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 本資料は、関東農政局職員の執務参考資料及び勉強会資料とし
て作成されたものです。

 本資料において引用されている条文等は、肥料の品質の確保等
に関する法律、同法施行令、同法施行規則及び同法の規定に基づ
き定められた告示を引用していますが、公式には官報又はe-Gov
に掲載されている法令検索により正確な法令条文をご確認くださ
い。

 本資料は、令和３年12月１日（第二弾施行）に施行された規定
に基づき作成されております。

 本資料に掲載されている事項で、令和３年12月１日（第二弾施
行）の後に施行される規定により、今後、規定に変更が生じるこ
とがありますので、ご留意ください。

使用上の留意事項
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普通肥料 登録を受けた普通肥料（P-２の表１の普通肥料を除く。）
特殊肥料 届出を行った特殊肥料（以下の①～③を除く。）

土壌改良資材入り
指定混合肥料

「特殊肥料等入り指定混合肥料」と「土壌改良資材入り指定混合肥料」の定義と使用できる原料・材料等

●使用できる肥料

特殊肥料等入り
指定混合肥料

登録済みの普通肥料（汚泥肥料等を除く。）と、登録済みの汚泥肥料等（硫黄及びその化合物
に限る。）若しくは届出済みの特殊肥料又はその双方が配合された肥料であって、化学的変化
による品質低下のおそれがないもの（注）配合又は混入に伴い農林水産大臣の定める方法によ
り加工されるものを含む。
（肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号。以下「肥料法」という。）第４
条第２項第３号）

登録済みの普通肥料（汚泥肥料等を除く。）、登録済みの汚泥肥料等（硫黄及びその化合物
に限る。）若しくは届出済みの特殊肥料又はそれらの内２つ以上を混合したものに土壌改良
資材が混入された肥料であって、化学的変化による品質低下のおそれがないもの
（注）配合又は混入に伴い農林水産大臣の定める方法により加工されるものを含む。
（肥料法第４条第２項第２号）

普通肥料 登録を受けた普通肥料（P-２の表１の普通肥料を除く。）
特殊肥料 届出を行った特殊肥料（以下の①～③を除く。）

●定義

●使用できる材料
使用できる材料一覧に掲載された材料（P-４参照）

＜※２：令和２年農林水産告示第2160号＞

●使用できる肥料

●定義

●使用できる材料

泥炭、腐植酸質資材（普通肥料に該当するものを除く。）、木炭、
けいそう土焼成粒、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

＜※1：令和2年農林水産省告示第2083号＞

１

① 人ぷん尿
② 含水率50％以上の動物の排せつ物
③ 含水率50％以上の堆肥
※ただし、①、②及び③であっても、液状の肥料は品質低下を起こさ
ないことを確認できれば使用可。

指定土壌改良資材 地力増進法施行令（昭和59年政令第299号）に定められた以下のもの
（肥料を除く。）

① 人ぷん尿
② 含水率50％以上の動物の排せつ物
③ 含水率50％以上の堆肥
※ただし、①、②及び③であっても、液状の肥料は品質低下を起こさ
ないことを確認できれば使用可。

＜※1：令和2年農林水産省告示第2083号＞

●使用できる土壌改良資材

＜施行規則（昭和25年農林省令第64号）第１条の四＞

使用できる材料一覧に掲載された材料（P-４参照）
＜※２：令和２年農林水産告示第2160号＞



「特殊肥料等入り指定混合肥料」と「土壌改良資材入り指定混合肥料」に使用できない普通肥料

【表１】 特殊肥料等入り指定混合肥料と土壌改良資材入り指定混合肥料にならない普通肥料

※１ ジシアンジアミド、ASU(1-ｱﾐｼﾞﾉ-2-ﾁｵｳﾚｱ)、DCS（N-（2・5－ｼﾞｸﾛﾙﾌｪﾆﾙ）ｻｸｼﾅﾐﾄﾞ酸）、
ST(４-ｱﾐﾉ-N-（1・3－ﾁｱｿﾞｰﾙ-2-ｲﾙ）ﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝｱﾐﾄﾞ）を除く。

※２ 大臣が定める炭酸カルシウム肥料の他、貝化石肥料、副産石灰肥料（貝殻を原料とするものに
限る。）は使用可能（開きが二ミリメートルの網ふるい上に全重量の九十五パーセント以上残留
するものに限る）

※３ 草木灰、動物の排せつ物の燃焼灰、微粉炭燃焼灰、骨灰
※４ 石灰質肥料、けい酸質肥料、苦土肥料、アルカリ分を保証する肥料、草木灰、動物の排せつ物

の燃焼灰、微粉炭燃焼灰、骨灰、堆肥、貝殻肥料、貝化石肥料、製糖副産石灰、発泡消火剤製造
かすを除く。

＜施行規則別表1＞

２

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

保証する肥
料を含む

保証する肥
料を含まな
い

保証する肥
料を含む

保証する肥
料を含まな
い

右
の
原
料
を
配
合
し
た
肥
料

事故肥料 × × × ×

肥料の品質を低下させるような異物が混入された普
通肥料 × × × ×

硝酸化成抑制材※１が使用された普通肥料 × × × ×

汚泥肥料及び水産副産物発酵肥料 × × × ×

特定普通肥料 × × × ×

牛等由来の原料を使用した普通肥料及び特殊肥料
（管理措置をしていないもの） × × × ×

液状肥料

製造後一定
期間（４週
間以上）後
に品質低下
しない場合
に限り可

〇

製造後一定
期間（４週
間以上）後
に品質低下
しない場合
に限り可

○

配合に当たって肥料の品質を低下させえるような異物を
混入した肥料 × 指定土壌改良資材のみ可

配合に当たって材料を配合した肥料 別紙の材料のみ使用可

石灰質肥料※２、けい酸質肥料（シリカゲルを除く。）
又は灰由来の特殊肥料※３＋酸性・中性肥料※４

製造後一定
期間（４週
間以上）後
に品質低下
しない場合
に限り可

〇

製造後一定
期間（４週
間以上）後
に品質低下
しない場合
に限り可

〇



「特殊肥料等入り指定混合肥料」と「土壌改良資材入り指定混合肥料」に使用可能な原料

使用可能な

原料について

（原料関係）
含水率が50％を超える「堆肥」については、指定混合肥料の原料に使用できないのに対
し、液状肥料は、なぜ４週間ルールをクリアすれば使用できるのでしょうか。

水分率の高い堆肥は、腐熟が十分と言えず、残存する有機物により性状が異なり、ある
原料構成で4週間ルールによる品質低下が確認されなかったとしても、予期せぬ品質低下
を起こす可能性があります。
このため、堆肥の水分率を制限することで、十分な発酵による有機物の減少にともない
品質の安定化が図れられたものに限定し、配合を認めることとしたものです。
一方、液状肥料を配合禁止の除外とした理由は、上記のとおり、品質の不安定の原因は
水分ではなく、腐熟の程度（有機物の残存の程度）と考えたためです。
配合可能な液状肥料として想定しているのは、嫌気性のメタン発酵処理した後の消化液
です。
当該資材は、その処理過程で十分に発酵され、残存する有機物が少なく品質も安定して
いる（実質的に水分率50％未満の堆肥と同じ）と思われることから、配合後に予期せぬ
品質低下は起こりづらいと考えるため、水分率は高いが配合を禁止しないものです。
以上のように液状肥料については、その水分含有量を配合の可否を判断する基準として
いるわけではないため、実際の配合に当たっては個別に品質の安定性を確認して判断し
てください。

ワンポイントQ&A

（原料関係）
「もみがらくん炭」と特殊肥料の堆肥を混合した肥料の生産について、「もみがらくん
炭」に、
①地力増進法に基づく土壌改良資材の「木炭」の表示（以下「表示」という。）があ
る場合
②特殊肥料の「くん炭肥料」として届出されている場合
③表示も届出もされていない場合
の違いにより土壌改良資材入り指定混合肥料として扱われる場合と混合特殊肥料とし
て扱われる場合がありますか。

土壌改良資材入り指定混合肥料に、混入の許される土壌改良資材については法第４条
第２項第４号において「肥料であるものを除く。」と定めており、肥料としての効果を
有する土壌改良資材については肥料として取り扱われます。
「もみがらくん炭」は肥料としての効果を有しているため、地力増進法に基づく表示

がなされていても、特殊肥料の「くん炭肥料」に該当するものとして取り扱われるべき
ものです。（①及び③について、生産に先立ち特殊肥料としての届出が必要です。）
したがって、特殊肥料として届出済みの「もみがらくん炭」と「堆肥」を混合した肥

料について、「もみがらくん炭」と「堆肥」の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」に該当します。

Q

A

Q

A

３

1

2

1

2



＜粒状化促進材＞
粒状化促進材 上限値（％）

かんらん岩粉末 30
クレー 30
けい石粉末 30
けいそう土 30
ゼオライト 30
石こう 30
でんぷん 30
糖蜜 30
ベントナイト 30
リグニンスルホン酸 30
こんにゃく飛粉 15
セピオライト 15
イースト菌発酵濃縮廃液 13
アンモニア液又はアンモニアガス※ 10
カオリン 10
砂岩粉末 10
硫酸※ 10
りん酸液※ 10
滑石粉末 9
アタパルジャイト 6
パルプ廃液 6
安山岩粉末 5
カルボキシルメチルセルロース 5
コーンスターチ 5
ぬか 5
軽焼マグネシア 1.2
消石灰 1

※中和造粒目的に限る

＜固結防止材＞
固結防止材 上限値（％）

ベントナイト ９
シリカゲル ６
けいそう土 ５
滑石粉末 ４
クレー 3
けい酸石灰 3
けい石粉末 3
シリカヒューム 3
ゼオライト ３
パーライト 3
シリカ粉 ２
潤滑油※ １
なたね油 0.3

＜組成均一化促進材＞
組成均一化促進材 上限値（％）

石こう 70
安山岩粉末 65
けつ岩粉末 65
砂岩粉末 65
ベントナイト 41
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 上限値（％）
鉱油 0.5

＜効果発現促進材＞
効果発現促進材 上限値（％）

酸化第二鉄（Feとして） 21.0
硝酸石灰（Caとして） 19.0
硫酸第一鉄（Feとして） 12.6
硫酸亜鉛（Znとして） 12.5
エチレンジアミン四酢酸鉄（Feとして） 10.1
硫酸銅（Cuとして） 8.8
ジエチレントリアミン五酢酸鉄（Feとして） 3.7
エチレンジアミン四酢酸亜鉛（Znとして） 3.1
モリブデン酸塩（Moとして） 2.1
エチレンジアミン四酢酸銅（Cuとして） 1.9
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

＜浮上防止材＞
浮上防止材 上限値（％）

安山岩粉末 18
かんらん岩粉末 18
けつ岩粉末 18
砂岩粉末 15
けい石粉末 11

＜飛散防止材＞

＜着色材＞
着色材 上限値（％）

腐植酸 5
カーボンブラック ２

使用できる材料一覧（令和２年農林水産告示第2160号）

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）

①それぞれの材料の
含有量の上限以下

② 使用する同じ種類に属する材料
の合計が、その材料の最も高い上
限値以下の含有量

固結防止材
（珪藻土）5%以下

固結防止材
（ｼﾘｶ粉）2%以下

（珪藻土）
＋

（ｼﾘｶ粉）

珪藻土の上限値
5％以下が、

（珪藻土＋ｼﾘｶ粉）
の上限値

固結防止材

同じ種類に属する材料を２つ以上使用する場合のルール

固結防止材として珪藻土とシリカ粉を使用する例

４

※けいそう土、滑石粉末、クレー又はパーライトと併用されたものに限る



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をの原料とした普通
肥料や特殊肥料、土壌改良資材に分けて、それを記載することになっていますが、そ
の場合に、原料として同じ肥料等の種類を使用した場合には、肥料等の種類ごとに重
量割合を合算して記載順位を決めてください。

指定混合肥料の生産業者の届出書（法第16条の２第１項、第２項又は第３項）により届け出た内容と同じ
ものを記載してください。

＜施行規則第11条第７項＞

土壌改良資材入り指定混合肥料
生産業者保証票

肥料の名称
原料の種類及び配合割合
材料の種類、名称及び使用量
混入した指定土壌改良資材の種類及び混入割合
正味重量
生産した年月
生産業者の氏名又は名称及び住所
生産した事業場の名称及び所在地

主成分の含有量

様式第９号（ト）

◆肥料の名称

◆原料の種類及び配合割合

● 原料の種類の記載は、該当する上記の肥料ごとに製品に占める重量割合の大きい
原料から順に記載してください。

● 原料の種類の字句の記載は、【表２】の原料の欄のものは、字句の欄に掲げる字
句をもって記載してください。

特殊肥料等入り指定混合肥料
生産業者保証票

肥料の名称
原料の種類及び配合割合
材料の種類、名称及び使用量
正味重量
生産した年月
生産業者の氏名又は名称及び住所
生産した事業場の名称及び所在地

主成分の含有量

様式第９号（へ）

土壌改良資材入り
指定混合肥料

「特殊肥料等入り指定混合肥料」と「土壌改良資材入り指定混合肥料」の保証票の記載

特殊肥料等入り
指定混合肥料

● 堆肥と動物の排せつ物を原料として使用する場合も「堆肥」又は「動物の排せつ
物」の字句の次に〔 〕書きで原料について、「鶏ふん」、「もみがら」等その
他一般的な名称をもって記載してください。

日本産業規格Ｚ8305に規定する８ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いてください。
ただし、正味重量が６キログラム以下のものについては、適宜のフォントサイズで構いません。

＜※３：昭和59年農林水産省告示第700号＞

第一欄 第二欄

魚かす粉末、干魚肥料粉末、魚節煮かす、蒸製魚鱗及びその粉末、
肉かす粉末、蒸製てい角粉、蒸製毛粉、乾血及びその粉末、蒸製皮
革粉

動物かす粉末類

肉骨粉、蒸製てい角骨粉、生骨粉、蒸製骨粉、蒸製鶏骨粉 骨粉質類

干蚕蛹粉末、蚕蛹油かす及びその粉末、絹紡蚕蛹くず 蚕蛹かす粉末類

とうもろこしはい芽及びその粉末、大豆油かす及びその粉末、なた
ね油かす及びその粉末、わたみ油かす及びその粉末、落花生油かす
及びその粉末、あまに油かす及びその粉末、ごま油かす及びその粉
末、ひまし油かす及びその粉末、米ぬか油かす及びその粉末、その
他の草本性植物油かす及びその粉末、カポック油かす及びその粉末、
とうもろこしはい芽油かす及びその粉末、たばこくず肥料粉末、甘
草かす粉末、豆腐かす乾燥肥料、えんじゆかす粉末

植物質類

【表２】

● 指定配合肥料や指定化成肥料を原料として使用する場合は、「指定配合肥料」
又は「指定化成肥料」の字句の次に〔 〕書きで原料の種類を記載してください。

原 料 字 句

【表３】の第一欄に掲げる普通肥料 当該肥料の種類又は統合表示名称

【表３】の第一欄に掲げる普通肥料以外の普通
肥料（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
混合肥料を除く。）

当該肥料の種類

指定配合肥料 「指定配合肥料」の字句

指定化成肥料 「指定化成肥料」の字句

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

当該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原料として使用し
た肥料の種類名

特殊肥料（混合特殊肥料を除く。） 当該肥料の種類名

混合特殊肥料 当該混合特殊肥料の原料として使用した肥料
の種類名

【表３】

５

以下の肥料ごとに、記載例のとおり原料の種類と配合割合を記載してください。
普通肥料（法第4条第1項第１号及び第２号に掲げるもの）
普通肥料（法第4条第1項第3号に掲げるもの）※
特殊肥料
※ 「特殊肥料等入り指定混合肥料」と「土壌改良資材入り指定混合肥料」に使用できる法第４条第1項
第3号に掲げる普通肥料は、「硫黄及びその化合物」のみです。 ＜施行規則別表1のヘ＞

（原料の種類及び配合割合）
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を原料とした場合には、
どのように記載するのですか

ワンポイントQ&A

Q

A

3

3



＜「肥料取締法の一部を改正する法律の施行について」（令和２年12月１日付け２消安第3846号農林水産
省消費・安全局長通知）（以下、令和２年施行通知）＞

【割合の考え方】
原料の配合割合は、原則として整数で表示してください。
● ５％以下の場合には「５％以下」と、95％以上の場合は
「95％以上」と記載してください。

● 原料の配合割合、材料の使用割合、指定土壌改良資材の混
合割合の合計が10割になるようにしてください。

● ただし、特殊肥料等入り指定混合肥料と土壌改良資材入り
指定混合肥料は、原料として使用した肥料由来の材料も記載
できることから、原料の配合割合、土壌改良資材の配合割合、
材料の使用割合の合計が10割を超える場合もあります。
また、保証票に記載を要しない材料を使用した際は、10割

を下回る場合もあります。
● 原料の配合割合の表示の許容差は【表４】のとおりとなっ
ています。ただし、配合及び混合割合における大小の関係が
実際の大小関係と異なるような表示は認められません。
（下例を参照）

