
 （令和５年5月22日現在）

豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物由来肉骨粉等の製造基準確認事業場

※肥料の公定規格が改正され、令和3年12月1日から施行されたことにより、一部の肥料は種類名が変更になっています。（　）内は変更後の肥料の種類です。

事業場の名称 所在地 肉骨粉等の種類 由来する動物種 有効期間 備考

株式会社かみふらの工房　食肉センター 北海道空知郡上富良野町丘町４丁目５０３７番地１ 汚泥肥料 豚 R4.8.17 ～ R7.8.16

日本フードパッカー株式会社　道南工場 北海道二海郡八雲町立岩３５６番地 工業汚泥肥料（汚泥肥料） 豚 R4.7.19 ～ R7.7.18

日本ホワイトファーム株式会社　知床食品工場　化成品課 北海道網走市能取港町二丁目４番地５ 肉骨粉 豚 R4.9.3 ～ R7.9.2

日本ホワイトファーム株式会社　知床食品工場　化成品課 北海道網走市能取港町二丁目４番地５ 蒸製毛粉 家きん R2.8.18 ～ R5.8.17

日本ホワイトファーム株式会社　知床事業所　孵卵場 北海道網走市字嘉多山３７８番地 家きん加工くず肥料 家きん R2.12.18 ～ R5.12.17

株式会社日高食肉センター 北海道新冠郡新冠町字西泊津７７番地５ 工業汚泥 豚 R2.3.17 ～ R5.3.16

有限会社藤富産業 北海道紋別郡湧別町東１１２８番地 蒸製骨 海産ほ乳動物 R4.7.10 ～ R7.7.9

プライフーズ株式会社　北海道伊達工場 北海道伊達市北黄金町１２３の３０ 肉骨粉 家きん R2.8.8 ～ R5.8.7

プライフーズ株式会社　北海道伊達工場 北海道伊達市北黄金町１２３の３０ 蒸製毛粉 家きん R2.8.8 ～ R5.8.7

株式会社北海ケミカル　第二工場 北海道標津郡標津町北９条西１丁目４番地１ 肉骨粉 豚、家きん R2.12.18 ～ R5.12.17

株式会社北海道畜産公社 早来工場 北海道勇払郡安平町遠浅６９５番地 乾血及びその粉末 豚 R5.4.26 ～ R8.4.25

丸栄運輸有限会社　有機肥料造り再生利用製造工場大楽毛貯蔵施設 北海道釧路市大楽毛２５０番地２ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 海産ほ乳動物 R3.8.28 ～ R6.8.27

有限会社　ゆうきの里　本社工場 北海道勇払郡厚真町字高丘１８２番地４０ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 家きん R4.5.20 ～ R7.5.19

株式会社ホクリヨウ　千歳化製工場 北海道千歳市駒里２２２８－１４ 肉骨粉 家きん R4.6.30 ～ R7.6.29

有限会社北海道種鶏農場　白老堆肥場 北海道白老郡白老町字白老７６６番地１２ 堆肥 家きん R4.10.13 ～ R7.10.12

株式会社木村牧場　本社農場 青森県つがる市木造丸山竹鼻１１８番地５ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料）豚、家きん R3.4.24 ～ R6.4.23

有限会社サイクルファーム　金浜工場 青森県八戸市大字金浜字折場沢３１番３７ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 豚、家きん R3.6.28 ～ R6.6.27

三共理化工業株式会社　上北工場 青森県上北郡七戸町字貝塚家ノ前７７－４ 蒸製毛粉 家きん R2.9.26 ～ R5.9.25

三共理化工業株式会社　上北工場 青森県上北郡七戸町字貝塚家ノ前７７－４ 乾血及びその粉末 豚、家きん R2.9.26 ～ R5.9.25

三共理化工業株式会社　八戸工場 青森県八戸市大字市川町字下揚４５－６０ 肉骨粉 豚、家きん R2.6.26 ～ R5.6.25

三共理化工業株式会社　八戸工場 青森県八戸市大字市川町字下揚４５－６０ 蒸製骨粉 豚 R2.6.26 ～ R5.6.25

相和物産株式会社　豊瀬工場 青森県上北郡東北町字ガス平８９８番地５ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 豚 R3.3.20 ～ R6.3.19

