないこと。ま

た、連続した測定値のかたよりが同一方向で室間再現標準偏差の２

倍を超えないこと。超えた場合は再度試験を実施すること。

②空試験の試験成績が異常値を示さないこと。

６．報告

報告には重金属の濃度とともに定量下限及び認証標準物質分析の結

果を付すことができるか。 可 否
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７．分析期間

３週間以内に報告が行えるか。 可 否

８．不適合時の報告

分析値の確定後直ちに自主管理基準値との比較が行え、超過した場合は

直ちに報告ができるか。 可 否

自主管理基準値 （単位：mg/kg）

重金属名 自主管理基準値 許容値（参考）

ひ素 46 50

カドミウム 4.5 5

水銀 1.8 2

ニッケル 280 300

クロム 470 500

鉛 96 100

注：基準値は乾物当たりの数値である。

以上に相違ありません。

平成 年 月 日

会社名

１２．分析報告書の内容の確認

分析機関から分析値の報告があった場合は、その分析値が妥当であるかどうかの

確認を行う。確認する項目は下記のとおり。

なお、分析値に疑義がある場合は、分析機関に確認を行う。

（１）肥料等試験法で分析を実施されているか。

（２）分析値の単位は適切か。有効数字は２桁か。

（３）乾物換算はされているか。（許容値は乾物換算値である。）

（４）定量下限及び精度が求めた条件に合致しているか。

（５）過去の分析値に比べて異常な数値となっていないか。

（６）分析の性能基準及び認証標準物質での精度管理が適切であったか。
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１３．自主管理基準値

１３．１ 自主管理基準値の設定

自主管理基準値は次のとおりとする。

表２ 自主管理基準値 （単位：mg/kg）

重金属名 自主管理基準値 許容値（参考）

ひ素 46 50

カドミウム 4.5 5

水銀 1.8 2

ニッケル 280 300

クロム 470 500

鉛 96 100

１３．２ 自主管理基準値との比較

分析値の確認の結果、異常がなければ分析結果と自主管理基準値との比較を行う。

１４．不適合時の措置

１４．１ 不適合発生時の連絡

自主管理基準値との比較の結果、不適合と判定された場合は本社品質管理課に連

絡する。

１４．２ 製品の措置

不適合が発生した場合、本社品質管理課は製品については次の処置を講じる。

（１）当該製品の在庫について早急に出荷の停止の措置を講じる。

（２）出荷した当該製品について出荷先に連絡を行い回収の措置を講じる。

（３）在庫及び回収した製品については廃棄物として適正に処理を行う。

（４）不適合となった原因について調査を実施する。また、必要に応じて改善措置を

講じる。

（５）在庫及び回収した製品の処理の内容、原因究明の結果及び改善措置等を記載し

た報告書を作成し、作成日から５年間、品質管理責任者において専用のファイル

で保管する。
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１４．３ 独立行政法人農林水産消費安全技術センターへの報告