● 以下の記載例により記載してください。

⑤材料（※粒状化促進材）の割合

「特殊肥料等入り指定混合肥料」と「土壌改良資材入り指定混合肥料」の保証票の記載

①普通肥料（法第4条第1項第3号に掲げるものを除く。）
の割合の合計

種類 配合割合

硫酸ﾏﾝｶﾞﾝ肥料 8.0

ほう酸塩肥料 5.0

硫黄及びその化合物 15.0

動物の排せつ物の燃焼灰 25.0

堆肥 20.0

ゼオライト 10.0

泥炭 7.0

粒状化促進材
（ベントナイト）

10.0

計 100.0

製造設計書

②普通肥料（法第4条第1項第3号に掲げるものに限る。）
の割合

③特殊肥料の割合の合計

④土壌改良資材の割合の合計

→13.0 １割又は２割と記載可能

→15.0 １割又は２割と記載可能

→17.0 １割又は２割と記載可能

→45.0 ４割又は５割と記載可能

→10.0 1～2割と考える。
（記載が必要な材料の記載は％）

その上で、原則として①～⑤の合計が10割となるように記載して下さい。

（例）

割合の考え方

【表４】

＜令和２年施行通知＞

実際の配合割合の大小の関係は、
③＞④＞②＞①＞⑤

【表４】で認められている許容差の範囲内でも実際の配合割合の大小の関係が逆転しない
ように保証票に配合割合を記載してください。
例えば、②を１割として記載した場合、①を２割と記載することは認められません。

（例）配合割合の大小の関係と割合の記載

＜※３：昭和59年農林水産省告示第700号＞

表示する割合 左欄の表示が可能な範囲

５％以下 ０％より大きく５％以下

１割 ５％より大きく20％以下

２割 10％以上30％以下

３割 20％以上40％以下

４割 30％以上50％以下

５割 40％以上60％以下

６割 50％以上70％以下

７割 60％以上80％以下

８割 70％以上90％以下

９割 80％以上95％未満

95％以上 95％以上100％未満

（記載例）

原料の種類及び配合割合
（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原料）（＊）
普通肥料（肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げるものを除く。）（６割）：指定化
成肥料〔硫酸アンモニア、塩化加里、植物質類〕、被覆窒素肥料、動物かす粉末類、尿素
普通肥料（肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げるものに限る。）（１割）：硫黄及
びその化合物
特殊肥料（３割）：堆肥〔牛ふん、稲わら〕、貝殻肥料
備考：１ 重量割合大きい順である。

２ 〔 〕内は指定化成肥料又は堆肥の原料である。

● （＊）（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原料）の記載は、
特殊肥料等入り指定混合肥料の場合は、「（特殊肥料等入り指定混合肥料の原料）」と、
土壌改良資材入り指定混合肥料の場合は、「（土壌改良資材入り指定混合肥料の原料）」と

記載することができます。

（注：原料の肥料由来の材料を記載した場合に、使用割合の合計が10割を超える場合や記載を要しない
材料（※粒状化促進材）を使用した場合、使用割合の合計が10割を下回る場合もあります。） 6



以下の材料を使用した場合は、保証票に記載が必要です。
「組成均一化促進材」、「効果発現促進材」、「着色材」、「硝酸化成抑制材」、「摂取防止材」
● 材料の種類は、上記「 」書きの略称で記載してください。
● 材料の名称は、その最も一般的な名称で記載してください。
● 材料の使用量は、材料の名称別に記載してください。
● 配合に当たって原料に使用した肥料由来の材料を記載する場合は、その旨を記載してください。
● 組成均一化促進材については、原料事情等により使用しないことがある旨の表示ができます。

◆材料の種類、名称及び使用量

「特殊肥料等入り指定混合肥料」と「土壌改良資材入り指定混合肥料」の保証票の記載

（原料として使用する肥料に使用された材料の記載事項）
材料の種類 記載事項

摂取防止材 種類、名称

効果発現促進材、農林水産大臣の指定する硝酸化成抑制（＊） 種類、名称、使用量（当該材料の記載は任意）

（＊）以外の硝酸化成抑制材 種類、名称、使用量

組成均一化促進材、着色材 種類、名称（当該材料の記載は任意）

材料の種類 記載事項

効果発現促進材、硝酸化成抑制材、摂取防止材 種類、名称、使用量

組成均一化促進材、着色材 種類、名称

家庭園芸用肥料以外のものは、材料の種類ごとに以下に定められた事項を記載してください。

家庭園芸用肥料は、材料の種類を記載してください。

（家庭園芸用肥料以外の普通肥料の記載例）

（使用されている効果発現促進材）
硫酸第一鉄（鉄として） 1.7%
硫酸銅（銅として） 0.02%
硫酸亜鉛（亜鉛として） 0.02%
モリブデン酸アンモニウム（モリブデンとして） 0.06%
備考：材料には原料由来のものを含む

（使用されている硝酸化成抑制材）
ジシアンジアミド（Dd） 0.12%

（使用されている着色材） カーボンブラック

（使用されている摂取防止材）
消石灰 ５％

＜※３：昭和59年農林水産省告示第700号＞

（生産の際に使用した材料の記載事項）

材料の
必須の記載事項

と
省略可能な事項

（＊）ジシアンジアミド、ASU(1-ｱﾐｼﾞﾉ-2-ﾁｵｳﾚｱ)、DCS（N-（2・5－ｼﾞｸﾛﾙﾌｪﾆﾙ）ｻｸｼﾅﾐﾄﾞ酸）、 ST(４-ｱﾐﾉ-N-（1・3－
ﾁｱｿﾞｰﾙ-2-ｲﾙ）ﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝｱﾐﾄﾞ） ＜※４：平成28年農林水産省告示第2531号＞

（使用されている材料） 効果発現促進材及び着色材
（家庭園芸用肥料の記載例）

（使用されている組成均一化促進材） (石こう)
備考( )内の材料は使用しないことがある。（※２ 材料を使用しない事がある場合、材料を（ ）にして記載）

（※２）

（※１ 原料肥料に材料が使用されている場合に記載）

（※１）

7

材料の記載例



「特殊肥料等入り指定混合肥料」と「土壌改良資材入り指定混合肥料」の保証票の記載

◆混入した指定土壌改良資材の種類及び混入割合
次に規定するとおりに記載してください。
● 混入する土壌改良資材の製品に占める重量割合を記載してください。
● 混入する土壌改良資材は、次の記載例により、重量割合の大きい順に記載してください。
● 土壌改良資材入り指定混合肥料を原料として使用する場合は、当該原料に含まれる指定土壌
改良資材を重量割合の大きい指定土壌改良資材から順に記載してください。

● 地力増進法施行令（昭和59年政令第299号）の土壌改良資材の種類名を記載してください。
＜※3：昭和59年農林水産省告示第700号＞

（混入した物の名称及び混入割合）
指定土壌改良資材（１割）：ゼオライト、泥炭

＜令和２年施行通知＞

（材料の記載関係）
保証票における材料の記載については、原料肥料に使用された材料の記載は、省略する
ことができると聞きましたが、例えば効果発現促進材の場合、種類、名称及び使用量のう
ち、種類と名称のみを記載して使用量を省略することはできますか。

保証票における材料の記載については、告示（※3）において定められており、配合に
当たって原料肥料に使用された材料の記載は効果発現促進材及び硝酸化成抑制材（農林
水産大臣が指定するのに限る。）については、その種類、名称及び使用量の記載を、組
成均一化促進材及び着色料については、その種類及び名称の記載を省略することができ
るとされています。
この規定に基づき記載項目を省略する場合は、記載することとなっている項目の全てを
省略しなければならず、一部の項目のみを省略し記載することはできません。

Q

A

ワンポイントQ&A

（材料の記載関係）
原料肥料に効果発現促進材として、「硫酸第一鉄」、「硫酸銅」及び「硫酸亜鉛」の３
種類が使用されていますが、生産された肥料の効果発現促進材の記載において、「硫酸第
一鉄」のみ種類、名称及び使用量を記載し、「硫酸銅」と「硫酸亜鉛」については、種類、
名称及び使用量の全ての項目を記載しなくてもよいでしょうか。

原料肥料に使用されている効果発現促進材は、生産された肥料において効果発現促進
材としての記載又は省略をする場合、使用した効果発現促進材の材料ごとに、種類、名
称及び使用量の３つの表示項目全てを記載するか、又は表示項目すべてを省略すること
を選択することが可能です。
したがって、お尋ねの件については、「硫酸第一鉄」のみ種類、名称及び使用量を記

載し、「硫酸銅」と「硫酸亜鉛」について、すべての項目を記載しないことを選択する
ことは可能です。

Q

A

8

（材料の記載関係）
効果発現促進材について、異なる名称の鉄分資材を原料肥料と生産の際に使用した場合、
例えば硫酸第一鉄を使用した原料肥料と生産の際に酸化第２鉄を使用した場合は、どのよ
うに記載すべきでしょうか。

生産の際に使用した効果発現促進材については、その種類、名称及び使用量について
必ず記載しなければなりません。他方、原料に使用された効果発現促進材については、
Q5の方法により任意で記載又は省略することが可能です。
なお、ご質問の例において原料に使用された効果発現促進材を記載する場合には、以

下のように記載してください。

Q

A

（使用されている効果発現促進材）
硫酸第一鉄（鉄として） 〇%
酸化第二鉄（鉄として） 〇%
備考：材料には原料由来のものを含む

4

4

5

5

6

6

指定土壌改良資材
の
記載



「硫黄及びその化合物」以外の普通肥料と指定土壌改良資材を混合したものについては、
原料に使用した普通肥料の公定規格で保証できる成分以外は分析で含有が確認されたとし
ても、表示することはできません。

● 原料として使用した普通肥料（法第4条第1
項第3号に掲げる普通肥料を除く。）におい
て保証されていた主成分は全て記載してくだ
さい。ただし、当該成分に加えて、原料とし
て使用した普通肥料の公定規格において含有
すべき主成分とされている成分に限り記載す
ることができます。

● 原料として使用した普通肥料（法第4条第1
項第3号に掲げる普通肥料に限る。）及び特
殊肥料において表示すべき主成分は全て記載
してください。

● 原料の肥料において保証（又は主成分とし
て記載）されていない成分も含有を確認して
【表５】の主成分を記載することができます。
ただし、【表５】の量に満たない場合は、記
載することはできません。

◆生産業者の氏名又は名称及び住所

◆生産した事業場の名称及び所在地

◆正味重量

◆生産した年月
正味重量を記載してください。

生産した年月を記載してください。

指定混合肥料の生産業者の届出書（法第16条の２第１項、第２項又は第３項）により届け出た内容と同じも
のを記載してください。 ＜施行規則第11条第７項＞

● 指定混合肥料の生産業者の届出書（法第16条の２第１項、第２項又は第３項）により届け出た内容と同
じものを記載してください。
● 略称による記載やWeb表示も可能です。

＜施行規則第11条第２項＞

「特殊肥料等入り指定混合肥料」と「土壌改良資材入り指定混合肥料」の保証票の記載

◆主成分の含有量
「特殊肥料等入り指定混合肥料」と「土壌改良資材入り指定混合肥料」の主成分の含有量については、当

該肥料の分析値を元に下記の通り記載してください。 ＜令和２年施行通知＞

主 成 分
表示に必要な最小量（％）

家庭園芸用肥料以外 家庭園芸用肥料

窒素、りん酸、加里、
有効石灰、有効硫黄 1 0.1

アルカリ分、有効け
い酸 5 5

有効苦土 1 0.01

有効マンガン 0.1 0.001

有効ほう素 0.05 0.001

【表５】

＜施行規則第11条第９項及び第10項＞

必須で記載する
主成分
と

記載可能な主成分

（主成分の含有量関係）
主成分の含有量について、原料の肥料で保証（又は主成分として記載）されていない成

分についても、分析結果に基づき記載できると聞きました。どのような成分でも主成分と
して記載できますか。

原料の肥料で保証（又は主成分として記載）されていない成分についても肥料の品質
の確保等に関する法律施行規則（以下「省令」という。）第11条第９項第１号及び第２
号のただし書きの規定により、分析結果を根拠に主成分として記載することは可能です。
なお、主成分の含有量として記載できるのは、原料の普通肥料（硫黄及びその化合物

を除く。）の公定規格で定める含有すべき主成分及び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）が含有する成分のうち表５に記載の成分となります。
ただし、分析の結果、表５中のそれぞれの欄の数値（家庭園芸用肥料の場合は「家庭

園芸用肥料」の欄の数値、それ以外の肥料の場合は「家庭園芸用肥料以外」の欄の数
値）に満たない場合は、省令第11条第９項第１号及び第２号のただし書きの規定にかか
わらず主成分として記載することはできません。

ワンポイントQ&A

Q

A

9

（主成分の含有量関係）
「硫黄及びその化合物」以外の普通肥料と指定土壌改良資材を混合したものであっても、

表５の成分全てについて分析結果に基づき記載できますか。

Q

A

7

7

8

8



● 【表６】の左欄の成分は右欄の化学物質の形態として
数値を記載してください。

● 主成分の含有量の分析は、FAMICが定める肥料等試
験法により行ってください。

「特殊肥料等入り指定混合肥料」と「土壌改良資材入り指定混合肥料」の保証票の記載

● 窒素、りん酸、加里、有効石灰、有効苦土、硫黄分全量
又は可溶性硫黄の含有量が0.5％未満の場合、「0.5％未
満」の記載ができます。

● アルカリ分又は有効けい酸の含有量が2.5％の場合、
「2.5％未満」の記載ができます。

● 有効マンガンの含有量が0.05％未満の場合、「0.05％未
満」と記載できます。

● 有効ほう素の含有量が0.03％未満の場合、「0.03％未
満」の記載ができます。

＜※５：平成12年農林水産省告示第96号＞

記載する
主成分の単位

と
順序

● 特殊肥料と土壌改良資材のみを混合した土壌改良
資材入り指定混合肥料にあっては、堆肥、動物の排せ
つ物又はこれらを原料として配合した混合特殊肥料を
原料としない場合には、主成分の含有量の項目の記載
を省略することができます。

＜令和２年施行通知＞

成 分 表示形態

りん酸全量
く溶性りん酸
可溶性りん酸
水溶性りん酸

五酸化リン(P2O５)

加里全量
く溶性加里
水溶性加里

酸化カリウム(K2O)

アルカリ分 酸化カルシウム(CaO)及び酸化
マグネシウム(MgO)

石灰全量
可溶性石灰
く溶性石灰
水溶性石灰

酸化カルシウム(CaO)

硫黄分全量 三酸化硫黄(SO3)

可溶性硫黄 硫黄(S)

可溶性けい酸
水溶性けい酸

二酸化ケイ素(SiO2)

可溶性苦土
く溶性苦土
水溶性苦土

酸化マグネシウム(MgO)

可溶性マンガン
く溶性マンガン
水溶性マンガン

酸化マンガン(MnO)

く溶性ほう素
水溶性ほう素 三酸化二ホウ素(B2O3)

【表６】

１ 窒素全量
２ アンモニア性窒素
３ 硝酸性窒素
４ りん酸全量
５ く溶性りん酸
６ 可溶性りん酸
７ 水溶性りん酸
８ 加里全量
９ く溶性加里
10 水溶性加里
11 アルカリ分
12 可溶性石灰
13 く溶性石灰
14 水溶性石灰
15 可溶性けい酸
16 水溶性けい酸
17 可溶性苦土
18 く溶性苦土
19 水溶性苦土
20 可溶性マンガン
21 く溶性マンガン
22 水溶性マンガン
23 く溶性ほう素
24 水溶性ほう素
25 銅全量（１キログラム当たり300ミリグラム以
上含有する場合に限る。）

26 亜鉛全量（１キログラム当たり900ミリグラム
以上含有する場合に限る。）
27 石灰全量（１キログラム当たり150グラム以上
含有する場合に限る。）

28 硫黄分全量
29 可溶性硫黄

含有量を記載する主成分

● 主成分の記載順序は１～29の順に記載してくださ
い。
● 内成分の記載方法については、窒素、りん酸、加
里、けい酸、苦土、マンガン又はほう素のそれぞれに
ついて２成分以上保証する場合は、内数となる主成分
の頭に「内」の文字を付してください。

＜※５：平成12年農林水産省告示第96号＞

● 上記の「含有量を記載する主成分」の表示値に対する誤差の許容範囲は、以下のとおりです。

含有量を表示する主成分 表示値 誤差の許容範囲

１～19及び28及び29の成分

1.5％未満 表示値±0.3％

1.5％以上５％未満 表示値の80％～120％

５％以上10％未満 表示値±1％

10％以上 表示値の90％～110％

20～27の成分 表示値の70％～130％

＜※５：平成12年農林水産省告示第96号＞

表示値
に対する
許容範囲

10

● 含有量を記載する主成分の記載の単位は、銅全量、亜鉛
全量の場合はmg/kg、それ以外の場合はパーセントで表示
してください。



「特殊肥料等入り指定混合肥料」と「土壌改良資材入り指定混合肥料」の保証票の記載

主成分の
記載の単位

と
許容範囲

ワンポイントQ&A

（主成分の含有量関係）
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について、主成分の

記載の方法はどのように行いますか。

原料肥料において保証又は表示されている主成分については、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（家庭園芸用肥料を含む。）では、含有す
る成分量にかかわらず、全て表示しなければならないこととされていますので、注意
が必要です。
なお、表示する成分の含有量が一定の量に満たない場合は、告示（※５）の規定に基
づき、窒素、りん酸、加里、有効石灰、有効苦土、硫黄分全量若しくは可溶性硫黄の
含有量が0.5％未満であり、アルカリ分若しくは有効けい酸の含有量が2.5％未満であ
り、有効マンガンの含有量が0.05％未満であり、又は有効ほう素の含有量が0.03％未
満である場合には、それぞれ「0.5％未満」、「2.5％未満」、「0.05％未満」又は
「0.03％未満」と記載することができます。