株式会社中屋敷建設　ステビアリサイクルセンター 青森県三沢市大字三沢字戸崎１０１番１２８８外 汚泥肥料 豚 R4.3.14 ～ R7.3.13

日本フードパッカー津軽株式会社　津軽工場 青森県南津軽郡田舎館村大字川部字富岡８４番地１号 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 豚 R2.9.24 ～ R5.9.23

日本ホワイトファーム株式会社　生産事業部東北生産部　肥料課 青森県上北郡横浜町字林尻１１７番地２８ 家きん加工くず肥料 家きん R2.8.30 ～ R5.8.29

有限会社フレッグ農産 青森県東津軽郡蓬田村大字瀬辺地字山田１－１０４ 堆肥 家きん R4.1.6 ～ R7.1.5

プライフーズ株式会社　百石工場 青森県上北郡おいらせ町一川目四丁目８３番地１ 肉骨粉 家きん R5.4.16 ～ R8.4.15

プライフーズ株式会社　百石工場 青森県上北郡おいらせ町一川目四丁目８３番地１ 蒸製毛粉 家きん R5.4.16 ～ R8.4.15

一般財団法人三沢畜産公社　食肉処理センター 青森県三沢市大字三沢字淋代平１１６番地３１０１号 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 豚 R3.10.8 ～ R6.10.7

株式会社アマタケ　レンダリングプラント 岩手県大船渡市大船渡町字砂森１－３７ 蒸製毛粉 家きん R3.10.12 ～ R6.10.11

株式会社岩手環境事業センター　事業所 岩手県北上市黒岩４地割７５－３５番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 家きん R4.7.27 ～ R7.7.26

岩手県化製油脂協同組合 岩手県花巻市高松第６地割４７番地 肉骨粉 豚、家きん R2.12.25 ～ R5.12.24

岩手県化製油脂協同組合 岩手県花巻市高松第６地割４７番地 蒸製毛粉 家きん R2.12.25 ～ R5.12.24

住田フーズ株式会社　レンダリング施設 岩手県気仙郡住田町世田米字火石１－３ 蒸製毛粉 家きん R2.7.12 ～ R5.7.11

株式会社松本鶏園　九戸工場 岩手県九戸郡九戸村伊保内２５－２１－１ 家きん加工くず肥料 家きん R5.4.18 ～ R8.4.17

岩手コンポスト株式会社　本社工場 岩手県花巻市石鳥谷町五大堂第６地割１番地１３ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 豚、家きん R4.12.23 ～ R7.12.22

株式会社阿武隈環境　アブクマコンポスト工場 宮城県亘理郡山元町山寺字矢来山１－３ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 家きん R3.6.25 ～ R6.6.24

ジャパンサイクル株式会社　岩出山工場 宮城県大崎市岩出山下野目字寒気原1番地１号 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 家きん R4.10.24 ～ R7.10.23

丸善食品工業株式会社　酒田工場 山形県酒田市広栄町３－９１ 肉骨粉 豚、家きん R3.2.16 ～ R6.2.15

丸善食品工業株式会社　酒田工場 山形県酒田市広栄町３－９１ 蒸製骨粉 豚、家きん R3.2.16 ～ R6.2.15

会津若松食肉事業協同組合　会津食肉センター 福島県会津若松市神指町大字南四合字才ノ神４９１番地汚泥肥料 豚、馬 R4.4.5 ～ R7.4.4

サントーマス株式会社　本社工場 福島県二本松市下川崎字三界山３３番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 豚 R3.9.10 ～ R6.9.9