不適合の報告書作成後には速やかに、独立行政法人農林水産消費安全技術センタ

ーに報告を実施する。

１５．教育訓練

（１）品質管理責任者を肥料の品質保全に関する講習会に年１回参加させる。

（２）品質管理責任者は（１）の内容を踏まえて重金属検査に従事する職員に対し、

講習を行う。

（３）品質管理責任者は（１）及び（２）について記録し、その作成の日から５年間、

専用のファイルで保存する。

１６．実施状況の自己点検

１６．１ 自己点検の実施

本社品質管理課は年１回、次の項目について点検を実施する。

（１）製品の重金属検査がサンプリング検査計画書に基づき実施されているか記録を

点検する。

（２）不適合となった製品がある場合には１４．２により適切に措置されているか記

録を点検する。

（３）検査に必要な教育訓練が計画的に実施されているか記録を点検する。

（４）点検の結果、実施・運用に改善が必要な場合は所要の措置を行う。

（５）品質管理課は点検の結果の記録を作成し、作成日から５年間、保存する。

１６．２ 検査計画の改善

自己点検に併せてサンプリング検査計画の内容について次の点検を行う。

（１）変動の把握

①重金属の含有量について変化はないか。

②年間の変動に変化はないか。

③重金属の含有量が急激に変動していないか。

（２）（１）において変化が確認された場合には生産方法や原料の変更等について調

査を行い、次の観点を踏まえてサンプリング検査計画等の改善を実施する。

①年間での変動が大きくなった場合は年間のサンプリング検査回数を増やす。

②最も高濃度になると予想される時期に重点的にサンプリング検査を見直しをす

る。
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③原料や生産方法が、変動に影響している場合は、変動や含有量を小さくするよ

うに改善する。

（３）所要の改善を行った場合には、当該措置の記録を作成し、作成日から５年間、

品質管理責任者において保存する。

１７．記録の作成及び保管

サンプリング検査、不適合発生時の製品の措置、教育訓練及び実施状況の自己点

検の記録は別添様式１～４により行うものとする。作成した報告書は専用のファイ

ルで保管して、５年間保存する。

１８．非定常時の製品の対応

メンテナンスの実施後の製品については、個別に重金属含有量の検査を実施する。
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様式１

サンプリング及び分析結果の記録書

作成 年 月 日

作成者

１．サンプリング実施日（年月日）

２．サンプリング実施者（氏名）

３．サンプリング方法

４．採取場所

５．生産年月日、ロット番号

６．原料・受入元

７．分析を依頼した分析機関名

８．分析値（分析機関から報告された分析成績書などを添付する）

９．成分名及び判定結果（判定者の氏名及び年月日）

１０．品質管理責任者の承認（氏名及び年月日）

１１．その他

様式２

教育訓練の実施記録書

報告 年 月 日

報告者

１．実施年月日、参加者

２．実施主体、場所

３．教育訓練の内容

４．その他
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様式３

不適合時の処置記録書

報告 年 月 日

報告者

１．不適合の判明年月日

２．ロット番号、対象数量

３．不適合の内容

４．在庫の出荷の停止の措置、措置年月日

５．当該製品の出荷先、連絡年月日及び回収の措置

６．在庫及び回収した製品の保管

７．在庫品及び回収品の廃棄物として処理経過

８．不適合となった原因について調査結果

９．改善の措置

様式４

自己点検記録書

報告 年 月 日

報告者

１．実施日

２．実施者

３．サンプリング及び分析結果の記録書との点検結果

４．不適合時の処置記録書の点検結果

５．教育訓練の実施記録書の点検結果

６．サンプリング、不適合時の措置及び教育訓練に関する是正の有無及び改善処置の

内容

７．重金属の変動の把握結果及びそれをふまえたサンプリング検査計画への反映
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汚泥肥料のサンプリング検査計画書(例の２)

１．作成及び更新年月日

作成 平成 年 月 日

更新 平成 年 月 日

２．対象事業場名 ○○肥料工場

３．肥料の種類、名称 焼成汚泥肥料「△△焼成肥料１号」

４．品質管理責任者 ○○し尿処理場 水質管理係 ○○○○

５．検査対象ロット

ほぼ同一性状とみなせる同一発生源に由来する量の汚泥肥料を１ロットとする。

本事業場においては、１日の操業時間に焼成炉で処理を行い、コンベアで運搬さ

れる汚泥肥料を１ロットとする。

６．対象とする重金属

カドミウム・ニッケル

７．年間の検査回数

毎年１月、６月の２回検査を実施する。

８．サンプリングの実施

８．１ 使用する器具

下図１に規定している40号のインクリメントスコップ（JIS K 0060-1992「産業廃

棄物のサンプリング方法」付表１）を使用する。



- 72 -

図１ ４０号インクリメントスコップ

８．２ インクリメントの採取方法

１ロットの汚泥肥料から４０号インクリメントスコップで、当て板を用いて１動

作（一すくい）で一定量を採取する。

８．３ 採取箇所数

同一ロットの４箇所から１インクリメントずつ採取する。

一すくいでほぼ同一質量を採取する。

図２ インクリメント採取法

110mm

65mm

110mm

95mm
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８．４ サンプリング方法の選定、サンプリング場所の指定