Q

A

（主成分の含有量関係）
原料肥料で保証（又は主成分として表示）されていない窒素全量について、製品の分

析の結果、窒素全量が0.3％でした。この場合、家庭園芸用肥料に該当する特殊肥料等
入り指定混合肥料又は土壌改良資材入り指定混合肥料であれば、主成分の含有量として
「0.5％未満」と記載してもよいですか。また、どのような成分が主成分として記載で
きますか。

家庭園芸用肥料に該当する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
混合肥料について、省令第11条第９項第1号及び第２号のただし書きの規定（原料肥料
で保証又は主成分として表示されてない成分）に基づき主成分の含有量を表示する場合、
省令第11条第９項第３号の規定に基づき、表示する成分が一定以上含有されている必要
があります。
したがって、お尋ねのケースでは、主成分の含有量として「0.3％」と記載するか、

又は告示（※５）の規定に基づき「0.5％未満」と記載することが可能です。

Q

A

9

9

10

10

（主成分の含有量）
原料肥料で保証（又は主成分として表示）されている成分は、必ず主成分として記載し
なければならないことになっていますが、分析の結果、「ND」検出下限以下であっても
主成分の含有量〇〇％未満と記載しても問題ないでしょうか。

省令第11条第９項第１号及び第２号の規定により、原料肥料で保証（又は主成分とし
て表示）されている成分は、主成分として全て記載するよう定められております。
当該規定には例外がなく、告示（※５）においても、一定の含有量に満たない場合は、
未満である旨の記載を認めておりますので、必ず主成分の含有量として記載する必要が
あります。
例えば、く溶性ほう素の設計値が0.004％の場合、その製品の分析値がNDであるかどう
かに関わらず、表示値は「0.03％未満」と記載することとなります。

Q

A

11

11

11



「特殊肥料等入り指定混合肥料」と「土壌改良資材入り指定混合肥料」の保証票の記載

ワンポイントQ&A

（主成分の含有量）
原料の堆肥に炭素窒素比が記載されている場合は、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）の保証票に、主成分として炭素窒素比を記載しなけれ
ばなりませんか。

特殊肥料の動物の排せつ物、堆肥については、特殊肥料品質表示基準に基づき炭素窒
素比を記載するよう定められています。
他方、普通肥料については、告示（※3）において保証票に炭素窒素比を記載する普通
肥料として、規則第１条第１号から第７号（汚泥肥料、水産副産物発酵肥料）までに掲
げる普通肥料とするとされており、特殊肥料等入り指定混合肥料や土壌改良資材入り指
定混合肥料は該当していませんので、炭素窒素比の記載は不要です。

（主成分の含有量関係）
令和３年12月１日以降、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
肥料において石灰全量の含有量が15%未満の場合、石灰全量の任意表示はできますか。

Q

A

12

12

省令第11条第９項第１号及び第２号のただし書きの規定により、原料肥料で保証（又
は主成分として表示）されていない成分についても、分析の結果、一定量以上含有され
ていることが確認された場合は、主成分として記載することは可能です。
令和３年12月１日に施行される省令において、表示可能な成分として、以下の表に赤

字の成分が追加される等の改正が行われますが、省令第11条第８項第３号ホの規定に基
づき農林水産大臣が定める有効石灰については、告示（※5）において、可溶性石灰、
く溶性石灰または水溶性石灰と定められており、同条第９項第３号の表中の有効石灰も
同様の考え方となります。したがいまして、石灰全量は、分析の結果一定量以上含有さ
れていることが確認された場合でも任意表示を行うことはできません。
なお、石灰全量を主成分の含有量として記載できるのは、原料肥料において、石灰全

量を主成分として表示されている場合であり、かつ、告示（※3）の規定により、当該
肥料において、石灰全量が１キログラム当たり150グラム（15％）以上含有する場合に
限られます。

成 分
表示に必要な最小量（％）

家庭園芸用肥料以外 家庭園芸用肥料

窒素、りん酸、加里、
有効石灰、有効硫黄 1 0.1

アルカリ分、有効けい酸 5 5

有効苦土 1 0.01

有効マンガン 0.1 0.001

有効ほう素 0.05 0.001

Q

A

13

13

12



「特殊肥料等入り指定混合肥料」と「土壌改良資材入り指定混合肥料」の保証票の記載

● 原料として使用した肥料において、く溶性りん酸及び可溶性りん酸が保証（又は主成分として記載）
されている場合、主成分の記載については、これらのうちいずれか一の含有量を記載してください。

● 原料として使用した肥料において、窒素全量及びアンモニア性窒素若しくは硝酸性窒素若しくはその
双方が保証（又は、これらの含有量が記載）されている場合

必須で記載する
主成分
の
特例

原料に使用した肥料で保証又は表示されていた成分は、原則全て記載することになっ
ていますが、いくつかの特例があります。

く溶性りん酸〇％
可溶性りん酸〇％

【原料】

【製品】
可溶性りん酸〇％

原料で、く溶性りん酸と可溶性
りん酸が保証（又は記載）され
ている場合は、く溶性りん酸か
可溶性りん酸どちらかの含有量
を記載してください。

● 原料として使用した肥料において、加里全量及びく溶性加里、水溶性加里若しくはその双方が保証
（又は、これらの含有量が記載）されている場合

窒素全量の記載を省略することができます。

① アンモニア性窒素の含有量
② 硝酸性窒素の含有量
③ ①と②を合算した値
①～③の中で最も大きいものと

窒素全量の含有量
差が1％未満
の場合は、

● 原料として使用した肥料において、りん酸全量及びく溶性りん酸、可溶性りん酸若しくは水溶性りん
酸若しくはこれらのうち２つ以上が保証（又は、これらの含有量が記載）されている場合

差が1％未満
の場合は、

① く溶性りん酸の含有量
② 可溶性りん酸の含有量
③ 水溶性りん酸の含有量りん酸全量の含有量

りん酸全量の記載を省略することができます。
①～③で最も大きいものと

加里全量の記載を省略することができます。

差が1％未満
の場合は、

加里全量の含有量

①又は②で最も大きいものと

① く溶性加里の含有量の差
② 水溶性加里の含有量の差

＜※７：平成59年農林水産省告示第699号＞

く溶性りん酸を記載し、可溶性りん酸を記載しない特例

全量成分の表示を省略できる特例

【製品】
く溶性りん酸〇％

有効石灰とアルカリ分の表示の特例

● 原料として使用した肥料において、アルカリ分及び有効石灰が保証（又は主成分として記載）されて
いる場合、主成分の記載については、有効石灰の含有量を記載するものとし、アルカリ分の含有量を記
載しないでください。

アルカリ分 〇％
く溶性石灰 〇％

【原料】 【製品】
く溶性石灰 〇％

原料で、アルカリ分と有効石
灰（く溶性石灰、可溶性石灰及
び水溶性石灰）が保証（又は記
載）されている場合は、有効石
灰の含有量を記載してください。

アルカリ分の含有量は記載し
ないでください。

※ 上記は、く溶性石灰の例（有効石灰は、く可溶
性石灰のほか可溶性石灰及び水溶性石灰）です。

13



「特殊肥料等入り指定混合肥料」と「土壌改良資材入り指定混合肥料」の保証票の記載

● 原料の肥料で水溶性加里のみ保証（又は主成分として記載）されていても、水溶性加里の非水
溶化が生じたことが確認された場合は、く溶性加里の含有量を記載してください。

● 原料の肥料で水溶性マンガンのみ保証（又は主成分として記載）されていても、水溶性マンガン
の非水溶化が生じたことが確認された場合は、く溶性マンガンの含有量を記載してください。

● 原料の肥料で水溶性苦土のみ保証（又は主成分として記載）されていても、水溶性苦土の非水
溶化が生じたことが確認された場合は、く溶性苦土の含有量を記載してください。

【原料】 【製品】

水溶性マンガン〇％ く溶性マンガン〇％

ただし、原料の肥料で水溶性マンガンと可溶性マンガンが保証（又は主成分として記載）さ
れている場合は、く溶性マンガンの含有量の記載をする必要はありません。

【原料】 【製品】
可溶性マンガン〇％
水溶性マンガン〇％

可溶性マンガン〇％
水溶性マンガン〇％

【原料】 【製品】

水溶性苦土〇％ く溶性苦土〇％

【原料】 【製品】
可溶性苦土〇％
水溶性苦土〇％

可溶性苦土〇％
水溶性苦土〇％

ただし、原料の肥料で水溶性苦土と可溶性苦土が保証（又は主成分として記載）されている
場合は、く溶性苦土の含有量の記載をする必要はありません。

【原料】 【製品】

水溶性加里〇％ く溶性加里〇％

● 原料の肥料で可溶性りん酸又は水溶性りん酸のみ保証（又は主成分として記載）されていても、
可溶性りん酸又は水溶性りん酸の非水溶化が確認された場合は、く溶性りん酸の含有量を記載して
ください。

ただし、可溶性りん酸と水溶性りん酸が保証（又は主成分として記載）され、可溶性りん酸
の非水溶化が生じないものについては、く溶性りん酸含有量を記載する必要はありません。

く溶性マンガンの含有量の
記載は不要です。

く溶性マンガンの含有量を
記載してください。

く溶性苦土の含有量を
記載してください。

く溶性苦土の含有量の
記載は不要です。

【原料】 【製品】
可溶性りん酸〇％
水溶性りん酸〇％

可溶性りん酸〇％
水溶性りん酸〇％

く溶性加里の含有量を
記載してください。

く溶性りん酸の含有量の
記載は不要です。

【原料】
可溶性りん酸〇％
水溶性りん酸〇％

【原料】 【製品】

水溶性りん酸〇％ く溶性りん酸〇％
く溶性りん酸の含有量を
記載してください。

可溶性りん酸の非水溶
化が生じないものは、

【原料】

可溶性りん酸〇％

＜※７：平成59年農林水産省告示第699号＞

非水溶化が生じた場合の記載の特例

非水溶化
が生じた場合

の
必須の記載

14



「特殊肥料等入り指定混合肥料」と「土壌改良資材入り指定混合肥料」の保証票の記載

（非水溶化が生じた場合の主成分の含有量の記載関係）
指定配合肥料においては、水溶性りん酸について非水溶化が生じたとしても分析値をも
とに当該成分を保証できますが、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
合肥料についても分析値を根拠に主成分の含有量として記載できますか。
また、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で、可溶性りん酸
が非水溶化した場合における主成分の含有量の記載はどうなりますか。

水溶性りん酸の非水溶化が生じた指定配合肥料の保証については、告示（※７）におい
て、指定配合肥料の生産業者が生産したロットごとに確認した水溶性りん酸の含有量の
80％以上で分析値の値を超えない範囲の数値で省令第11条第８項第５号及び第６号に規
定されている含有量以上であれば必ず保証することとされています。
他方、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については、水溶
性りん酸の非水溶化が生じた場合、分析結果に基づき水溶性りん酸を主成分の含有量と
して必ず記載するとの規定がないため、非水溶化が生じた水溶性りん酸を主成分として
必ず記載する必要はありません。
ただし、省令第11条第９項第３号に規定されている含有量以上であれば、任意で非水溶
化した水溶性りん酸を主成分として記載できます。また、りん酸については、原料とす
る肥料でく溶性りん酸及び可溶性りん酸が両方とも保証又は表示されている場合を除き、
可溶性りん酸についても、水溶性りん酸と同様に任意で主成分として記載できます。
※７：＜昭和59年農林水産省告示第699号＞

ワンポイントQ&A

Q

A

（非水溶化が生じた場合の主成分の含有量の記載関係）
非水溶化が生じた場合とは、どのような状態を指しますか。

「非水溶化が生じた場合」とは、肥料成分が他の原材料と反応し、結晶構造などが水に
難溶な形態に変化することによって、原料において保証された主成分が変化し、施行規則
第11 条第８項第２号及び第４号の規定により保証することが困難な場合のことです。

Q

A
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〇

特殊肥料等入り指定混合肥料
生産業者保証票

肥料の名称 堆肥入り肥料１号

原料の種類及び配合割合
（特殊肥料等入り指定混合肥料の原料）
普通肥料（肥料の品質の確保等に関する法律第4条第１項第3号に掲げるものを除
く。）
（６割）：指定化成肥料〔硫酸アンモニア、塩化加里、植物質類〕、被覆窒素肥料、
骨粉質類 、尿素
普通肥料（肥料の品質の確保等に関する法律第4条第１項第3号に掲げるものに限
る。）
（１割）：硫黄及びその化合物

特殊肥料（３割）：堆肥〔牛ふん、稲わら〕、貝殻肥料

備考：１ 重量割合の大きい順である。
２ 〔 〕内は指定化成肥料又は堆肥の原料である。

材料の種類、名称及び使用量
（使用されている効果発現促進材）
硫酸第一鉄（鉄として） １．７％

（使用されている摂取防止材）
パームアッシュ

備考：材料には原料由来のものを含む。

正味重量 ２０キログラム

生産した年月 令和○年○月

生産業者の氏名又は名称及び住所
〇〇〇〇株式会社
埼玉県さいたま市中央区新都心○○番地

生産した事業場の名称及び所在地
〇〇〇〇株式会社 本社工場
埼玉県さいたま市中央区新都心○○番地

主成分の含有量
窒素全量 １０．０％
内アンモニア性窒素 ２．０％

りん酸全量 １．５％
加里全量 ４．５％
内水溶性加里 ４．０％

硫黄分全量 ５．０％

＊９ 生産した年月をこの様式に従って記載することが困難な場合は、「生産した年月」を「肥料の名称」の上に記載するか、「生産し
た年月」欄に記載場所を表示し、他の場所に記載することができます。

＊10 生産した事業場の名称及び所在地をこの様式に従って記載することが困難な場合は、「生産した事業場の名称及び所在地」を「肥
料の名称」の上に記載するか、「生産した事業場の名称及び所在地」欄に記載場所を表示し、他の場所に記載することができます。
なお、事前に届け出た略称や事業場の名称と所在地を掲載したウェブサイトのアドレスを代わりに記載することも可能です。詳し
くは「農水HP：肥料制度の見直しに係るオンライン説明会の開催について（資料）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/0729hiryo_setsumei.html」をご参照ください。

＊11 主成分の記載方法は、「主成分の含有量」部分（P-9）を参照してください。
なお、生産事業場における平均的な測定値を表示する場合は、「主成分の含有量（生産した事業場における平均的な測定値）」な

どその旨が分かるように記載してください。
＊12 荷口番号や出荷年月を保証票の中に記載することができますが、その場合、それぞれ「荷口番号」又は「出荷年月」の文字を併記

して記載しなければなりません。

●特殊肥料等入り指定混合肥料生産業者保証票（記載例）

*1

*2

*4

*5

＊１ 肥料の容器に保証票を直接印刷したり、直接貼り付
ける場合は、この部分は必要ありません。

＊２ 指定混合肥料生産業者届出書で届出たとおりに記載
してください。

＊３ 原料の種類の記載方法は、「原料の種類及び配合割
合」部分（P-5）を参照してください。

なお、原料の種類をこの様式に従って記載すること
が困難な場合は、「原料の種類」欄に記載場所を表示
し、他の場所に記載することも可能です。

＊４ 有機質肥料の統合表示名称を用いた記載例としてい
ますが、個別の肥料の種類名で記載することも可能です。
（統合名称P-5【表3】）

＊５ 材料の種類、名称及び使用量の記載は、「材料の種
類、名称及び使用量」部分（P-7）を参照してください。
なお、材料の種類、名称及び使用量をこの様式に従って
記載することが困難な場合は、「材料の種類、名称及び
使用量」欄に記載場所を表示し、他の場所に表示するこ
とができます。

＊６ 配合に当たって原料に使用する肥料に使用された組
成均一化促進材、効果発現促進材、着色材又は一部の硝
酸化成抑制材は、記載を省略できます。詳しくは「材料
の種類、名称及び使用量」部分（P-7）を参照してくださ
い。

＊７ 配合に当たって原料として使用した肥料に使用され
た摂取防止材については、その種類と名称のみを記載し、
使用量は記載しません。

＊８ 配合に当たって原料として使用した肥料に使用され
た材料を記載する場合には、備考にその旨を記載してく
ださい。

*3

*6

*7

*8

*9

*2

*10*2

*11
*12

令和３年12月１日施行版
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＊10 生産した年月をこの様式に従って記載することが困難な場合は、「生産した年月」を「肥料の名称」の上に記載するか、「生産した
年月」欄に記載場所を表示し、他の場所に記載することができます。

＊11 生産した事業場の名称及び所在地をこの様式に従って記載することが困難な場合は、「生産した事業場の名称及び所在地」を「肥料
の名称」の上に記載するか、「生産した事業場の名称及び所在地」欄に記載場所を表示し、他の場所に記載することができます。
なお、事前に届け出た略称や事業場の名称と所在地を掲載したウェブサイトのアドレスを代わりに記載することも可能です。詳しくは
「農水HP：肥料制度の見直しに係るオンライン説明会の開催について（資料）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/0729hiryo_setsumei.html」をご参照ください。

＊12 主成分の記載方法は、「主成分の含有量」部分（P-9）を参照してください。
なお、生産事業場における平均的な測定値を表示する場合は、「主成分の含有量（生産した事業場における平均的な測定値）」など
その旨が分かるように記載してください。

＊13 荷口番号や出荷年月を保証票の中に記載することができますが、その場合、それぞれ「荷口番号」又は「出荷年月」の文字を併記し
て記載しなければなりません。

〇

土壌改良資材入り指定混合肥料
生産業者保証票

肥料の名称 土改入り肥料１号

原料の種類及び配合割合
（土壌改良資材入り指定混合肥料の原料）
普通肥料（肥料の品質の確保等に関する法律第4条第１項第3号に掲げるものを除く。）
（４割）：指定化成肥料〔硫酸アンモニア、塩化加里、植物質類〕、被覆窒素肥料、
骨粉質類 、尿素
普通肥料（肥料の品質の確保等に関する法律第4条第１項第3号に掲げるものに限る。）
（１割）：硫黄及びその化合物