株式会社東日本興産　バイオマスリサイクルセンター 福島県福島市山田字南音坊５番地の６ 汚泥肥料 豚、馬 R4.2.3 ～ R7.2.2

一般社団法人本宮堆肥生産組合　本宮堆肥センター 福島県本宮市青田字丸森２７番地４ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 家きん R3.12.4 ～ R6.12.3



事業場の名称 所在地 肉骨粉等の種類 由来する動物種 有効期間 備考

一般社団法人本宮堆肥生産組合　本宮堆肥センター 福島県本宮市青田字丸森２７番地４ 堆肥 家きん R3.12.4 ～ R6.12.3

茨城協同食肉株式会社　下妻事業所 茨城県下妻市大字長塚８９７番地１ 汚泥肥料 豚 R4.6.29 ～ R7.6.28

茨城協同食肉株式会社　土浦本社工場 茨城県土浦市中６２６番地 汚泥肥料 豚 R4.6.29 ～ R7.6.28

株式会社茨城県中央食肉公社 茨城県東茨城郡茨城町大字下土師字高山１９７５番地 乾血及びその粉末 豚 R4.9.13 ～ R7.9.12

株式会社岩間堆肥　本社工場 茨城県笠間市安居上平３０５４番地１ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 豚 R3.9.1 ～ R6.8.31

株式会社関東ケミカル 茨城県神栖市砂山２６２６番地３７ 肉骨粉 豚、家きん R3.7.17 ～ R6.7.16

さしま食品加工協同組合　工場 茨城県猿島郡境町大字大歩１５５１番地１ 肉骨粉 家きん R2.9.28 ～ R5.9.27

さしま食品加工協同組合　工場 茨城県猿島郡境町大字大歩１５５１番地１ 蒸製毛粉 家きん R2.9.28 ～ R5.9.27

株式会社つくば資源化センター　常総事業所 茨城県常総市鴻野山１４１６－２ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 豚 R4.3.31 ～ R7.3.30

関東有機肥料株式会社　本社工場 栃木県那須塩原市西岩崎１８番地１４ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 豚 R3.6.11 ～ R6.6.10

栃木県レンダリング事業協同組合 栃木県宇都宮市下川俣町２１１番地 蒸製骨粉 豚、家きん R4.9.5 ～ R7.9.4

鹿沼化成工業株式会社　日光工場 栃木県日光市猪倉字長久保２１５１ 汚泥肥料 家きん R4.7.6 ～ R7.7.5

株式会社エンザ　群馬工場 群馬県吾妻郡東吾妻町大字厚田字長藤１７９７番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 豚 R3.11.24 ～ R6.11.23

株式会社群馬県化成産業　羽毛工場 群馬県前橋市荒口町１５０番地の１ 蒸製毛粉 家きん R2.12.26 ～ R5.12.25

敷島産業株式会社 千葉県山武郡横芝光町宮川６０５８－１１ 肉かす 豚 R2.9.26 ～ R5.9.25

株式会社千葉県食肉公社 千葉県旭市鎌数６３５４番地の３ 乾血及びその粉末 豚 R2.9.28 ～ R5.9.27

千葉化学株式会社　銚子工場　 千葉県銚子市三崎町３丁目７１番地の２ 蒸製毛粉 家きん R5.3.28 ～ R8.3.27

株式会社徳田商会　Ｂ棟(豚脂製造設備） 東京都墨田区東墨田１丁目９番１号 肉かす粉末 豚 R5.5.9 ～ R8.5.8

株式会社ＡＫアソシエイツ　神奈川ファクトリー 神奈川県綾瀬市深谷上八丁目１２番２号 蒸製骨粉 豚 R2.8.10 ～ R5.8.9

株式会社ケーピージー 神奈川県厚木市飯山台ノ岡２４５３番地２０ 肉骨粉 豚、家きん R2.6.28 ～ R5.6.27

新発田市　米倉有機資源センター 新潟県新発田市米倉６１９番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 豚、家きん R4.4.22 ～ R7.4.21