焼成汚泥肥料「△△焼成肥料１号」

簡易コンベアサンプリング法により行う。焼成炉から排出され製品ホッパーへ向

かうコンベア上を移動しているとき、コンベヤ上から４個のインクリメントを採取

する。９時、１１時、１時、３時に１インクリメントずつ採取する。

図３ 簡易コンベアサンプリング法の実施図

製品ホッパ

汚泥肥料排出ベルトコ
ンベア上でインクリメ
ントスコップ採取

コンベア上を流れる汚泥肥
料1ロットから一定間隔で1
～4個インクリメント採取す
る

焼却炉

コンベア

汚泥肥料
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８．５ 混合試料の作成

１ロットから採取したインクリメント試料全部を一つの容器（ビニール袋など）

に入れ、よく混合して混合試料とする。

図４ 混合試料の作成

９．試料の取扱い

９．１ 試料容器

厚手のビニール袋に試料を入れ、空気が極力入らないようにして袋上部をねじり、

輪ゴムを使用して密封する。破れ防止のため、更にビニール袋に入れ二重にする。

９．２ 試料の表示

試料は密封して保管する。包装には、次の項目を表示する。

（１）肥料の名称

（２）生産年月日

（３）試料採取の年月日

（４）試料採取の場所

（５）試料採取者名

（６）試料採取方法

（７）その他

ビニール袋

インクリメント採取

した試料をビニール

袋などに入れる

振り混ぜて、よく混

合する

「9.試料の取扱い」
により必要な表示

などをして、品質

管理室へ送付する。

汚泥肥料

※試料を入れる容器は、試料の全量が入り、清浄

で、丈夫で、かつ密封できるものとする。
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図５ 試料容器の表示

９．３ 試料の送付及び保管

試料を保管するときは、密封し、温度、直射日光、水分などの影響のないように

品質管理室のロッカー内に保管する。

９．４ 試料取扱時の注意

試料の採取及び試料の調製に際しては、使用する機械・器具の清掃を十分に行い、

試料に異物が混入しないよう注意する。

１０．サンプリング時の作業者の安全確保

（１）サンプリングは安全確保を第一として行い、危険が伴うようなサンプリング方

法は行わない。

（２）皮膚を露出しない服装とし、安全帽、安全靴、手袋、マスクを着用し、危険防

止・病原性微生物の感染防止に努める。

１１．試料調製・分析

１１．１ 試料調製

採取した試料は次により調製を行う。

（１）試料の粉砕

試料は、超遠心粉砕機を用いて最大粒径を１ｍｍ以下となるまで全量を粉砕し、

混合し均質な分析用試料を調製する。
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１１．２ 分析方法

肥料等試験法により重金属の分析を実施する。

１１．３ 分析の精度管理

分析の精度管理は次により実施する。

（１）機器等の調整

①表１に掲げる分析の性能を確保できるよう、機器を調整すること。

②真度を確認するために汚泥肥料の認証標準物質を分析し、分析値と認証値の差

が室間再現標準偏差の２倍を超えないよう調整すること。

表１ 分析の性能基準の目標値

カドミウム ニッケル

基準値 (mg/kg) 5 300

定量下限 (mg/kg) 1 60

併行精度 (%) 5 5

（２）内部精度管理の実施

内部精度管理は次により実施する。

①真度を確認するために汚泥肥料の認証標準物質を分析し、分析値と認証値の差

が室間再現標準偏差の３倍を超えないこと。また、連続した測定値のかたより

が同一方向で室間再現標準偏差の２倍を超えないこと。これらが超えた場合は

再度分析を実施する。

②空試験の試験成績が異常値を示さないこと。

１２．分析報告書の内容の確認

分析値の報告があった場合は、その分析値が妥当であるかどうかの確認を行う。

確認する項目は下記のとおり。

（１）分析値の単位は適切か。有効数字は２桁か。

（２）乾物換算はされているか。（許容値は乾物換算値である。）

（３）過去の分析値に比べて異常な数値となっていないか。

（４）分析の性能基準及び認証標準物質での精度管理が適切であったか。
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１３．自主管理基準値