特殊肥料（４割）：堆肥〔牛ふん、稲わら〕、貝殻肥料
備考：１ 重量割合の多い順である。

２ 〔 〕内は指定化成肥料又は堆肥の原料である。

材料の種類、名称及び使用量
（使用される効果発現促進材）
硫酸第一鉄（鉄として） １．７％

（使用されている摂取防止材）
パームアッシュ
備考：材料には原料由来のものを含む。

混入した指定土壌改良資材の種類及び混入割合
（混入した物の名称及び混入割合）
指定土壌改良資材（１割）：ゼオライト、泥炭

正味重量 ２０キログラム

生産した年月 令和〇〇年〇月

生産業者の氏名又は名称及び住所
〇〇〇〇株式会社
埼玉県さいたま市中央区新都心○○番地

生産した事業場の名称及び所在地
〇〇〇〇株式会社 本社工場
埼玉県さいたま市中央区新都心○○番地

主成分の含有量
窒素全量 ６．０％
内アンモニア性窒素 ２．０％

りん酸全量 １．０％
加里全量 ４．５％
内水溶性加里 ４．０％

硫黄分全量 ５．０％

●土壌改良資材入り指定混合肥料生産業者保証票（記載例）

*1

*2

＊１ 肥料の容器に保証票を直接印刷したり、直接貼り付け
る場合は、この部分は必要ありません。

＊２ 指定混合肥料生産業者届出書で届出たとおりに記載し
てください。

＊３ 原料の種類の記載方法は、「原料の種類及び配合割
合」部分（P-5）を参照してください。

なお、原料の種類をこの様式に従って記載すること
が困難な場合は、「原料の種類」欄に記載場所を表示
し、他の場所に記載することも可能です。

＊４ 有機質肥料の統合表示名称を用いた記載例としていま
すが、個別の肥料の種類名で記載することも可能です。
（統合名称の表P-5【表３】）

＊５ 材料の種類、名称及び使用量の記載は、「材料の種
類、名称及び使用量」部分（P-7）を参照してください。
なお、材料の種類、名称及び使用量をこの様式に従って
記載することが困難な場合は、「材料の種類、名称及び
使用量」欄に記載場所を表示し、他の場所に表示するこ
とができます。

＊６ 配合に当たって原料に使用する肥料に使用された組成
均一化促進材、効果発現促進材、着色材又は一部の硝酸
化成抑制材は、記載を省略できます。詳しくは「材料の
種類、名称及び使用量」部分（P-7）を参照してくださ
い。

＊７ 配合に当たって原料として使用した肥料に使用された
摂取防止材については、その種類と名称のみを記載し、
使用量は記載しません。

＊８ 配合に当たって原料として使用した肥料に使用された
材料を記載する場合には、備考にその旨を記載してくだ
さい。

＊９ 混入した指定土壌改良資材の名称及び混入割合の記載
方法は、「混入した指定土壌改良資材の種類及び混入割
合」部分（P-8）を参照してください。

*4

*５

*3

*６

*７
*８

*９

*10

*11

*2

*2

*12 *13
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（別紙）関連告示リスト

※1 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ト及び第二号の規
定に基づき、農林水産大臣が指定する特殊肥料を定める件＜令和2年農林水
産省告示第2083号＞

※2 「肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第四号の規定に基づき、
農林水産大臣が指定する材料を定める件」＜令和２年農林水産省告示第
2160号＞

※3 「普通肥料の原料の種類並びに材料の種類、名称及び使用料の保証料へ
の記載に関する事項を定める件」＜昭和59年農林水産省告示第700号＞

※4 「肥料取締法施行規則第一条第一号ハの規定に基づき、農林水産大臣が
指定する材料を定める件」＜平成28年農林水産省告示第2531号＞

※5 「肥料の品質の確保等に関する法律第17条第１項第３号の規定に基づき、
肥料の品質の確保等に関する法律第４条第１項第３号に掲げる普通肥料の保
証票にその含有量を記載する主要な成分を定める件」＜平成12年農林水産省
告示第96号＞

※6 「肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第11条第８項第３号の規定
に基づき、農林水産大臣の指定する有効石灰等を指定する件」＜令和３年
農林水産省告示第1018号＞

※7 「肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第11条第８項ただし書及び
同条第９項ただし書（同条第10条において準用する場合を含む。）の規定
に基づき指定混合肥料の保証の方法の特例を定める件」＜平成59年農林水
産省告示第699号＞
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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第１号ト及び第２号の規定に基づき、農

林水産大臣が指定する特殊肥料を定める件

令和 ２年１０月２７日 農林水産省告示 第２０８３号 施行 令和 ２年 １２月 １日

一 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則（昭和二十五年農林省令第六十四号。以下

「規則」という。）別表第一号トの農林水産大臣が指定する特殊肥料は、昭和二十五年

六月二十日農林省告示第百七十七号（以下「特殊肥料等指定告示」という。）の一の（ロ）

に規定する人ぷん尿、動物の排せつ物（水分含有量が五十％を超えるものに限る。この

号において同じ。）及び堆肥（水分含有量が五十％を超えるものに限る。この号におい

て同じ。）並びに一の（ハ）に規定する専ら特殊肥料が原料として配合される肥料（人

ぷん尿、動物の排せつ物又は堆肥が原料として配合されるものに限る。）とする。

二 規則別表第二号の表第一項下欄第三号の農林水産大臣が指定する特殊肥料は、特殊肥

料等指定告示の一の（イ）に規定する粗砕石灰石、一の（ロ）に規定する草木灰、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、石灰処理肥料及び微粉炭燃焼灰、一の（ハ）に規定

する専ら特殊肥料が原料として配合される肥料（専ら粗砕石灰石、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、発泡消化剤製造かす、貝殻肥料、貝

化石粉末、製糖副産石灰、石灰処理肥料又は微粉炭燃焼灰を原料として配合されるもの

に限る。）その他アルカリ分、石灰全量又は有効苦土を含有するものとする。

三 規則別表第二号の表第二項下欄の農林水産大臣が指定する特殊肥料は、特殊肥料等指

定告示の一の（ロ）に規定する草木灰、骨灰、動物の排せつ物の燃焼灰及び微粉炭燃焼

灰、一の（ハ）に規定する専ら特殊肥料が原料として配合される肥料（専ら草木灰、骨

灰、動物の排せつ物の燃焼灰又は微粉炭燃焼灰を原料として配合されるものに限る。）

その他アルカリ分を含有するものとする。

附 則

この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日（令和二年十二月一日）か

ら施行する。

告示（※１）
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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第四号の規定に基づき、農林水産大臣が

指定する材料を定める件

令和 ２年１１月 ５日 農林水産省告示 第２１６０号 施行 令和 ２年 １２月 １日

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則（昭和二十五年農林省令第六十四号。以下「規

則」という。）別表第四号の農林水産大臣が指定する材料は、次に掲げる肥料の区分に応

じ、当該各号に定める材料とする。

一 規則第十一条第八項第二号イ又はロに定める値を上限値として保証成分量の数値を定

める指定配合肥料（同号に規定する指定配合肥料をいう。ロにおいて同じ。） 別表中

固結防止材として使用する材料の項に掲げる材料（ベントナイト、けい酸石灰、シリカ

粉及びなたね油を除く。）（肥料の配合又は加工に当たって当該材料のうち二以上の材

料を使用する場合にあっては、それぞれの材料の含有量の上限値以下の含有量となるよ

う使用され、かつ、当該二以上の材料の含有量の合計が全重量の三％以下の含有量とな

るよう使用された場合に限る。）

二 指定配合肥料（第一号に掲げるものを除く。） 別表中固結防止材として使用する材

料の項、飛散防止材として使用する材料の項、浮上防止材として使用する材料の項、組

成均一化促進材として使用する材料の項、効果発現促進材として使用する材料の項及び

着色材として使用する材料の項に掲げる材料（肥料の配合又は加工に当たって同一の項

に掲げる材料を二以上使用する場合にあっては、それぞれの材料の含有量の上限値以下

の含有量となるよう使用され、かつ、当該二以上の材料の含有量の合計が、当該二以上

の材料の全重量中の含有量の上限値のうち最も高い上限値以下の含有量となるよう使用

された場合に限る。）

三 規則第十一条第八項第四号に規定する指定化成肥料 別表中固結防止材として使用す

る材料の項、飛散防止材として使用する材料の項、浮上防止材として使用する材料の項、

組成均一化促進材として使用する材料の項、効果発現促進材として使用する材料の項、

着色材として使用する材料の項及び粒状化促進材として使用する材料の項に掲げる材料

（肥料の配合又は加工に当たって同一の項に掲げる材料を二以上使用する場合にあって

は、それぞれの材料の含有量の上限値以下の含有量となるよう使用され、かつ、当該二

以上の材料の含有量の合計が、当該二以上の材料の全重量中の含有量の上限値のうち最

も高い上限値以下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

四 規則第十一条第九項に規定する特殊肥料等入り指定混合肥料 別表の固結防止材とし

て使用する材料の項、飛散防止材として使用する材料の項、浮上防止材として使用する

告示（※２）
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材料の項、組成均一化促進材として使用する材料の項、効果発現促進材として使用する

材料の項、着色材として使用する材料の項及び粒状化促進材として使用する材料の項に

掲げる材料（肥料の配合又は加工に当たって同一の項に掲げる材料を二以上使用する場

合にあっては、それぞれの材料の含有量の上限値以下の含有量となるよう使用され、か

つ、当該二以上の材料の含有量の合計が、当該二以上の材料の全重量中の含有量の上限

値のうち最も高い上限値以下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

五 規則第十一条第十項に規定する土壌改良資材入り指定混合肥料 別表の固結防止材と

して使用する材料の項、飛散防止材として使用する材料の項、浮上防止材として使用す

る材料の項、組成均一化促進材として使用する材料の項、効果発現促進材として使用す

る材料の項、着色材として使用する材料の項及び粒状化促進材として使用する材料の項

に掲げる材料（指定土壌改良資材（肥料の品質の確保等に関する法律（昭和二十五年法

律第百二十七号）第四条第二項第四号に規定する指定土壌改良資材をいう。別表におい

て同じ。）の混入又は加工に当たって同一の項に掲げる材料を二以上使用する場合にあ

っては、それぞれの材料の含有量の上限値以下の含有量となるよう使用され、かつ、当

該二以上の材料の含有量の合計が、当該二以上の材料の全重量中の含有量の上限値のう

ち最も高い上限値以下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

別表（第一号から第五号まで関係）

区分 材料

固結防止材（肥 ベントナイト（肥料の配合又は加工に当たって全重量の九％以下

料の固結を防止 の含有量となるよう使用された場合に限る。）

す る 材 料 を い

う。）として使 シリカゲル（肥料の配合又は加工に当たって全重量の六％以下の

用する材料 含有量となるよう使用された場合に限る。）

けいそう土（肥料の配合又は加工に当たって全重量の五％以下の

含有量となるよう使用された場合に限る。）

滑石粉末（肥料の配合又は加工に当たって全重量の四％以下の含

有量となるよう使用された場合に限る。）

クレー（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三％以下の含有
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量となるよう使用された場合に限る。）

けい酸石灰（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三％以下の

含有量となるよう使用された場合に限る。）

けい石粉末（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三％以下の

含有量となるよう使用された場合に限る。）

シリカヒューム（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三％以

下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

ゼオライト（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三％以下の

含有量となるよう使用された場合に限る。）

パーライト（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三％以下の

含有量となるよう使用された場合に限る。）

シリカ粉（肥料の配合又は加工に当たって全重量の二％以下の含

有量となるよう使用された場合に限る。）

潤滑油（けいそう土、滑石粉末、クレー又はパーライトと併用さ

れたものであって、肥料の配合又は加工に当たって全重量の一％

以下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

なたね油（肥料の配合又は加工に当たって全重量の〇・三％以下

の含有量となるよう使用された場合に限る。）

飛散防止材（肥 鉱油（肥料の配合又は加工に当たって全重量の〇・五％以下の含

料の飛散を防止 有量となるよう使用された場合に限る。）

す る 材 料 を い

う。）として使

用する材料
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浮上防止材（肥 安山岩粉末（肥料の配合又は加工に当たって全重量の十八％以下

料の浮上を防止 の含有量となるよう使用された場合に限る。）

す る 材 料 を い

う。）として使 かんらん岩粉末（肥料の配合又は加工に当たって全重量の十八％

用する材料 以下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

けつ岩粉末（肥料の配合又は加工に当たって全重量の十八％以下

の含有量となるよう使用された場合に限る。）

砂岩粉末（肥料の配合又は加工に当たって全重量の十五％以下の

含有量となるよう使用された場合に限る。）

けい石粉末（肥料の配合又は加工に当たって全重量の十一％以下

の含有量となるよう使用された場合に限る。）

組成均一化促進 石こう（肥料の配合又は加工に当たって全重量の七十％以下の含

材（肥料の組成 有量となるよう使用された場合に限る。）

の均一化を促進

す る 材 料 を い 安山岩粉末（肥料の配合又は加工に当たって全重量の六十五％以

う。）として使 下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

用する材料

けつ岩粉末（肥料の配合又は加工に当たって全重量の六十五％以

下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

砂岩粉末（肥料の配合又は加工に当たって全重量の六十五％以下

の含有量となるよう使用された場合に限る。）

ベントナイト（肥料の配合又は加工に当たって全重量の四十一％

以下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

クレー（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十四％以下の

含有量となるよう使用された場合に限る。）
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腐植酸（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十二％以下の

含有量となるよう使用された場合に限る。）

ゼオライト（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十％以下

の含有量となるよう使用された場合に限る。）

セピオライト（肥料の配合又は加工に当たって全重量の二十一％

以下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

亜炭（肥料の配合又は加工に当たって全重量の二十％以下の含有

量となるよう使用された場合に限る。）

泥炭（肥料の配合又は加工に当たって全重量の二十％以下の含有

量となるよう使用された場合に限る。）

効果発現促進材 酸化第二鉄（肥料の配合又は加工に当たって鉄相当量に換算して

（肥料の効果の 全重量の二十一％以下の含有量となるよう使用された場合に限

発現を促進する る。）

材料をいう。）

として使用する 硝酸石灰（肥料の配合又は加工に当たってカルシウム相当量に換

材料 算して全重量の十九％以下の含有量となるよう使用された場合に

限る。）

硫酸第一鉄（肥料の配合又は加工に当たって鉄相当量に換算して

全重量の十二・六％以下の含有量となるよう使用された場合に限

る。）

硫酸亜鉛（肥料の配合又は加工に当たって亜鉛相当量に換算して

全重量の十二・五％以下の含有量となるよう使用された場合に限

る。）

エチレンジアミン四酢酸鉄（肥料の配合又は加工に当たって鉄相
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当量に換算して全重量の十・一％以下の含有量となるよう使用さ

れた場合に限る。）

硫酸銅（肥料の配合又は加工に当たって銅相当量に換算して全重

量の八・八％以下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

ジエチレントリアミン五酢酸鉄（肥料の配合又は加工に当たって

鉄相当量に換算して全重量の三・七％以下の含有量となるよう使

用された場合に限る。）

エチレンジアミン四酢酸亜鉛（肥料の配合又は加工に当たって亜

鉛相当量に換算して全重量の三・一％以下の含有量となるよう使

用された場合に限る。）

モリブデン酸塩（肥料の配合又は加工に当たってモリブデン相当

量に換算して全重量の二・一％以下の含有量となるよう使用され

た場合に限る。）

エチレンジアミン四酢酸銅（肥料の配合又は加工に当たって銅相

当量に換算して全重量の一・九％以下の含有量となるよう使用さ

れた場合に限る。）

硫酸第二鉄（肥料の配合又は加工に当たって鉄相当量に換算して

全重量の〇・二％以下の含有量となるよう使用された場合に限

る。）

エチレンジアミン四酢酸カルシウム（肥料の配合又は加工に当た

ってカルシウム相当量に換算して全重量の〇・一％以下の含有量

となるよう使用された場合に限る。）

エチレンジアミン四酢酸モリブデン（肥料の配合又は加工に当た

ってモリブデン相当量に換算して全重量の〇・〇二％以下の含有

量となるよう使用された場合に限る。）
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着色材（肥料を 腐植酸（肥料の配合又は加工に当たって全重量の五％以下の含有

着色する材料を 量となるよう使用された場合に限る。）

いう。）として カーボンブラック（肥料の配合又は加工に当たって全重量の二％

使用する材料 以下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

粒状化促進材（肥 かんらん岩粉末（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十％

料の粒状化を促 以下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

進する材料をい

う。）として使 クレー（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十％以下の含

用する材料 有量となるよう使用された場合に限る。）

けい石粉末（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十％以下

の含有量となるよう使用された場合に限る。）

けいそう土（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十％以下

の含有量となるよう使用された場合に限る。）

ゼオライト（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十％以下

の含有量となるよう使用された場合に限る。）

石こう（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十％以下の含

有量となるよう使用された場合に限る。）

でんぷん（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十％以下の

含有量となるよう使用された場合に限る。

）

糖蜜（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十％以下の含有

量となるよう使用された場合に限る。）

ベントナイト（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十％以

下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

26



リグニンスルホン酸（肥料の配合又は加工に当たって全重量の三

十％以下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

こんにゃく飛粉（肥料の配合又は加工に当たって全重量の十五％

以下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

セピオライト（肥料の配合又は加工に当たって全重量の十五％以

下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

イースト菌発酵濃縮廃液（肥料の配合又は加工に当たって全重量

の十三％以下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

アンモニア液又はアンモニアガス（中和造粒のために使用する場

合であって、肥料の配合又は加工に当たって全重量の十％以下の

含有量となるよう使用されたときに限る。）

カオリン（肥料の配合又は加工に当たって全重量の十％以下の含

有量となるよう使用された場合に限る。）

砂岩粉末（肥料の配合又は加工に当たって全重量の十％以下の含

有量となるよう使用された場合に限る。）

硫酸（中和造粒のために使用する場合であって、肥料の配合又は

加工に当たって全重量の十％以下の含有量となるよう使用された

ときに限る。）

りん酸液（中和造粒のために使用する場合であって、肥料の配合

又は加工に当たって全重量の十％以下の含有量となるよう使用さ

れたときに限る。）

滑石粉末（肥料の配合又は加工に当たって全重量の九％以下の含

有量となるよう使用された場合に限る。）
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アタパルジャイト（肥料の配合又は加工に当たって全重量の六％