大日興産株式会社　新潟工場 新潟県新潟市北区太夫浜字向山３３０８番４ 肉骨粉 豚、家きん R2.7.1 ～ R5.6.30

大日興産株式会社　新潟工場 新潟県新潟市北区太夫浜字向山３３０８番４ 蒸製骨粉 豚、家きん R2.7.1 ～ R5.6.30

新潟県化製興業株式会社 新潟県長岡市大沼新田５９９番地 肉かす粉末 家きん R3.3.30 ～ R6.3.29

新潟県化製興業株式会社 新潟県長岡市大沼新田５９９番地 肉骨粉 家きん R3.3.30 ～ R6.3.29

新潟県化製興業株式会社 新潟県長岡市大沼新田５９９番地 蒸製毛粉 家きん R3.3.30 ～ R6.3.29

緑水工業株式会社　緑水コンポストセンター 新潟県長岡市北荷頃字高森１５１７－２ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 家きん R2.11.15 ～ R5.11.14

合同会社のとしし団　羽咋市獣肉処理施設 石川県羽咋市飯山町ヲ３２ 骨炭粉末 いのしし R4.10.23 ～ R7.10.22

サンヨーファイン株式会社　福井工場 福井県坂井市三国町新保９７－９－２２ 液状副産窒素肥料（液状肥料） 豚 R3.6.8 ～ R6.6.7

Ｓｐｒｉｅｓｔ合同会社　加畑農場 山梨県都留市加畑１３８ 堆肥 豚 R4.1.5 ～ R7.1.4

有限会社ハシエダ養豚　美山農場 岐阜県山県市田栗５０５－１ 堆肥 豚 R5.3.5 ～ R8.3.4

株式会社大地　本社工場 岐阜県瑞浪市日吉町８７９９番１ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 家きん R4.10.11 ～ R7.10.10