１３．１ 自主管理基準値の設定

自主管理基準値は次のとおりとする。

表２ 自主管理基準値 （単位：mg/kg）

重金属名 自主管理基準値 許容値（参考）

カドミウム 4.5 5

ニッケル 280 300

１３．２ 自主管理基準値との比較

分析値の確認の結果、異常がなければ分析結果と自主管理基準値との比較を行う。

１４．不適合時の措置

１４．１ 不適合発生時の連絡

自主管理基準値との比較の結果、不適合と判定された場合は工場長に連絡する。

１４．２ 製品の措置

不適合が発生した場合、工場長は製品については次の処置を講じる。

（１）当該製品の在庫について早急に出荷の停止の措置を講じる。

（２）出荷した当該製品について出荷先に連絡を行い回収の措置を講じる。

（３）在庫及び回収した製品については廃棄物として適正に処理を行う。

（４）不適合となった原因について調査を実施する。また、必要に応じて改善措置を

講じる。

（５）在庫及び回収した製品の処理の内容、原因究明の結果及び改善措置等を記載し

た報告書を作成し、作成日から５年間、品質管理責任者において専用のファイル

で保管する。

１４．３ 独立行政法人農林水産消費安全技術センターへの報告

不適合時の報告書作成後には速やかに、独立行政法人農林水産消費安全技術セン

ターに報告を実施する。
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１５．教育訓練

（１）品質管理責任者を肥料の品質保全に関する講習会に年１回参加させる。

（２）品質管理責任者は（１）の内容を踏まえて重金属検査に従事する職員に対し、

講習を行う。

（３）品質管理責任者は（１）及び（２）について記録し、その作成の日から５年間、

専用のファイルで保存する。

１６．実施状況の自己点検

１６．１ 自己点検の実施

工場長は年１回、次の項目について点検を実施する。

（１）製品の重金属検査がサンプリング検査計画書に基づき実施されているか記録を

点検する。

（２）不適合となった製品がある場合には適切に措置されているか記録を点検する。

（３）検査に必要な教育訓練が計画的に実施されているか記録を点検する。

（４）点検の結果、実施・運用に改善が必要な場合は所要の措置を行う。

（５）工場長は自己点検の結果の記録を作成し、作成日から５年間、保存する。

１６．２ 検査計画の改善

自己点検に併せてサンプリング検査計画の内容について次の点検を行う。

（１）変動の把握

①重金属の含有量について変化はないか。

②年間の変動に変化はないか。

③重金属の含有量が急激に変動していないか。

（２）（１）において変化が確認された場合には生産方法の変更等について調査を行い、

サンプリング検査計画の改善を実施する。

（３）所要の改善を行った場合には、当該措置の記録を作成し、作成日から５年間、

品質管理責任者において保存する。

１７．記録の作成及び保管

サンプリング検査、不適合発生時の製品の措置、教育訓練及び実施状況の自己点

検の記録は別添様式１～４により行うものとする。作成した報告書は専用のファイ

ルで保管して、５年間保存する。

１８．非定常時の製品の対応

メンテナンスの実施後の汚泥については、肥料化しない。
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様式１