以下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

パルプ廃液（肥料の配合又は加工に当たって全重量の六％以下の

含有量となるよう使用された場合に限る。）

安山岩粉末（肥料の配合又は加工に当たって全重量の五％以下の

含有量となるよう使用された場合に限る。）

カルボキシメチルセルロース（肥料の配合又は加工に当たって全

重量の五％以下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

コーンスターチ（肥料の配合又は加工に当たって全重量の五％以

下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

ぬか（肥料の配合又は加工に当たって全重量の五％以下の含有量

となるよう使用された場合に限る。）

軽焼マグネシア（肥料の配合又は加工に当たって全重量の一・二

％以下の含有量となるよう使用された場合に限る。）

消石灰（肥料の配合又は加工に当たって全重量の一％以下の含有

量となるよう使用された場合に限る。）

備考

第五号の規則第十一条第十項に規定する土壌改良資材入り指定混合肥料にあっ

ては、この表の各項中「肥料の配合又は加工」とあるのは、「指定土壌改良資材の

混入又は加工」とする。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日（令和二年十二月一日）か

ら施行する。
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（肥料取締法施行規則第一条第四号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する材料を定め

る件の廃止）

２ 平成二十五年十二月五日農林水産省告示第二千九百四十三号（肥料取締法施行規則第

一条第四号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する材料を定める件）は、廃止する。
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普通肥料の原料の種類等の保証票への記載に関する事項を定める件

昭和５９年 ３月１６日 農林水産省告示第 ７００号 施行 昭和５９年 ４月 １日

改正昭和５９年１２月２５日 農林水産省告示第２４８１号 施行 昭和６０年 １月２５日

改正昭和６１年 ２月２２日 農林水産省告示第 ２９０号 施行 昭和６１年 ３月２５日

改正昭和６２年１１月２５日 農林水産省告示第１４６８号 施行 昭和６２年１２月２５日

改正平成 ６年１２月２６日 農林水産省告示第１７３９号 施行 平成 ７年 １月２５日

改正平成１２年 １月２７日 農林水産省告示第 ９５号 施行 平成１２年１０月 １日

改正平成１３年 ５月１０日 農林水産省告示第 ６４２号 施行 平成１３年 ６月１０日

改正平成１６年 １月１５日 農林水産省告示第 ７４号 施行 平成１６年 ５月 １日

改正平成２５年１２月 ５日 農林水産省告示第２９４０号 施行 平成２６年 １月 ４日

改正平成２６年 ９月 １日 農林水産省告示第１１４８号 施行 平成２６年１０月 １日

改正平成３０年 １月２２日 農林水産省告示第 １３６号 施行 平成３０年 ２月２２日

改正令和 ２年 ２月２８日 農林水産省告示第 ３９９号 施行 令和 ２年 ４月 １日

改正令和 ２年１０月２７日 農林水産省告示第２０８５号 施行 令和 ２年１２月 １日

改正令和 ３年 ６月１４日 農林水産省告示第１００９号 施行 令和 ３年１２月 １日

１ 原料の種類又は配合の割合等の記載

(1) 保証票に原料の種類又は配合の割合を記載する普通肥料

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則（昭和25年農林省令第64号。以下「規則」

という。）第11条の２第２項第１号の保証票に原料の種類又は配合の割合を記載する

普通肥料は、次に掲げる普通肥料とする。

イ 指定配合肥料及び指定化成肥料（家庭園芸用肥料を除く。）

ロ 窒素全量を保証した普通肥料（別表第１に掲げるものを除く。）

ハ 規則第１条の２第１号及び第２号に掲げる普通肥料

ニ 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

ホ 別表第２に掲げる普通肥料（家庭園芸用肥料を除く。）

(2) 保証票に原料の種類又は配合の割合等を記載する方法等

(1)に規定する普通肥料について、規則第11条の２第１項、第３項及び第４項の保

証票に肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号。以下「法」という。）

第17条第１項第12号及び第13号（法第33条の２第６項において準用する場合を含む。）

に掲げる事項及び原料の種類又は配合の割合を記載する方法、原料の種類又は配合の

割合並びにウェブサイトのアドレスにより記載する方法は、次に規定するとおりとす

る。

イ (1)のイに該当する普通肥料

(ｲ) 配合する原料について、使用する原料が次の表の配合する原料の欄に該当する

場合には、同表の字句の欄に掲げる字句をもつて記載すること。

告示（※３）
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配合する原料 字句

別表第２の第１欄に掲げる普通肥料 当該肥料の種類又は統合表示名称（別表

第２の第１欄に掲げる普通肥料ごとにそ

れぞれ同表の第２欄に掲げる名称をいう。

以下同じ。）

別表第２の第１欄に掲げる普通肥料 当該肥料の種類

以外の普通肥料（指定配合肥料及び

指定化成肥料を除く。）

指定配合肥料 「指定配合肥料」の字句

指定化成肥料 「指定化成肥料」の字句

(ﾛ) 製品に占める重量割合の大きい原料から順に、その旨を明記して記載すること。

ただし、重量割合の大きい原料から順に５つ以上又は原料の重量割合の合計が８割

以上となるように原料を記載し、残りの原料を「その他」と記載することができる。

この場合、「その他」の字句の次に〔 〕を付し、〔 〕の中に当該残りの原料を

記載しなければならない。この際、〔 〕内の原料は、必ずしも重量割合の大きい

順に記載する必要はないが、重量割合の大きい順に記載しない場合には、順不同と

なることがある旨を記載すること。また、荷口番号を記載した上で、当該荷口番号

ごとに、当該荷口番号に対応する製品の全ての原料を農林水産大臣が認めるウェブ

サイトに公表し、当該ウェブサイトのアドレス（二次元コードその他のこれに代わ

るものを含む。以下同じ。）を記載した場合には、「その他」の次の〔 〕の記載

を省略することができる。この場合には、書面により荷口番号に対応する製品の全

ての原料の記載事項の交付を求める者に書面により当該記載事項を交付するととも

に、その旨を記載すること。なお、省略した〔 〕内の原料に有機質肥料以外のも

の（混合汚泥複合肥料を含む。）が含まれる場合には、その旨を記載すること。さ

らに、原料事情等により隣接する２つの原料の重量割合の順位が入れ替わる場合に

は、その旨を記載することにより、当該順位を入れ替えることができる。ただし、

「その他」と順位を入れ替えてはならず、また、(ﾊ)に規定するところに従い（ ）

を付して記載した原料を使用しない場合として記載例により記載する原料について
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は、当該原料の順位を入れ替えてはならない。

(ﾊ) 原料事情等により原料として使用しないことがある有機質肥料がある場合（(ﾛ)

の「その他」及び「その他」の字句の次の〔 〕内の原料を除く。）には、その

旨を明記して、当該肥料の種類又は統合表示名称に（ ）を付して記載すること

ができる。ただし、その数は３を超えてはならず、また、記載した全ての有機質

肥料の種類又は統合表示名称に（ ）を付してはならない。

(ﾆ) (1)のイに該当する普通肥料を原料として使用する場合には、「指定配合肥料」

又は「指定化成肥料」の字句の次に〔 〕を付し、〔 〕の中に当該肥料の原料

の種類を、(ｲ)から（ﾊ）までに規定するところに従い、次の記載例により記載す

ること。ただし、荷口番号を記載した上で、当該荷口番号ごとに、当該荷口番号

に対応する製品の全ての原料を農林水産大臣が認めるウェブサイトに公表し、当

該ウェブサイトのアドレスを記載した場合には、〔 〕の記載を省略することが

できる。この場合には、書面により荷口番号に対応する製品の全ての原料の記載

事項の交付を求める者に書面により当該記載事項を交付するとともに、その旨を

記載すること。なお、省略した〔 〕内の原料に有機質肥料以外のもの（混合汚

泥複合肥料を含む。）が含まれる場合には、その旨を記載すること。

記載例１ 全ての原料を記載する場合（統合表示名称を記載する場合）

（配合原料）

硫酸アンモニア、塩化加里、指定配合肥料〔植物質類、骨粉質類〕、植物

質類、（動物かす粉末類）、加工家きんふん肥料、尿素、混合汚泥複合肥料

備考：１ 重量割合の大きい順である。

２ 硫酸アンモニアと塩化加里の重量割合の順位は、入れ替わること

がある。

３ （ ）内の原料は、原料事情等により使用しないことがあり、

この場合の使用原料の重量割合の順位は、「硫酸アンモニア、塩

化加里、植物質類、指定配合肥料〔植物質類、骨粉質類〕、加工

家きんふん肥料、尿素、混合汚泥複合肥料」となる。

４ 〔 〕内は指定配合肥料の配合原料である。

記載例２ 「その他」と記載する場合（統合表示名称を記載しない場合）

（配合原料）

硫酸アンモニア、塩化加里、指定配合肥料〔植物質類、骨粉質類〕、大豆油

かす及びその粉末、（魚かす粉末）、加工家きんふん肥料、その他〔尿素、混

合汚泥複合肥料〕
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備考：１ 重量割合の大きい順である。

２ 硫酸アンモニアと塩化加里の重量割合の順位は、入れ替わること

がある。

３ （ ）内の原料は、原料事情等により使用しないことがあり、こ

の場合の使用原料の重量割合の順位は、「硫酸アンモニア、塩化加里、

大豆油かす及びその粉末、指定配合肥料〔植物質類、骨粉質類〕、加

工家きんふん肥料、尿素、混合汚泥複合肥料」となる。

４ 「その他」の〔 〕内の原料は、順不同となることがある。

５ 〔 〕内は指定配合肥料の配合原料又は「その他」の原料である。

記載例３ ウェブ表示を行う場合（統合表示名称を記載しない場合）

（配合原料）

硫酸アンモニア、塩化加里、指定配合肥料、大豆油かす及びその粉末、（魚か

す粉末）、加工家きんふん肥料、その他

備考：１ 重量割合の大きい順である。

２ 硫酸アンモニアと塩化加里の重量割合の順位は、入れ替わること

がある。

３ （ ）内の原料は、原料事情等により使用しないことがあり、こ

の場合の使用原料の重量割合の順位は、「硫酸アンモニア、塩化加里、

大豆油かす及びその粉末、指定配合肥料〔植物質類、動物質類〕、加

工家きんふん肥料、尿素、混合汚泥複合肥料」となる。

４ 「その他」には有機質肥料等以外の原料及び汚泥を原料として含む。

５ 原料の詳細は下記のリンク先に記載。なお、書面をご希望の場合は

以下の連絡先にお問い合わせください。（電話番号）

二次元コード

ロ (1)のロに該当する普通肥料

(ｲ) 窒素全量を保証する原料について、使用する原料が次の表の原料の欄に該当

する場合には、同表の字句の欄に掲げる字句をもつて記載すること。
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原料 字句

別表第３の第１欄に掲げる普通肥料 当該肥料の種類又は統合表示名称

別表第３の第１欄に掲げる普通肥料以外 当該肥料の種類

の普通肥料（指定配合肥料及び指定化成

肥料を除く。次号において同じ。）であ

つて、公定規格が定められているもの

指定配合肥料 「指定配合肥料」の字句

指定化成肥料 「指定化成肥料」の字句

(ﾛ) 窒素全量を含有する原料について、当該原料が特殊肥料の場合には当該肥料の

指定名（昭和25年６月20日農林省告示第177号（特殊肥料等を指定する件）の一

の(ｲ)、(ﾛ)又は(ﾊ)に掲げる名称をいう。以下同じ。）を、肥料原料の場合には

当該原料の実態に基づき「副産有機質原料」等の名称を記載すること。

(ﾊ) (ｲ)又は(ﾛ)により記載することができない場合には、「該当なし」と記載する

こと。

(ﾆ) 製品に占める窒素全量の量の割合の大きい原料から順に、その旨を明記して記

載すること。ただし、窒素全量の量の割合の大きい原料から順に５つ以上又は原

料の窒素全量の量の割合の合計が８割以上となるように原料を記載し、残りの原

料を「その他」と記載することができる。この場合には、その他の字句の次に〔 〕

を付し、〔 〕の中に当該残りの原料を記載しなければならない。この際、〔 〕

内の原料は、必ずしも窒素全量の量の割合の大きい順に記載する必要はないが、

窒素全量の量の割合の大きい順に記載しない場合には、順不同となることがある

旨を記載すること。また、荷口番号を記載した上で、当該荷口番号ごとに、当該

荷口番号に対応する製品の窒素全量を保証し、又は含有する全ての原料を農林水

産大臣が認めるウェブサイトに公表し、当該ウェブサイトのアドレスを記載した

場合には、「その他」の次の〔 〕の記載を省略することができる。この場合に

は、書面により荷口番号に対応する製品の窒素全量を保証し、又は含有する全て

の原料の記載事項の交付を求める者に書面により当該記載事項を交付するととも
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に、その旨を記載すること。なお、省略した〔 〕内の原料に有機質肥料及び特

殊肥料（粗砕石灰石、製糖副産石灰、石灰処理肥料、含鉄物、微粉炭燃焼灰、カ

ルシウム肥料及び石こうを除く。）以外のもの（汚泥を原料とする肥料（混合汚

泥複合肥料及び汚泥肥料）を含む。）が含まれる場合には、その旨を記載するこ

と。さらに、原料事情等により隣接する２つの原料の窒素全量の量の割合の順位

が入れ替わる場合には、その旨を記載することにより、当該順位を入れ替えるこ

とができる。ただし、「その他」と順位を入れ替えてはならず、また、(ﾎ)に規

定するところに従い（ ）を付して記載した原料を使用しない場合として記載例

により記載する原料については、当該原料の順位を入れ替えてはならない。

(ﾎ) 原料事情等により原料として使用しないことがある有機質肥料がある場合（(ﾆ)

の「その他」及び「その他」の字句の次の〔 〕内の原料を除く。）には、その

旨を明記して、当該肥料の種類又は統合表示名称に（ ）を付して記載すること

ができる。ただし、その数は３を超えてはならず、また、記載した全ての有機質

肥料の種類又は統合表示名称に（ ）を付してはならない。

(ﾍ) (1)のロに該当する普通肥料が原料として使用される場合には、当該肥料の種

類の字句の次に〔 〕を付し、〔 〕の中に当該肥料の原料の種類を、(ｲ)から(ﾎ)

までに規定するところに従い、次の記載例により記載すること。ただし、荷口番

号を記載した上で、当該荷口番号ごとに、当該荷口番号に対応する製品の窒素全

量を保証し、又は含有する全ての原料を農林水産大臣が認めるウェブサイトに公

表し、当該ウェブサイトのアドレスを記載した場合には、〔 〕の記載を省略す

ることができる。この場合には、書面により荷口番号に対応する製品の窒素全量

を保証し、又は含有する全ての原料の記載事項の交付を求める者に書面により当

該記載事項を交付するとともに、その旨を記載すること。なお、省略した〔 〕

内の原料に有機質肥料及び特殊肥料（粗砕石灰石、製糖副産石灰、石灰処理肥料、

含鉄物、微粉炭燃焼灰、カルシウム肥料及び石こうを除く。）以外のもの（汚泥

を原料とする肥料（混合汚泥複合肥料及び汚泥肥料）を含む。）が含まれる場合

には、その旨を記載すること。

記載例１ 窒素全量を保証し、又は含有する全ての原料を記載する場合（統合表示

名称を記載する場合）

（窒素全量を保証又は含有する原料）

尿素、化成肥料〔副産有機質原料〕、植物質類、（動物かす粉末類）、イソ

ブチルアルデヒド縮合尿素、加工家きんふん肥料、窒素質グアノ、硫酸グ

アニル尿素
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備考：１ 窒素全量の量の割合の大きい順である。

２ イソブチルアルデヒド縮合尿素と加工家きんふん肥料の窒素全

量の量の割合の順位は、入れ替わることがある。

３ （ ）内の原料は原料事情等により使用しないことがあり、

この場合の窒素全量の量の割合の順位は、「化成肥料〔副産有機

質原料〕、尿素、植物質類、イソブチルアルデヒド縮合尿素、加

工家きんふん肥料、窒素質グアノ、硫酸グアニル尿素」となる。

４ 〔 〕内は化成肥料の窒素全量を含有する原料である。

記載例２ 「その他」と記載する場合（統合表示名称を記載しない場合）

（窒素全量を保証又は含有する原料）

尿素、化成肥料〔副産有機質原料〕、大豆油かす及びその粉末、（魚かす粉

末）、イソブチルアルデヒド縮合尿素、加工家きんふん肥料、その他〔窒素

質グアノ、硫酸グアニル尿素〕

備考：１ 窒素全量の量の割合の大きい順である。

２ （ ）内の原料は原料事情等により使用しないことがあり、こ

の場合の窒素全量の量の割合の順位は、「化成肥料〔副産有機質原

料〕、尿素、大豆油かす及びその粉末、イソブチルアルデヒド縮合

尿素、加工家きんふん肥料、窒素質グアノ、硫酸グアニル尿素」と

なる。

３ 「その他」の〔 〕内の原料は、順不同となることがある。

４ 〔 〕内は化成肥料又は「その他」の窒素全量を保証又は含有す

る原料である。

記載例３ ウェブ表示を行う場合（統合表示名称を記載しない場合）

（窒素全量を保証又は含有する原料）

尿素、化成肥料、大豆油かす及びその粉末、（魚かす粉末）、イソブチルア

ルデヒド縮合尿素、加工家きんふん肥料、その他

備考：１ 窒素全量の量の割合の大きい順である。

２ （ ）内の原料は原料事情等により使用しないことがあり、こ

の場合の窒素全量の量の割合の順位は、「化成肥料、尿素、大豆油

かす及びその粉末、イソブチルアルデヒド縮合尿素、加工家きんふ
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ん肥料、窒素質グアノ、硫酸グアニル尿素」となる。

３ 「化成肥料」及び「その他」には有機質肥料等以外の窒素全量を

保証又は含有する原料を含む。

４ 原料の詳細は下記のリンク先に記載。なお、書面をご希望の場合

は以下の連絡先にお問い合わせください。（電話番号）

二次元コード

ハ (1)のハに該当する普通肥料

(ｲ) 使用する原料について、「下水汚泥」、「鶏ふん」等その も一般的な名称をも

つて記載すること。

(ﾛ) 生産に当たつて使用された重量の大きい原料から順に、その旨を明記して記載

すること。

(ﾊ) 原料事情等により原料として使用しない原料がある場合には、その旨を明記し

て、当該原料の種類に（ ）を付し、次の記載例により記載することができる。

ただし、記載したすべての原料の種類に（ ）を付してはならない。

（原料）

下水汚泥、食品工業汚泥、（鶏ふん）、（植物質加工残さ）

備考：１ 生産に当たつて使用された重量の大きい順である。

２ （ ）内の原料は原料事情等により使用しないことがあり、こ

の場合の使用原料の重量の順位は、

① 植物質加工残さを使用しない場合「下水汚泥、鶏ふん、食品

工業汚泥」

② 鶏ふんを使用しない場合「下水汚泥、食品工業汚泥、植物質

加工残さ」

③ 鶏ふん及び植物質加工残さを使用しない場合「下水汚泥、食

品工業汚泥」となる。

ニ (1)のニに該当する普通肥料

(ｲ) 配合する原料について、普通肥料（法第４条第１項第３号に掲げるものを除

く。）、普通肥料（法第４条第１項第３号に掲げるものに限る。）及び特殊肥料の

それぞれの製品に占める重量割合を記載すること。また、普通肥料（法第４条第

１項第３号に掲げるものを除く。）、普通肥料（法第４条第１項第３号に掲げる
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ものに限る。）及び特殊肥料に該当する肥料ごとに、使用する原料が次の表の原

料の欄に該当する場合には、同表の字句の欄に掲げる字句をもつて記載すること。

原料 字句

別表第２の第１欄に掲げる普通肥料 当該肥料の種類又は統合表示名称

別表第２の第１欄に掲げる普通肥料以 当該肥料の種類

外の普通肥料（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を

除く。）

指定配合肥料 「指定配合肥料」の字句

指定化成肥料 「指定化成肥料」の字句

特殊肥料等入り指定混合肥料及び土壌 当該特殊肥料等入り指定混合肥料又は土

改良資材入り指定混合肥料 壌改良資材入り指定混合肥料の原料とし

て使用した肥料の種類又は指定名

特殊肥料（混合特殊肥料を除く。） 当該肥料の指定名

混合特殊肥料 当該混合特殊肥料の原料として使用した

肥料の指定名

(ﾛ) 普通肥料（法第４条第１項第３号に掲げるものを除く。）、普通肥料（法第４

条第１項第３号に掲げるものに限る。）及び特殊肥料に該当する肥料ごとに、製

品に占める重量割合の大きい原料から順に、その旨を明記して記載すること。な

お、指定配合肥料又は指定化成肥料を原料として使用する場合には、「指定配合

肥料」又は「指定化成肥料」の字句の次に〔 〕を付し、〔 〕の中に当該肥料

の原料の種類を、特殊肥料のうち堆肥又は動物の排せつ物を原料として使用する

場合には、「堆肥」又は「動物の排せつ物」の字句の次に〔 〕を付し、〔 〕
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の中に当該肥料の原料を(ｲ)及びこの号の規定するところに従い次の記載例によ

り記載すること。ただし、使用する原料が(ｲ)の表に掲げる原料に該当しない場

合には、「鶏ふん」、「もみがら」等 も一般的な名称をもつて記載すること。

(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原料)

普通肥料（肥料の品質の確保等に関する法律第４条第１項第３号に掲げるも

のを除く。）（６割）：指定化成肥料〔硫酸アンモニア、塩化加里、植物質類〕、

被覆窒素肥料、動物かす粉末類、尿素

普通肥料（肥料の品質の確保等に関する法律第４条第１項第３号に掲げるも

のに限る。）（１割）：硫黄及びその化合物

特殊肥料（３割）：堆肥〔牛ふん、稲わら〕、貝殻肥料

備考：１ 重量割合の大きい順である。

２ 〔 〕内は指定化成肥料又は堆肥の原料である。

ホ (1)のホに該当する普通肥料

(ｲ) 使用する原料が次の表の原料の欄に該当する場合には、同表の字句の欄に掲

げる字句をもつて記載すること。

原料 字句

別表第３の第１欄に掲げる普通肥料 当該肥料の種類又は統合表示名称

別表第３の第１欄に掲げる普通肥料以 当該肥料の種類

外の普通肥料（指定配合肥料及び指定

化成肥料を除く。次号において同じ。）

であつて、公定規格が定められている

もの

別表第３の第１欄に掲げる普通肥料以 「仮登録肥料」の字句

外の普通肥料であつて、公定規格が定

められていないもの

指定配合肥料 「指定配合肥料」の字句
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指定化成肥料 「指定化成肥料」の字句

(ﾛ) 使用する原料が公定規格の原料規格第一から第三までに掲げる原料である場

合にあつてはこれらの規格の原料の種類の欄に掲げる字句を、特殊肥料である

場合にあつては当該肥料の指定名をもつて記載すること。

(ﾊ) 使用する原料が(ｲ)又は(ﾛ)に掲げる原料に該当しない場合には、「泥炭」、「け

いそう土」等 も一般的な名称をもつて記載すること。

(ﾆ) 生産に当たつて使用された重量の大きい原料から順に、その旨を明記して記

載すること。ただし、原料事情等により隣接する２つの原料の重量の順位が入

れ替わる場合には、その旨を記載することにより、当該順位を入れ替えること

ができる。ただし、(ﾎ)に規定するところに従い（ ）を付して記載した原料を

使用しない場合として記載例により記載する原料については、当該原料の順位

を入れ替えてはならない。

(ﾎ) 原料事情等により原料として使用しない原料がある場合には、その旨を明記

して、当該原料の種類に（ ）を付して記載することができる。ただし、記載

したすべての原料の種類に（ ）を付してはならない。

(ﾍ) (1)のホに該当する普通肥料が原料として使用される場合には、当該肥料の種

類又は「仮登録肥料」の字句の次に〔 〕を付し、〔 〕の中に当該肥料の原

料の種類を、(ｲ)から(ﾎ)までに規定するところに従い、記載すること。

記載例

（原料）

尿素、指定配合肥料、副産肥料〔加里含有物〕、りん酸含有物、（副産動植物

質肥料〔動物由来物質、植物由来物質〕）

備考：１ 重量割合の大きい順である。

２ 副産肥料〔加里含有物〕とりん酸含有物の重量割合の順位は、入

れ替わることがある。

３ （ ）内の原料は、原料事情等により使用しないことがあり、こ

の場合の使用原料の重量割合の順位は、「尿素、副産肥料〔加里含

有物〕、指定配合肥料、りん酸含有物」となる。

４ 〔 〕内は副産肥料又は副産動植物質肥料の原料である。
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２ 炭素窒素比の記載

(1) 保証票に炭素窒素比を記載する普通肥料

規則第11条の２第２項第１号の保証票に炭素窒素比を記載する普通肥料は、規則第

１条の２第１号及び第２号に掲げる普通肥料とする。

(2) 保証票に炭素窒素比を記載する方法

炭素窒素比は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが定める肥料等試験法

による分析結果に基づき、整数で記載すること。

３ 材料の種類及び名称又は使用量の記載

(1) 保証票に記載する材料の種類

イ 規則第11条の２第２項第２号の保証票にその種類及び名称又は使用量を記載する

材料の種類は、組成の均一化を促進する材料（以下「組成均一化促進材」という。）、

効果の発現を促進する材料（以下「効果発現促進材」という。）、着色する材料（以

下「着色材」という。）、土壌中における硝酸化成を抑制する材料（以下「硝酸化

成抑制材」という。）及び規則別表第一号ホの摂取の防止に効果があると認められ

る材料（以下「摂取防止材」という。）とする。ただし、配合に当たつて原料とし

て使用する肥料又は原料に当該配合前に使用された組成均一化促進材、効果発現促

進剤、着色材又は硝酸化成抑制材（規則別表第１号ハの規定に基づき農林水産大臣

が指定するものに限る。）については、この限りでない。

ロ

(ｲ) 家庭園芸用肥料以外の普通肥料にあつては、効果発現促進材、硝酸化成抑制材

及び摂取防止材についてその種類、名称及び使用量（配合に当たつて原料とし

て使用する肥料又は原料に当該配合前に使用された摂取防止材については、そ

の種類及び名称）を、組成均一化促進材及び着色材については、その種類及び

名称を記載する。ただし、配合に当たつて原料として使用する肥料又は原料に

当該配合前に使用された効果発現促進材及び硝酸化成抑制材（規則別表第１号

ハの規定に基づき農林水産大臣が指定するものに限る。）については、その種

類、名称及び使用量の記載を、組成均一化促進材及び着色材については、その

種類及び名称の記載を省略することができる。

(ﾛ) 家庭園芸用肥料にあつては、材料の種類を記載する。

ハ 家庭園芸用肥料以外の普通肥料にあつては、原料事情等により使用しないことが

ある組成均一化促進材（配合に当たつて原料として使用する肥料に当該配合前に使

用された組成均一化促進材を含む。）がある場合には、その旨を明記して、当該組
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成均一化促進材の名称に（ ）を付して記載することができる。

(2) 保証票に材料の種類及び名称又は使用量を記載する方法

(1)に規定する材料について、規則第11条の２第４項の保証票にその種類及び名称

又は使用量を記載する方法は、次に規定するとおりとする。

イ 材料の種類は、(1)に掲げる略称をもつて記載すること。

ロ 材料の名称は、その も一般的な名称をもつて記載すること。

ハ 材料の使用量は、材料の名称別に記載することとし、次の記載例により記載する

こと。なお、(1)のロの(ｲ)のただし書の肥料に使用されている材料については、当

該材料の種類、名称又は使用量も記載することができる。ただし、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あつては、配合に当たつて原料

として使用した肥料由来の材料を記載する場合には、その旨を記載すること。

(ｲ) 家庭園芸用肥料以外の普通肥料の記載例

（使用されている効果発現促進材）

硫酸第一鉄（鉄として） 1.7％

硫酸銅（銅として） 0.02％

硫酸亜鉛（亜鉛として） 0.02％

モリブデン酸アンモニウム（モリブデンとして） 0.06％

備考：材料には原料由来のものを含む。

（使用されている硝酸化成抑制材）

Ｎ－２，５ジクロルフエニルサクシナミド酸（ＤＣＳ） 0.12％

（使用されている組成均一化促進材） （石こう）

備考：（ ）内の材料は使用しないことがある。

（使用されている着色材） カーボンブラック

（使用されている摂取防止材）

消石灰 ５％

(ﾛ） 家庭園芸用肥料の記載例

（使用されている材料） 効果発現促進材及び着色材
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４ 土壌改良資材入り指定混合肥料に混入した指定土壌改良資材の名称及び混入の割合の

記載方法

規則第11条の２第１項の法第17条第１項第13号（法第33条の２第６項において準用す

る場合を含む。）に掲げる事項の記載方法は、次に規定するとおりとする。

(ｲ) 混入する土壌改良資材の製品に占める重量割合を記載すること。

(ﾛ) 混入する土壌改良資材について、次の記載例により、重量割合の大きい順に記載

することとする。土壌改良資材入り指定混合肥料を原料として使用する場合には、当

該原料に含まれる指定土壌改良資材を重量割合の大きい指定土壌改良資材から順に記

載すること。

（混入した物の名称及び混入割合）

指定土壌改良資材（１割）：ゼオライト、泥炭

別表第１（１の(1)のロ関係）

１ 尿素、アセトアルデヒド縮合尿素、イソブチルアルデヒド縮合尿素、硫酸グアニル

尿素、オキサミド、石灰窒素、被覆窒素肥料、グリオキサール縮合尿素、ホルムアル

デヒド加工尿素肥料、メチロール尿素重合肥料、副産窒素肥料、液状副産窒素肥料

２ 有機質肥料（混合有機質肥料を除く。）

３ 家庭園芸用肥料

４ 指定配合肥料及び指定化成肥料

５ 本則１の(1)のホに該当する普通肥料

別表第２(1の(1)のﾎ関係）

１ 乾燥菌体肥料、副産動植物質肥料

２ 副産肥料、液状肥料、吸着複合肥料、菌体肥料

３ 仮登録を受けた肥料

別表第３（１の(2)のイの(ｲ)、１の(2)のロの(ｲ)及び１の(2)のﾎの(ｲ)関係）

第 １ 欄 第 ２ 欄

魚かす粉末、干魚肥料粉末、魚節煮かす、蒸製魚鱗及びその 動物かす粉末類

粉末、肉かす粉末、蒸製てい角粉、蒸製毛粉、乾血及びその

粉末、蒸製皮革粉

肉骨粉、蒸製てい角骨粉、生骨粉、蒸製骨粉、蒸製鶏骨粉 骨粉質類
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干蚕蛹粉末、蚕蛹油かす及びその粉末、絹紡蚕蛹くず 蚕蛹かす粉末類
よう よう よう よう

とうもろこしはい芽及びその粉末、大豆油かす及びその粉末、 植物質類

なたね油かす及びその粉末、わたみ油かす及びその粉末、落

花生油かす及びその粉末、あまに油かす及びその粉末、ごま

油かす及びその粉末、ひまし油かす及びその粉末、米ぬか油

かす及びその粉末、その他の草本性植物油かす及びその粉末、

カポック油かす及びその粉末、とうもろこしはい芽油かす及

びその粉末、たばこくず肥料粉末、甘草かす粉末、豆腐かす

乾燥肥料、えんじゆかす粉末
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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ハの規定に基づき農林水産大臣が

指定する材料を定める件

平成２８年１２月１９日 農林水産省告示 第２５３１号 施行 平成２９年 １月１８日

令和 元年 ５月２０日 農林水産省告示 第１０１７号 施行 平成２９年 １月１８日

令和 元年１０月３０日 農林水産省告示 第２１２６号 施行 令和 元年１２月 １日

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ハの農林水産大臣が指定する材料

は、次に掲げる材料とする。

一 一ーアミジノ 二ーチオウレア－

二 四ーアミノーＮー（一・三ーチアゾールー二ーイル）ベンゼンスルホンアミド

三 Ｎー（二・五ージクロルフェニル）サクシナミド酸

四 ジシアンジアミド

告示（※４）
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肥料の品質の確保等に関する法律第十七条第一項第三号の規定に基づき、同

法第四条第一項第三号並びに同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料の

保証票にその含有量を記載する主要な成分を定める件

平成１２年 １月２７日 農林水産省告示第 ９６号 施行 平成１２年１０月 １日

改正平成１３年 ３月１５日 農林水産省告示第 ３３７号 施行 平成１３年 ４月 １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

改正令和 ２年 ２月２８日 農林水産省告示第 ４０２号 施行 令和 ２年 ４月 １日

改正令和 ２年１０月２７日 農林水産省告示第２０８６号 施行 令和 ２年１２月 １日

改正令和 ３年 ６月１４日 農林水産省告示第１０１１号 施行 令和 ３年１２月 １日

肥 料 の 種 類 主 成 分

汚泥肥料、水産副産物発酵肥 １ 窒素全量

料 ２ りん酸全量

３ 加里全量

４ 銅全量（１キログラム当たり300ミリグラム以

上含有する場合に限る。）

５ 亜鉛全量（１キログラム当たり900ミリグラム

以上含有する場合に限る。）

６ 石灰全量（１キログラム当たり150グラム以上

含有する場合に限る。）

硫黄及びその化合物 硫黄分全量

特殊肥料等入り指定混合肥 １ 窒素全量

料、土壌改良資材入り指定混 ２ アンモニア性窒素

合肥料 ３ 硝酸性窒素

４ りん酸全量

５ く溶性りん酸

６ 可溶性りん酸

７ 水溶性りん酸

８ 加里全量

９ く溶性加里

告示（※５）
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10 水溶性加里

11 アルカリ分

12 可溶性石灰

13 く溶性石灰

14 水溶性石灰

15 可溶性けい酸

16 水溶性けい酸

17 可溶性苦土

18 く溶性苦土

19 水溶性苦土

20 可溶性マンガン

21 く溶性マンガン

22 水溶性マンガン

23 く溶性ほう素

24 水溶性ほう素

25 銅全量（１キログラム当たり300ミリグラム以

上含有する場合に限る。）

26 亜鉛全量（１キログラム当たり900ミリグラム

以上含有する場合に限る。）

27 石灰全量（１キログラム当たり150グラム以上

含有する場合に限る。）

28 硫黄分全量

29 可溶性硫黄

附一 主成分の含有量の分析に当たっては、独立行政法人農林水産消費安全技術センタ

ーが定める肥料等試験法によるものとする。ただし、別表第一の第一欄に掲げる主

成分の含有量の算出は、同表の第二欄に掲げるものによることとする。

また、別表第二の左欄に掲げる主成分に応じ、同表の中欄に掲げる表示の単位を用

いて記載すること。この場合において、表示値の誤差の範囲は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

二 窒素、りん酸、加里、有効石灰、有効苦土、硫黄分全量若しくは可溶性硫黄の含

有量が0.5％未満であり、アルカリ分若しくは有効けい酸の含有量が2.5％未満であ

り、有効マンガンの含有量が0.05％未満であり、又は有効ほう素の含有量が0.03％
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未満である場合には、それぞれ「0.5％未満」、「2.5％未満」、「0.05％未満」又は「0.