サンプリング及び分析結果の記録書

作成 年 月 日

作成者

１．サンプリング実施日（年月日）

２．サンプリング実施者（氏名）

３．サンプリング方法

４．採取場所

５．生産年月日、ロット番号

６．原料・受入元

７．分析値

８．成分名及び判定結果（判定者の氏名及び年月日）

９．品質管理責任者の承認（氏名及び年月日）

１０．その他

様式２

教育訓練の実施記録書

報告 年 月 日

報告者

１．実施年月日、参加者

２．実施主体、場所

３．教育訓練の内容

４．その他
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様式３

不適合時の処置記録書

報告 年 月 日

報告者

１．不適合の判明年月日

２．ロット番号、対象数量

３．不適合の内容

４．在庫の出荷の停止の措置、措置年月日

５．当該製品の出荷先、連絡年月日及び回収の措置

６．在庫及び回収した製品の保管

７．在庫品及び回収品の廃棄物として処理経過

８．不適合となった原因について調査結果

９．改善の措置

様式４

自己点検記録書

報告 年 月 日

報告者

１．実施日

２．実施者

３．サンプリング及び分析結果の記録書の点検結果

４．不適合時の処置記録書の点検結果

５．教育訓練の実施記録書の点検結果

６．サンプリング、不適合時の措置及び教育訓練に関する是正の有無及び改善処置の

内容

７．重金属の変動の把握結果及びそれをふまえたサンプリング検査計画への反映
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よくある質問とその回答

………問１．汚泥肥料中の重金属管理手引書とはどのようなものでしょうか。 ８３

………………………問２．汚泥肥料に、なぜ品質管理が必要なのでしょうか。 ８３

問３．手引書の中に、汚泥肥料には有害な重金属が許容値を超えて含有する可能性

……が高いとの記載がありますが、なぜ重金属が高くなるのでしょうか。 ８３

問４．手引書による品質管理に取り組みたいのですが、サンプリング計画書の作成

………………方法が分かりません。どのようにすれば良いのでしょうか。 ８３

問５．品質管理責任者の行う主な業務と品質管理に関して専門的な知識が必要であ

ることと記載があります。品質管理者になるためには何か資格が必要ですか。

………………………………………………………………………………………８４

問６．品質管理責任者は専任でなく兼務でも構わない、施設の管理受託者でも可能

とありますが、そもそも市（町役場）の下水処理場には常駐する人がいないの

で、品質管理を行うことは困難です。どのような対応をすれば良いでしょうか。

………………………………………………………………………………………８４

問７．検査対象ロットについて、「ロットとは同一性状と見なせる。」との記載が、

ありますが、当処理場では毎日発生する汚泥は、数日から２週間程度を堆積し、

まとめて出荷しています。同一性状ではありませんが、置き場がないので毎日

の汚泥を分けることが出来ません。２週間分を１ロットとして良いでしょうか。

………………………………………………………………………………………８４

問８．測定は、許容値を超える可能性の高い重金属を優先して下さいとありますが、

どの成分が可能性があるか分かりません。どのように決めればよいのでしょう

…………………………………………………………………………………か。 ８４

問９．サンプリング中に汚泥肥料を吸い込んだ時、職員に健康被害は生じないので

…………………………………………………………………………しょうか。 ８５

問10．サンプリングした試料を入れたビニール袋には、記載例にある項目は全て

必要なのでしょうか。年に１回程度のサンプリングなので、一部の記載にした

……………………………………………………………………いと思います。 ８５

問11．年間の検査回数を決める場合に、ロット間変動があるかどうかを把握する

との記載がありますが、ロット間変動とはどのような意味でしょうか。また、

………年間の変動が大きくなった場合とは、どのような時期でしょうか。 ８５
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問12．手引書では、インクリメントスコップによるサンプリングを推奨しています
が、どこで入手できるでしょうか。これ以外のサンプリング器具を使用する場
合は、分析値の検証のために使用した器具を詳細に記載することとされていま

…………………………………………すが、この意味がよく分かりません。 ８５

問13．分析を依頼する試験所は、どのような機関を選定すれば良いのでしょうか。
○○市の入札では、条件を記載する必要がありますが、分析所の技能評価方法

………をそのまま記載すれば良いのでしょうか、具体的に教えて下さい。 ８６

問14．分析成績書の内容確認の説明部分に、「現物のカドミウム濃度が２ mg/kg で
あっても水分が 80％のものであると乾物のカドミウム濃度は 10mg/kgとなり」