03％未満」と記載することができる。

別表第一

第１欄 第２欄

りん酸全量 五酸化リン（Ｐ Ｏ ）２ ５

く溶性りん酸

可溶性りん酸

水溶性りん酸

加里全量 酸化カリウム（Ｋ Ｏ）２

く溶性加里

水溶性加里

アルカリ分 酸化カルシウム（ＣａＯ）及び酸化マグ

ネシウム（ＭｇＯ）

石灰全量 酸化カルシウム（ＣａＯ）

可溶性石灰

く溶性石灰

水溶性石灰

硫黄分全量 三酸化硫黄（ＳＯ ）３

可溶性硫黄 硫黄（Ｓ）

可溶性けい酸 二酸化ケイ素（ＳｉＯ ）２

水溶性けい酸

可溶性苦土 酸化マグネシウム（ＭｇＯ）

く溶性苦土

水溶性苦土
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可溶性マンガン 酸化マンガン（ＭｎＯ）

く溶性マンガン

水溶性マンガン

く溶性ほう素 三酸化二ホウ素（Ｂ Ｏ ）２ ３

水溶性ほう素

別表第二

主成分 表示の単位 誤差の許容範囲

汚泥肥料、水産副産物発 パーセント（％） 表示値が1.5パーセント未満の場合は、プ

酵肥料の主成分のうち１ ラスマイナス0.3パーセント

から３まで、硫黄及びそ 表示値が1.5パーセント以上５パーセント

の化合物の硫黄分全量、 未満の場合は、表示値のプラスマイナス2

特殊肥料等入り指定混合 0パーセント

肥料及び土壌改良資材入 表示値が５パーセント以上10パーセント

り指定混合肥料の主成分 未満の場合は、プラスマイナス１パーセ

のうち１から19まで、28 ント

及び29 表示値が10パーセント以上の場合は、表

示値のプラスマイナス10パーセント

特殊肥料入り指定混合肥 パーセント（％） 表示値のプラスマイナス30パーセント

料、土壌改良資材入り指

定混合肥料の主成分のう

ち20から27まで

銅全量 １キログラム当た 表示値のプラスマイナス30パーセント

りミリグラム（mg

／kg）

亜鉛全量 １キログラム当た 表示値のプラスマイナス30パーセント
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りミリグラム（mg

／kg）

石灰全量 パーセント（％） 表示値のプラスマイナス20パーセント
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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第11条第８項第３号の規定に基づき、農林水産大

臣の指定する有効石灰等を指定する件 

令和３年６月 14日 農林水産省告示第 1018号 施行 令和３年 12月 1日 

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則（以下「規則」という。）第

十一条第八項第三号ニの農林水産大臣の指定する有効石灰 

可溶性石灰 

規則第十一条第八項第三号ニの農林水産大臣の指定する有効苦土 可溶性苦土 

規則第十一条第八項第三号ホの農林水産大臣の指定する有効石灰 可溶性石灰、

く溶性石灰、

水溶性石灰 

規則第十一条第八項第三号ヘの農林水産大臣の指定する有効けい酸 可溶性けい酸、

水溶性けい酸 

規則第十一条第八項第三号トの農林水産大臣の指定する有効苦土 可溶性苦土、

く溶性苦土、

水溶性苦土 

規則第十一条第八項第三号チの農林水産大臣の指定する有効マンガン 可溶性マンガン、

く溶性マンガン、

水溶性マンガン 

規則第十一条第八項第三号リの農林水産大臣の指定する有効ほう素 く溶性ほう素、

水溶性ほう素 

規則第十一条第八項第三号ヌの農林水産大臣の指定する有効硫黄 可溶性硫黄 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律（令和元年法律第六十二号）附則第一条

第二号に掲げる規定の施行の日（令和三年十二月一日）から施行する。 

（肥料の品質の確保等に関する法律施行令第二条の規定に基づき農林水産大臣の指定する

有効石灰等を指定する件の廃止） 

２ 昭和五十九年三月十六日農林水産省告示第六百九十五号（肥料の品質の確保等に関する

法律施行令第二条の規定に基づき農林水産大臣の指定する有効石灰等を指定する件）は、

廃止する。 

告示（※６）
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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ただし書及び同条

第九項ただし書（同条第十項において準用する場合を含む。）の規定に基づき

指定混合肥料の保証又は主要な成分の含有量の記載の方法の特例を定める件

昭和５９年 ３月１６日 農林水産省告示第 ６９９号 施行 昭和５９年 ４月 １日
改正平成 元年 ６月２７日 農林水産省告示第 ８２７号 施行 平成 元年 ７月１０日
改正平成 ２年１２月 ５日 農林水産省告示第１５３４号 施行 平成 ３年 １月 ５日
改正平成 ４年１２月 ７日 農林水産省告示第１２７１号 施行 平成 ５年 １月 ７日
改正平成 ７年１２月１２日 農林水産省告示第１９８６号 施行 平成 ８年 １月１２日
改正平成１２年 ３月１０日 農林水産省告示第 ３６９号 施行 平成１２年 ４月 １日
改正令和 ２年１１月 ２日 農林水産省告示第２１２７号 施行 令和 ２年１２月 １日
改正令和 ３年 ６月１４日 農林水産省告示第１００８号 施行 令和 ３年１２月 １日

１ 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二号に規定する指定配合

肥料

一 原料として使用した普通肥料においてアンモニア性窒素及び硝酸性窒素が保証さ

れ、かつ、窒素全量が保証されない指定配合肥料の窒素の主成分の保証については、

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則（昭和 25年農林省令第 64号。以下「規則」

という。）第十一条第八項各号の規定によりアンモニア性窒素及び硝酸性窒素を保証

し、かつ、次の（一）及び（二）により求めた値を合算した値の百分の八十以上（合

算した値が五未満の値の場合には百分の五十以上。以下同じ。）で、かつ、次の（三）

のイ及び（四）のイの値を合算した値若しくは（三）のロ及び（四）のロの値を合算

した値又は当該指定配合肥料の窒素全量の含有量（当該指定配合肥料の生産業者が当

該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。）を超えない範囲内の数値で同

項第五号及び第六号の規定により窒素全量を保証することができるものとする。

（一）原料として使用した普通肥料のうちアンモニア性窒素を保証したものごとに当

該主成分の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。

（二）原料として使用した普通肥料のうち硝酸性窒素を保証したものごとに当該主成

分の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。

（三）次のいずれかの値

イ （一）における当該合算した値

ロ 当該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うちアンモニア

性窒素を保証したものごとに当該主成分の含有量（当該生産業者が当該普通肥料

のロットごとに確認したものに限る。）に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た

値を合算した値

（四）次のいずれかの値

告示（※７）
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イ （二）における当該合算した値

ロ 当該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うち硝酸性窒素

を保証したものごとに当該主成分の含有量（当該生産業者が当該普通肥料のロッ

トごとに確認したものに限る。）に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合

算した値

二 原料として使用した普通肥料において別表の区分ごとの上欄に掲げる主成分及び下

欄に掲げる主成分が保証された指定配合肥料の上欄に掲げる主成分の保証について

は、次の（一）及び（二）により求めた値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、

次の（三）のイ及び（四）のイの値を合算した値若しくは（三）のロ及び（四）のロ

の値を合算した値又は当該指定配合肥料の上欄に掲げる主成分の含有量（当該指定配

合肥料の生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。）を超え

ない範囲内の数値で規則第十一条第八項第五号及び第六号の規定により保証するもの

とする。ただし、原料として使用した普通肥料においてく溶性りん酸及び可溶性りん

酸が保証された指定配合肥料並びに原料として使用した普通肥料において保証された

可溶性りん酸又は水溶性りん酸の非水溶化が生じた指定配合肥料（原料として使用し

た普通肥料において保証されたりん酸の主成分がく溶性りん酸及び水溶性りん酸又は

りん酸全量、く溶性りん酸及び水溶性りん酸に限られるもの並びに原料として使用し

た普通肥料において可溶性りん酸及び水溶性りん酸が保証され、かつ、可溶性りん酸

の非水溶化が生じないものを除く。）のく溶性りん酸又は可溶性りん酸の保証につい

てはこの限りでない。

（一）原料として使用した普通肥料のうち上欄に掲げる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当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。

（二）原料として使用した普通肥料（上欄に掲げる主成分を保証したものを除く。）

のうち下欄に掲げる主成分を保証したものごとに下欄に掲げる主成分（１の区分

の下欄に掲げる二種類の主成分を保証したものにあつてはそれぞれの主成分、２、

５、７又は９の区分の下欄に掲げる二種類の主成分を保証したものにあつては二

種類の主成分のうち保証成分量の大きい主成分。以下同じ。）の保証成分量に当

該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。

（三）次のいずれかの値

イ （一）における当該合算した値

ロ 当該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うち上欄に掲げ

る主成分を保証したものごとに当該主成分の含有量（当該生産業者が当該普通肥

料のロットごとに確認したものに限る。）に当該普通肥料の配合割合を乗じて得
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た値を合算した値

（四）次のいずれかの値

イ （二）における当該合算した値

ロ 当該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（上欄に掲げる主

成分を保証したものを除く。）のうち下欄に掲げる主成分を保証したものごとに

当該主成分の含有量（当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したもの

に限る。）に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値

三 原料として使用した普通肥料において窒素全量及びアンモニア性窒素若しくは硝酸

性窒素又はその双方が保証された指定配合肥料の窒素全量の保証において、当該指定

配合肥料の窒素全量の保証成分量とアンモニア性窒素若しくは硝酸性窒素の保証成分

量又はその双方の保証成分量を合算した値のうち も大きいものとの差が一％未満の

場合は、窒素全量の保証を省略することができる。

四 原料として使用した普通肥料においてりん酸全量及びく溶性りん酸、可溶性りん酸

若しくは水溶性りん酸又はこれらのうち二以上が保証された指定配合肥料のりん酸全

量の保証において、当該指定配合肥料のりん酸全量の保証成分量とく溶性りん酸、可

溶性りん酸又は水溶性りん酸のうち も大きな主成分の保証成分量との差が一％未満

の場合は、りん酸全量の保証を省略することができる。

五 原料として使用した普通肥料において加里全量及びく溶性加里若しくは水溶性加里

又はその双方が保証された指定配合肥料の加里全量の保証において、当該指定配合肥

料の加里全量の保証成分量とく溶性加里又は水溶性加里のうち も大きい主成分の保

証成分量との差が一％未満の場合は、加里全量の保証を省略することができる。

六 原料として使用した普通肥料においてく溶性りん酸及び可溶性りん酸が保証された

指定配合肥料のく溶性りん酸及び可溶性りん酸の保証については、これらのうちいず

れか一を保証するものとし、く溶性りん酸を保証する場合にあつては次の（一）、（二）

及び（三）により求めた値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、次の（四）のイ、

（五）のイ及び（六）のイの値を合算した値若しくは（四）のロ、（五）のロ及び（六）

のロの値を合算した値又は当該指定配合肥料のく溶性りん酸の含有量（当該指定配合

肥料の生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。）を超えな

い範囲内の数値、可溶性りん酸を保証する場合にあつては次の（七）、（八）及び（九）

により求めた値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、次の（十）、（十一）及び

（十二）の値を合算した値又は当該指定配合肥料の可溶性りん酸の含有量（当該指定

配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。）を超

えない範囲内の数値で規則第十一条第八項第五号及び第六号の規定により保証するも
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のとする。

（一）原料として使用した普通肥料のうちく溶性りん酸を保証したものごとに当該く

溶性りん酸の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。

（二）原料として使用した普通肥料のうち可溶性りん酸を保証し、く溶性りん酸を保

証しないものごとに当該可溶性りん酸の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じ

て得た値を合算する。

（三）原料として使用した普通肥料のうち水溶性りん酸を保証し、く溶性りん酸及び

可溶性りん酸のいずれも保証しないものごとに当該水溶性りん酸の保証成分量に

当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。

（四）次のいずれかの値

イ （一）における当該合算した値

ロ 当該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うちく溶性りん

酸を保証したものごとに当該く溶性りん酸の含有量（当該生産業者が当該普通肥

料のロットごとに確認したものに限る。）に当該普通肥料の配合割合を乗じて得

た値を合算した値

（五）次のいずれかの値

イ （二）における当該合算した値

ロ 当該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うち可溶性りん

酸を保証し、く溶性りん酸を保証しないものごとに当該可溶性りん酸の含有量（当

該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。）に当該普通肥

料の配合割合を乗じて得た値を合算した値

（六）次のいずれかの値

イ （三）における当該合算した値

ロ 当該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うち、水溶性り

ん酸を保証し、く溶性りん酸及び可溶性りん酸のいずれも保証しないものごとに

当該水溶性りん酸の含有量（当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認し

たものに限る。）に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値

（七）原料として使用した普通肥料のうち可溶性りん酸を保証したものごとに当該可

溶性りん酸の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。

（八）原料として使用した普通肥料のうちく溶性りん酸を保証し、可溶性りん酸を保

証しないものごとに当該く溶性りん酸の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じ

て得た値を合算する。

（九）原料として使用した普通肥料のうち水溶性りん酸を保証し、く溶性りん酸及び
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可溶性りん酸のいずれも保証しないものごとに当該水溶性りん酸の保証成分量に

当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。

（十）当該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うち可溶性りん

酸を保証したものごとに当該可溶性りん酸の含有量（当該生産業者が当該普通肥

料のロットごとに確認したものに限る。）に当該普通肥料の配合割合を乗じて得

た値を合算した値

（十一）当該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うちく溶性り

ん酸を保証し、可溶性りん酸を保証しないものごとに当該可溶性りん酸の含有量

（当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。）に当該普

通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値

（十二）当該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うち、水溶性

りん酸を保証し、く溶性りん酸及び可溶性りん酸のいずれも保証しないものごと

に当該水溶性りん酸の含有量（当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認

したものに限る。）に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値

七 原料として使用した普通肥料において保証された可溶性りん酸又は水溶性りん酸の

非水溶化が生じた指定配合肥料（く溶性りん酸を保証した普通肥料を原料として使用

したもの並びに原料として使用した普通肥料において可溶性りん酸及び水溶性りん酸

が保証され、かつ、可溶性りん酸の非水溶化が生じないものを除く。）の原料として

使用した普通肥料において保証された可溶性りん酸又は水溶性りん酸の当該指定配合

肥料における保証については、次の（一）及び（二）により求

めた値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、次の（三）のイ及び（四）のイ

の値を合算した値若しくは（三）のロ及び（四）のロの値を合算した値又は当該

指定配合肥料のく溶性りん酸の含有量（当該指定配合肥料の生産業者が当該指定

配合肥料のロットごとに確認したものに限る。）を超えない範囲内の数値で規則

第十一条第八項第五号及び第六号の規定によりく溶性りん酸として保証するもの

とする。

（一）原料として使用した普通肥料のうち可溶性りん酸を保証したものごとに当該可

溶性りん酸の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。

（二）原料として使用した普通肥料のうち水溶性りん酸を保証し、可溶性りん酸を保

証しないものごとに当該水溶性りん酸の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じ

て得た値を合算する。

（三）次のいずれかの値

イ （一）における当該合算した値
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ロ 当該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うち可溶性りん

酸を保証したものごとに当該可溶性りん酸の含有量（当該生産業者が当該普通肥

料のロットごとに確認したものに限る。）に当該普通肥料の配合割合を乗じて得

た値を合算した値

（四）次のいずれかの値

イ （二）における当該合算した値

ロ 当該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うち水溶性りん

酸を保証し、可溶性りん酸を保証しないものごとに当該水溶性りん酸の含有量（当

該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。）に当該普通肥

料の配合割合を乗じて得た値を合算した値

八 原料として使用した普通肥料において保証された水溶性りん酸の非水溶化が生じた

指定配合肥料の水溶性りん酸の保証については、当該指定配合肥料の生産業者が当該

指定配合肥料のロットごとに確認した水溶性りん酸の含有量の百分の八十以上で、か

つ、当該含有量を超えない範囲内の数値で規則第十一条第八項第五号及び第六号の規

定により保証するものとする。ただし、当該指定配合肥料の生産業者が も非水溶化

が生じる条件下において当該指定配合肥料の水溶性りん酸の含有量を確認した場合に

は、当該含有量の百分の八十以上で、かつ、当該含有量を超えない範囲内の数値で規

則第十一条第八項第五号及び第六号の規定により保証することができる。

九 原料として使用した普通肥料において保証された水溶性加里の非水溶化が生じた指

定配合肥料（く溶性加里を保証した普通肥料を原料として使用したものを除く。）の

原料として使用した普通肥料において保証された水溶性加里の当該指定配合肥料にお

ける保証については、当該水溶性加里の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得

た値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、次のいずれかの値を超えない範囲内の

数値で規則第十一条第八項第五号及び第六号の規定によりく溶性加里として保証する

ものとする。

（一）当該合算した値

（二）当該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水溶性加里の含

有量（当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。）に当該

普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値

（三）当該指定配合肥料のく溶性加里の含有量（当該指定配合肥料の生産業者が当該

指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。）

十 原料として使用した普通肥料において保証された水溶性加里の非水溶化が生じた指

定配合肥料の水溶性加里の保証については、第八号の規定を準用する。この場合にお
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いて「水溶性りん酸」とあるのは「水溶性加里」と読み替えるものとする。

十一 アルカリ分を保証した普通肥料に水酸化苦土肥料、炭酸苦土肥料又は副産肥料（専

ら苦土含有物を原料として使用したものであって、く溶性苦土又は可溶性苦土を保証

し、アルカリ分を保証しないものに限る。以下同じ。）を配合した指定配合肥料（ア

ルカリ分を保証した普通肥料、水酸化苦土肥料、炭酸苦土肥料及び副産肥料以外の普

通肥料を配合したものを除く。）のアルカリ分の保証については、次の（一）、（二）、

（三）及び（四）により求めた値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、次の（五）

のイ、（六）のイ、（七）のイ及び（八）のイの値を合算した値若しくは（五）のロ、

（六）のロ、（七）のロ及び（八）のロの値を合算した値又は当該指定配合肥料のア

ルカリ分の含有量（当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに

確認したものに限る。）を超えない範囲内の数値で規則第十一条第八項第五号及び第

六号の規定により保証するものとする。

（一）原料として使用した普通肥料のうちアルカリ分を保証したものごとに当該アル

カリ分の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。

（二）水酸化苦土肥料を原料として使用した場合には、当該肥料ごとに当該肥料のく

溶性苦土の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値に 1.39

を乗ずる。

（三）炭酸苦土肥料を原料として使用した場合には、当該肥料ごとに当該肥料のく溶

性苦土の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値に一・三九

を乗ずる。

（四）副産肥料を原料として使用した場合には、当該肥料ごとに当該肥料の可溶性苦

土（可溶性苦土を保証しない場合には、く溶性苦土）の保証成分量に当該肥料の配

合割合を乗じて得た値を合算した値に一・三九を乗ずる。

（五）次のいずれかの値

イ （一）における当該合算した値

ロ 当該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うちアルカリ分

を保証したものごとに当該アルカリ分の含有量（当該生産業者が当該普通肥料の

ロットごとに確認したものに限る。）に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値

を合算した値

（六）次のいずれかの値

イ （二）における当該計算した値

ロ 当該指定配合肥料の生産業者が水酸化苦土肥料を原料として使用した場合に

は、当該普通肥料ごとにく溶性苦土の含有量（当該生産業者が当該普通肥料のロ
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ットごとに確認したものに限る。）に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を

合算した値に一・三九を乗じた値

（七）次のいずれかの値

イ （三）における当該計算した値

ロ 当該指定配合肥料の生産業者が炭酸苦土肥料を原料として使用した場合には、

当該普通肥料ごとにく溶性苦土の含有量（当該生産業者が当該普通肥料のロット

ごとに確認したものに限る。）に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算

した値に一・三九を乗じた値

（八）次のいずれかの値

イ （四）における当該計算した値

ロ 当該指定配合肥料の生産業者が副産肥料を原料として使用した場合には、当該

普通肥料ごとに可溶性苦土（可溶性苦土を保証しない場合には、く溶性苦土）の

含有量（当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。）に

当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値に一・三九を乗じた値

十二 原料として使用した普通肥料においてアルカリ分及び可溶性石灰、く溶性石灰又

は水溶性石灰（以下「有効石灰」という。）が保証された指定配合肥料のアルカリ分

及び有効石灰の保証については、アルカリ分又は有効石灰のいずれか一（肥料の品質

の確保等に関する法律施行規則別表第一号ニ及び第二号の規定に基づき、令和二年十

一月五日農林水産省告示第二千百五十九号（肥料の品質の確保等に関する法律施行規

則別表第一号ニ及び第二号の規定に基づき、化学的変化により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を定める件）に規定する要件を満たすも

のにあつては、有効石灰）を保証するものとし、アルカリ分を保証する場合にあつて

は原料として使用した普通肥料のうちアルカリ分を保証したものごとに当該主成分の

保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上で、

かつ、当該合算した値又は次の（一）の値を超えない範囲内の数値（水酸化苦土肥料、

炭酸苦土肥料又は副産肥料を配合した指定配合肥料（アルカリ分を保証した普通肥料、

水酸化苦土肥料、炭酸苦土肥料及び副産肥料以外の普通肥料を配合したものを除く。）

にあつては、第十一号の（一）、（二）、（三）及び（四）により求めた値を合算した

値の百分の八十以上で、かつ、第十一号の（五）のイ、（六）のイ、（七）のイ及び

（八）のイの値を合算した値又は次の（一）並びに（六）のロ、（七）のロ及び（八）

のロの値を合算した値を超えない範囲内の数値）、有効石灰を保証する場合にあつて

は原料として使用した普通肥料のうち有効石灰を保証したものごとに当該主成分の保

証成分量に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上
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（合算した値が五未満の値の場合には百分の五十以上）で、かつ、当該合算した値、

次の（二）の値又は当該指定配合肥料の有効石灰の含有量（当該指定配合肥料の生産

業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。）を超えない範囲内の

数値で規則第十一条第八項第五号及び第六号の規定により保証するものとする。

（一）当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料の原料として使用した普通肥

料（アルカリ分を保証したものに限る。）のアルカリ分の含有量（当該生産業者が

当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。）に、当該普通肥料の配合割合

を乗じて得た値を合算した値

（二）当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料の原料として使用した普通肥

料の有効石灰の含有量（当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したもの

に限る。）に、当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値

十三 原料として使用した普通肥料において保証された水溶性石灰の非水溶化が生じた

指定配合肥料の水溶性石灰の保証については、第八号の規定を準用する。この場合に

おいて「水溶性りん酸」とあるのは「水溶性石灰」と読み替えるものとする。

十四 原料として使用した普通肥料において保証された水溶性苦土の非水溶化が生じた

指定配合肥料（可溶性苦土又はく溶性苦土を保証した普通肥料を原料として使用した

ものを除く。）の原料として使用した普通肥料において保証された水溶性苦土の当該

指定配合肥料における保証については、当該水溶性苦土の保証成分量に当該肥料の配

合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、次のいずれかの値を

超えない範囲内の数値で規則第十一条第八項第五号及び第六号の規定によりく溶性苦

土として保証するものとする。

（一）当該合算した値

（二）当該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水溶性苦土の含有

量（当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。）に当該普通

肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値

（三）当該指定配合肥料のく溶性苦土の含有量（当該指定配合肥料の生産業者が当該指

定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。）

十五 原料として使用した普通肥料において保証された水溶性苦土の非水溶化が生じた

指定配合肥料の水溶性苦土の保証については、第八号の規定を準用する。この場合に

おいて「水溶性りん酸」とあるのは「水溶性苦土」と読み替えるものとする。

十六 原料として使用した普通肥料において保証された水溶性マンガンの非水溶化が生

じた指定配合肥料（可溶性マンガン又はく溶性マンガンを保証した普通肥料を原料と

60



して使用したものを除く。）の原料として使用した普通肥料において保証された水溶

性マンガンの当該指定配合肥料における保証については、当該水溶性マンガンの保証

成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、

次のいずれかの値を超えない範囲内の数値で規則第十一条第八項第五号及び第六号の

規定によりく溶性マンガンとして保証するものとする。

（一）当該合算した値

（二）当該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水溶性マンガンの

含有量（当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。）に当該

普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値

（三）当該指定配合肥料のく溶性マンガンの含有量（当該指定配合肥料の生産業者が当

該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。）

十七 原料として使用した普通肥料において保証された水溶性マンガンの非水溶化が生

じた指定配合肥料の水溶性マンガンの保証については、第八号の規定を準用する。こ

の場合において「水溶性りん酸」とあるのは「水溶性マンガン」と読み替えるものと

する。

２ 前項の規定は、規則第十一条第八項第四号に規定する指定化成肥料の保証の方法につ

いて準用する。この場合において、これらの規定中「指定配合肥料」とあるのは「指定

化成肥料」と、第一号中「次の（三）のイ及び（四）のイの値を合算した値若しくは（三）

のロ及び（四）のロの値を合算した値又は当該指定配合肥料の窒素全量の含有量」とあ

るのは「当該指定化成肥料の窒素全量の含有量」と、第二号中「次の（三）のイ及び（四）

のイの値を合算した値若しくは（三）のロ及び（四）のロの値を合算した値又は当該指

定配合肥料の上欄に掲げる主成分の含有量」とあるのは「当該指定化成肥料の上欄に掲

げる主成分の含有量」と、第六号中「次の（四）のイ、（五）のイ及び（六）のイの値

を合算した値若しくは（四）のロ、（五）のロ及び（六）のロの値を合算した値又は当

該指定配合肥料のく溶性りん酸の含有量」とあるのは「当該指定化成肥料のく溶性りん

酸の含有量」と、「次の（十）、（十一）及び（十二）の値を合算した値又は当該指定配

合肥料の可溶性りん酸の含有量」とあるのは「当該指定化成肥料の可溶性りん酸の含有

量」と、第七号中「次の（三）のイ及び（四）のイの値を合算した値若しくは（三）の

ロ及び（四）のロの値を合算した値又は当該指定配合肥料のく溶性りん酸の含有量」と

あるのは「当該指定化成肥料のく溶性りん酸の含有量」と、第九号中「次のいずれかの

値」とあるのは「当該指定化成肥料のく溶性加里の含有量（当該指定化成肥料の生産業

者が当該指定化成肥料のロットごとに確認したものに限る。）」と、第十一号中「次の

（五）のイ、（六）のイ、（七）のイ及び（八）のイの値を合算した値若しくは（五）
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のロ、（六）のロ、（七）のロ及び（八）のロの値を合算した値又は当該指定配合肥料

のアルカリ分の含有量」とあるのは「当該指定化成肥料のアルカリ分の含有量」と、第

十二号中「アルカリ分又は有効石灰のいずれか一（肥料の品質の確保等に関する法律施

行規則別表第一号ニ及び第二号の規定に基づき、令和二年十一月五日農林水産省告示第

二千百五十九号（肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ニ及び第二号の

規定に基づき、化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産大臣

が定める要件を定める件）に規定する要件を満たすものにあつては、有効石灰）」とあ

るのは「有効石灰」と、「アルカリ分を保証する場合にあつては原料として使用した普

通肥料のうちアルカリ分を保証したものごとに当該主成分の保証成分量に当該肥料の配

合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、当該合算した値又は次

の（一）の値を超えない範囲内の数値（水酸化苦土肥料、炭酸苦土肥料又は副産肥料を

配合した指定配合肥料（アルカリ分を保証した普通肥料、水酸化苦土肥料、炭酸苦土肥

料及び副産肥料以外の普通肥料を配合したものを除く。）にあつては、第十一号の（一）、

（二）、（三）及び（四）により求めた値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、第

十一号の（五）のイ、（六）のイ、（七）のイ及び（八）のイの値を合算した値又は次

の（一）並びに（六）のロ、（七）のロ及び（八）のロの値を合算した値を超えない範

囲内の数値）、有効石灰を保証する場合にあつては原料として」とあるのは「原料とし

て」と、「当該合算した値、次の（二）の値又は当該指定配合肥料の有効石灰の含有量

（当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限

る。）」とあるのは「当該指定化成肥料の有効石灰の含有量（当該指定配合肥料の生産

業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。）」と、第十四号中「次

のいずれかの値」とあるのは「当該指定化成肥料のく溶性苦土の含有量（当該指定化成

肥料の生産業者が当該指定化成肥料のロットごとに確認したものに限る。）」と、第十

六号中「次のいずれかの値」とあるのは「当該指定化成肥料のく溶性マンガンの含有量

（当該指定化成肥料の生産業者が当該指定化成肥料のロットごとに確認したものに限

る。）」と読み替えるものとする。

３ 規則第十一条第九項に規定する特殊肥料等入り指定混合肥料

一 原料として使用した肥料においてく溶性りん酸及び可溶性りん酸が保証され、又は

これらの含有量が記載された特殊肥料等入り指定混合肥料の当該主成分の記載につい

ては、これらのうちいずれか一の含有量を記載するものとする。

二 原料として使用した肥料において窒素全量及びアンモニア性窒素若しくは硝酸性

窒素若しくはその双方が保証され、又はこれらの含有量が記載された特殊肥料等入

り指定混合肥料の窒素全量の記載については、当該特殊肥料等入り指定混合肥料の
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窒素全量の含有量とアンモニア性窒素若しくは硝酸性窒素の含有量又はその双方の

含有量を合算した値のうち も大きいものの差が一％未満の場合は、窒素全量の記

載を省略することができる。

三 原料として使用した肥料においてりん酸全量及びく溶性りん酸、可溶性りん酸若し

くは水溶性りん酸若しくはこれらのうち二以上が保証され、又はこれらの含有量が記

載された特殊肥料等入り指定混合肥料のりん酸全量の記載については、当該特殊肥料

等入り指定混合肥料のりん酸全量の含有量とく溶性りん酸、可溶性りん酸又は水溶性

りん酸の含有量のうち も大きいものとの差が一％未満の場合は、りん酸全量の記載

を省略することができる。

四 原料として使用した肥料において加里全量及びく溶性加里、水溶性加里若しくはそ

の双方が保証され、又はこれらの含有量が記載された特殊肥料等入り指定混合肥料の

加里全量の記載については、当該特殊肥料等入り指定混合肥料の加里全量の含有量と

く溶性加里又は水溶性加里のうち も大きいものとの差が一％未満の場合は、加里全

量の記載を省略することができる。

五 原料として使用した肥料において保証され、又は含有量が記載された可溶性りん酸

又は水溶性りん酸の非水溶化が生じた特殊肥料等入り指定混合肥料（く溶性りん酸が

保証され、又はその含有量が表示された肥料を原料として使用したもの並びに原料と

して使用した肥料において可溶性りん酸及び水溶性りん酸が保証され、又はその含有

量が記載され、かつ、可溶性りん酸の非水溶化が生じないものを除く。）の原料とし

て使用した肥料において保証され、又は含有量が記載された可溶性りん酸又は水溶性

りん酸の当該特殊肥料等入り指定混合肥料における記載については、く溶性りん酸の

含有量を記載するものとする。

六 原料として使用した肥料において保証され、又は含有量が記載された水溶性加里の

非水溶化が生じた特殊肥料等入り指定混合肥料（く溶性加里を保証され、又はその含

有量が表示された肥料を原料として使用したものを除く。）の原料として使用した肥

料において保証され、又は含有量が記載された水溶性加里の当該特殊肥料等入り指定

混合肥料における当該主成分の記載については、く溶性加里の含有量を記載するもの

とする。

七 原料として使用した肥料においてアルカリ分及び有効石灰が保証され、又は含有量

が記載された特殊肥料等入り指定混合肥料のアルカリ分及び有効石灰の記載について

は、有効石灰の含有量を記載するものとし、アルカリ分の含有量を記載しないものと

する。

八 原料として使用した肥料において保証され、又は含有量が記載された水溶性苦土の
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非水溶化が生じた特殊肥料等入り指定混合肥料（可溶性苦土又はく溶性苦土が保証さ

れ、又はその含有量が表示された肥料を原料として使用したものを除く。）の原料と

して使用した肥料において保証され、又は含有量が記載された水溶性苦土の当該特殊

肥料等入り指定混合肥料における当該主成分の記載については、く溶性苦土の含有量

を記載するものとする。

九 原料として使用した肥料において保証され、又は含有量が記載された水溶性マンガ

ンの非水溶化が生じた特殊肥料等入り指定混合肥料（可溶性マンガン又はく溶性マン

ガンが保証され、又はその含有量が表示された肥料を原料として使用したものを除

く。）の原料として使用した肥料において保証され、又は含有量が記載された水溶性

マンガンの当該特殊肥料等入り指定混合肥料における当該主成分の記載については、

く溶性マンガンの含有量を記載するものとする。

４ 前項の規定は、規則第十一条第十項に規定する土壌改良資材入り指定混合肥料の主成

分の含有量の記載の方法について準用する。この場合において、これらの規定中「特殊

肥料等入り指定混合肥料」とあるのは「土壌改良資材入り指定混合肥料」と読み替える

ものとする。

附 主成分の定量方法及び量の算出は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが定

める肥料等試験法によるものとする。

別表

区 分 上 欄 下 欄

１ 窒素全量 アンモニア性窒素又は硝酸性窒素

２ りん酸全量 く溶性りん酸、可溶性りん酸又は水溶性りん酸

３ く溶性りん酸 水溶性りん酸

４ 可溶性りん酸 水溶性りん酸

５ 加里全量 く溶性加里又は水溶性加里

６ く溶性加里 水溶性加里

７ 可溶性苦土 く溶性苦土又は水溶性苦土

８ く溶性苦土 水溶性苦土

９ 可溶性マンガン く溶性マンガン又は水溶性マンガン

10 く溶性マンガン 水溶性マンガン

11 く溶性ほう素 水溶性ほう素
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