………………とあります。何故このようになるのか意味が分かりません。 ８６

……………………問15．手引書に適応した分析機関のリストはありませんか。 ８７

問16．自主管理した分析値が許容値を超えた場合、国や県から何らかの行政処分が
……………………………されたり、新聞などで公表されるのでしょうか。 ８７

問17．出荷した製品から不適合が発生した場合の措置ですが、全て処分しなければ
…………………………………………………………………駄目でしょうか。 ８７

問18．不適合が発生した場合、ＦＡＭＩＣへの報告は何日以内にしなければならな
…………………………………………………………………いのでしょうか。 ８７

問19．重金属管理手順書に記載している教育訓練ですが、自社では対応できません。
……………………………………どこかお願いできる施設はありませんか。 ８７

……問20．弊社は予算も人も少ないのですが、何か補助はあるのでしょうか。 ８８

注）「汚泥肥料中の重金属管理手引書」Ｑ＆Ａ集については、ＦＡＭＩＣのホー
ムページに掲載しています。
http://www.famic.go.jp/ffis/fert/obj/odeiQA.pdf
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問１．汚泥肥料中の重金属管理手引書とはどのようなものでしょうか。

答）窒素、りん酸、加里等のように植物の栄養に供するために有用な成分とカドミ
ウム、水銀、鉛等のように過剰に与えると植物、土壌、人体に悪影響を及ぼすも
のがあります。肥料取締法では、肥料の種類ごとに公定規格が定められています。
汚泥肥料では、公定規格中に「含有が許される有害成分の最大量」が定められ

ており、重金属が許容値を超えるものの生産、流通は禁じられています。「汚泥
肥料中の重金属管理手引書」は、重金属の有害成分が許容値を超えた汚泥肥料
が生産、流通されないよう汚泥肥料生産者が重金属の含有量を把握するための
手順書です。

問２．汚泥肥料に、なぜ品質管理が必要なのでしょうか。

答）生産工程の変更や原料となる汚泥の追加・変更等により重金属の含有量が変動
することがあります。このことにより、公定規格に定められた重金属の含有量が
許容値を超えることもありますので、許容値以下であることを確認しなければな
りません。
農家が安全な汚泥肥料を利用し、消費者が農産物を安心して購入するためにも

汚泥肥料の生産者が自主的に品質管理を行い、公定規格を満たした肥料を供給す
る必要があります。

問３．手引書の中に、汚泥肥料には有害な重金属が許容値を超えて含有する可
能性が高いとの記載がありますが、なぜ重金属が高くなるのでしょうか。

答）し尿・下水・工業排水などは河川等に放流する前に排水基準値を超えないよう
処理されます。処理の際に排水中の有害な重金属は、微生物により排水処理され
て汚泥中に蓄積・濃縮されます。このため、汚泥を原料とした肥料中に重金属の
有害成分が高くなる可能性があります。

問４．手引書による品質管理に取り組みたいのですが、サンプリング計画書の
作成方法が分かりません。どのようにすれば良いのでしょうか。

答）ＦＡＭＩＣでは、各事業所からのご要望に応じて、手引書の使い方や汚泥肥料
の品質管理についての講習を行っています。また、どなたでも簡単に計画書を作成
できるよう、ＦＡＭＩＣのホームページで紹介していますので、以下のアドレスか
ら必要な書類をダウンロードして活用して下さい。
http://www.famic.go.jp/ffis/fert/sub1_1.html
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問５．品質管理責任者の行う主な業務と品質管理に関して専門的な知識が必要

であることと記載があります。

品質管理者になるためには何か資格が必要ですか。

答）特別な資格は必要としていません。ただし、肥料の品質を管理する責任があり

ますので、肥料取締法や公定規格などに関して、最低限の知識を持っていただく

ようお願いします。

問６．品質管理責任者は専任でなく兼務でも構わない、施設の管理受託者でも

可能とありますが、そもそも市（町役場）の下水処理場には常駐する人が

いないので、品質管理を行うことは困難です。どのような対応をすれば良

いでしょうか。

答）処理場に常駐する人がいない場合、施設の管理責任を持つ市役所（町役場）の

担当部署で、責任を有する方を品質管理責任者として下さい。

問７．検査対象ロットについて、「ロットとは同一性状と見なせる。」との記載

がありますが、当処理場では毎日発生する汚泥は、数日から２週間程度堆

積し、まとめて出荷しています。

同一性状ではありませんが、置き場がないので毎日の汚泥を分けること

が出来ません。２週間分を１ロットとして良いでしょうか。

答）自主的な品質管理のために検査を行っていただきますので、２週間分をまとめ

たものを同一ロットと判断して混合し、これを検査分析用として取り扱っていた

だくことで結構です。

問８．測定は、許容値を超える可能性の高い重金属を優先して下さいとありま

すが、どの成分が可能性があるか分かりません。どのように決めればよい

のでしょうか。

答）可能であれば初回から３回目くらいまでは６成分を測定して、許容値を超える

時期があるか、原料組成などの変化により許容値を超える可能性がないかどうか

の確認をして下さい。その結果により、６成分の中から検査で除く成分を決めて

下さい。



- 85 -

問９．サンプリング中に汚泥肥料を吸い込んだ時、職員に健康被害は生じない

のでしょうか。

答）生産した汚泥肥料が公定規格を満たし安全であることを確認するためのサンプ

リングになりますので、健康被害が生じないとはいえません。このため、サンプ

リング時には粉じん等の吸引が生じないよう防塵マスク等の防護具の着用の必要

があります。また、重金属が許容値以下であったとしても作業時には、健康被害

を防止する観点から必要に応じた防護具の着用をお勧めします。

問10．サンプリングした試料を入れたビニール袋には、記載例にある項目は全

て必要なのでしょうか。

年に１回程度のサンプリングなので、一部の記載にしたいと思います。

答）記載は例なので、別のサンプルと区別できれば省略していただいて結構です。

問11．年間の検査回数を決める場合に、ロット間変動があるかどうかを把握す

るとの記載がありますが、ロット間変動とはどのような意味でしょうか。

また、年間の変動が大きくなった場合とは、どのような時期でしょうか。

答）ロット間変動とは、生産された汚泥肥料の「品質」が大きく変わることです。

例えば、下水処理場で雨水と下水を一緒に処理（分流式ではなく合併式）をして

いれば、雨の多い時期と冬などの渇水期では、処理する原水量が異なり排出され

る汚泥の質・量は変わります。この場合はロット間変動があると言えます。

また、温泉地などの保養施設がある下水処理場では、分流式でも繁忙期と閑散

期では下水の流入量も異なるので、季節間変動があります。これは、同じ下水処

理施設でもロット間変動があると言えます。

問12．手引書では、インクリメントスコップによるサンプリングを推奨してい

ますが、どこで入手できるでしょうか。

これ以外のサンプリング器具を使用する場合は、分析値の検証のために

使用した器具を詳細に記載することとされていますが、この意味がよく分

かりません。

答）インクリメントスコップは分析に使うためのサンプルが全体を代表したものと

なるように工夫された器具です。ＪＩＳ（日本工業規格）によって、サンプルの

粒度に対応して、型番を決めており、インターネットなどでも購入できます。

なお、手引書により推奨しているのは、先のとがっていない４０号インクリメ

ントスコップとなります。

別のサンプリング器具を使用すると、代表となるサンプリングができたのか、

確認が必要なため、その器具の大きさや形状などの記載をお願いしました。
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問13．分析を依頼する試験所は、どの様な機関を選定すれば良いのでしょう。

○○市の入札では条件を記載する必要がありますが、分析機関の技能評

価方法をそのまま記載すれば良いのでしょうか、具体的に教えて下さい。

答）入札の条件は、○○市が求める条件が手引書に記載された技能評価方法と内容

が合致していれば、これを用いて下さい。

具体的な精度管理方法ですが、市販の認証標準物質やそれと同等の精度をもつ

標準物質を用いるなど、入札条件には「分析値を出す際には精度管理が必要です。」

との記載をすることをお勧めします。

また、分析機関を選定する際には、分析成績を出すだけでなく分析値の意味を

丁寧にしてくれる分析機関を選定することをお勧めします。分析機関の技能評価

方法について、必要に応じてＦＡＭＩＣにご相談いただければ、対応致します。

問14．分析成績書の確認の説明部分に、「現物のカドミウム濃度が２ mg/kg で

あっても水分が 80 ％のものであると乾物のカドミウム濃度は 10mg/kg と

なり」とあります。何故このようになるのか意味が分かりません。

答）現物のカドミウム濃度とはサンプリング時の汚泥肥料中のカドミウム含有率で

す。対して乾物のカドミウム濃度とはサンプリング時の汚泥肥料中から水分を除

いた状態でのカドミウム含有率です。設問時の状態を下部に図で示し、汚泥量、

水分量、カドミウム量、カドミウム濃度の例を記載しています。

公定規格中の「含有が許される有害成分の最大量」は、乾物中の許容値となり

ます。通常、分析機関からの成績表には「乾物（Dry）」と「現物（Wet）」のどち
らかで記載されてますので、乾物値で許容値を超えないよう確認のうえ品質管理

を行ってください。

現物（水分 80%） 乾物(水分 0%)

水分

汚泥 Cd 汚泥 Cd

汚泥量 200g 200g
水分量 800g 0g
ｶﾄﾞﾐｳﾑ量 2mg 2mg
ｶﾄﾞﾐｳﾑ濃度 2mg/kg (0.0002%) 10mg/kg(0.0010%)
計算式 【2mg/(0.2kg+0.8kg)】 【2mg/0.2kg】
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問15．手引書に適応した分析機関のリストはありませんか。

答）平成１１年度に法律改正を行った際に、関係者に分析機関のリストを配付しま

したが、それ以降は新たなリストは作成していません。なお、インターネットで

分析機関を調べると、多数が検索されますので、分析機関を選択して下さい。

問16．自主管理した分析値が許容値を超えた場合、国や県から何らかの行政処

分がされたり、新聞などで公表されるのでしょうか。

答）この手引書は、生産業者による自主的な品質管理のために作成したものです。

自主検査によって許容値を超えた汚泥肥料であることが判明した時点で、流通は

差し控えていただきますが、新聞などで公表されることはなく、行政からの特段

の指導もありません。

なお、許容値を超えた原因など調査をするため、「不適合時の処置記録書」を

取っておくことをお勧めします。

問17．製造した製品から不適合が発生した場合の措置ですが、全て処分しなけ

れば駄目でしょうか。

答）汚泥肥料の公定規格に不適合が明らかであれば、肥料の公定規格に適合しませ

ん。流通させたり、農地などに施用することがないよう、適切な処分をお願いし

ます。

問18．不適合が発生した場合、ＦＡＭＩＣへの報告は何日以内にしなければな

らないのでしょうか。

答）特に日数の決まりはありません。措置が完了してからになりますので、事業場

の業務の都合で結構です。

問19．重金属管理手引書に記載している教育訓練ですが、自社では対応できま

せん。どこかお願いできる施設はありませんか。

答）下水汚泥肥料については、公益社団法人日本下水道協会が文献を出しています。

し尿汚泥肥料は、一般財団法人日本環境衛生センターがノウハウをお持ちです。
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問20．弊社は予算も人も少ないのですが、何か補助はあるのでしょうか。

答）残念ながら、補助金のような措置はありません。しかし、手引書にしたがって

品質管理を行うことで、農家等においても安心して有用な有機質資源として活用

することができます。

なお、手引書に関連した教育訓練、汚泥肥料の品質管理についての講習のご希

望があれば、ＦＡＭＩＣにご相談下さい。