愛知化製事業協同組合 愛知県あま市西今宿平割四７８番地 肉骨粉 豚、家きん R4.8.2 ～ R7.8.1

中部蛋白飼料株式会社 愛知県北設楽郡東栄町大字中設楽南城市３番地の２ 蒸製毛粉 家きん R2.10.21 ～ R5.10.20

有限会社カネ仙 三重県津市白塚町３１５９番地の１７ 肉骨粉 豚、家きん R4.8.1 ～ R7.7.31

有限会社カネ仙 三重県津市白塚町３１５９番地の１７ 副産動物質肥料（副産動植物質肥料） 豚、家きん R4.8.1 ～ R7.7.31

株式会社チキン上野　一之宮工場 三重県伊賀市一之宮１５６番地の１ 肉骨粉 豚、家きん R2.9.30 ～ R5.9.29

株式会社チキン上野　一之宮工場 三重県伊賀市一之宮１５６番地の１ 副産動物質肥料（副産動植物質肥料） 豚、家きん R2.9.30 ～ R5.9.29



事業場の名称 所在地 肉骨粉等の種類 由来する動物種 有効期間 備考

株式会社中部ケミカル 三重県津市白山町三ヶ野７６９番地 肉骨粉 豚、家きん R3.12.25 ～ R6.12.24

株式会社中部ケミカル 三重県津市白山町三ヶ野７６９番地 蒸製毛粉 家きん R3.12.25 ～ R6.12.24

株式会社王将フードサービス　久御山工場 京都府久世郡久御山町田井東荒見１番地の１ 肉骨粉 豚、家きん R4.8.9 ～ R7.8.8

丸大食品株式会社　高槻工場 大阪府高槻市緑町２１番３号 乾燥菌体肥料 豚 R2.8.31 ～ R5.8.30

株式会社但馬どり　和田山工場 兵庫県朝来市和田山町桑原９６２番地 肉骨粉 家きん R2.10.11 ～ R5.10.10

株式会社但馬どり　和田山工場 兵庫県朝来市和田山町桑原９６２番地 蒸製毛粉 家きん R2.10.11 ～ R5.10.10

株式会社パルシーズン 兵庫県赤穂市高野１番地１７ 肉骨粉 豚、家きん R3.9.13 ～ R6.9.12

株式会社平成化成 兵庫県加東市永福１７７７番地５６ 蒸製骨粉 豚、家きん R2.12.24 ～ R5.12.23

株式会社平成化成 兵庫県加東市永福１７７７番地５６ 副産動物質肥料（副産動植物質肥料） 豚、家きん R2.12.24 ～ R5.12.23

米久おいしい鶏株式会社　鳥取事業所　製造部　化成品課 鳥取県東伯郡琴浦町大字中尾８４番地１ 肉骨粉 家きん R3.2.1 ～ R7.1.31

米久おいしい鶏株式会社　鳥取事業所　製造部　化成品課 鳥取県東伯郡琴浦町大字中尾８４番地１ 蒸製毛粉 家きん R3.2.1 ～ R7.1.31

株式会社ウェルファムフーズ　岡山事業所　岡山工場 岡山県新見市西方１５６７番地 蒸製毛粉 家きん R4.5.30 ～ R7.5.29

株式会社白滝有機産業　工場 岡山県美作市白水１３０３番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 家きん R2.8.4 ～ R5.8.3

西日本オーガニック株式会社　賀陽町工場 岡山県加賀郡吉備中央町吉川２１２８番地６２ 汚泥肥料 家きん R5.6.2 ～ R8.6.1

日本有機株式会社　大佐工場 岡山県新見市大佐布瀬１２番地の２ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 家きん R2.6.16 ～ R5.6.15

山口県特殊化成企業組合 山口県岩国市周東町上久原１００５８番地 肉骨粉 家きん R5.3.31 ～ R8.3.30

山口県特殊化成企業組合 山口県岩国市周東町上久原１００５８番地 蒸製毛粉 家きん R5.3.31 ～ R8.3.30

オンダン農業協同組合　ナンチク工場 徳島県海部郡海陽町大井字大谷５１番地 肉骨粉 家きん R4.4.1 ～ R7.3.31

オンダン農業協同組合　ナンチク工場 徳島県海部郡海陽町大井字大谷５１番地 蒸製毛粉 家きん R4.4.1 ～ R7.3.31

オンダン農業協同組合　ナンチク工場 徳島県海部郡海陽町大井字大谷５１番地 血液 家きん R4.4.1 ～ R7.3.31

オンダン農業協同組合　ナンチク工場 徳島県海部郡海陽町大井字大谷５１番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 家きん R4.4.1 ～ R7.3.31

徳島化製事業協業組合　ＦＭ工場 徳島県徳島市不動北町１丁目１６９４－１ 蒸製毛粉 家きん R2.11.14 ～ R5.11.13

徳島化製事業協業組合　レンダリング工場 徳島県徳島市不動本町三丁目１６４３番地の１ 肉骨粉 豚、家きん R5.4.15 ～ R8.4.14

株式会社マルニカンパニー　堆肥生産工場 徳島県海部郡海陽町大井字大谷５１番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 家きん R3.4.19 ～ R6.4.18

株式会社カガワミール 香川県坂出市昭和町二丁目７番９号 肉骨粉 家きん R2.6.17 ～ R5.6.16

讃佑化成企業組合　塩江工場 香川県高松市塩江町安原下第２号４４１番地１ 肉骨粉 豚、家きん R4.7.16 ～ R7.7.15

讃佑化成企業組合　塩江工場 香川県高松市塩江町安原下第２号４４１番地１ 蒸製毛粉 家きん R4.7.16 ～ R7.7.15

Ｒｅ－Ｇａｉａ協同組合　八女工場 福岡県八女市今福１９１－７ 蒸製骨粉 豚 R3.4.26 ～ R6.4.25

福岡レンダリング協同組合　ＣＰＭ工場 福岡県田川郡大任町大字今任原字今入１０６８－３ 肉骨粉 豚、家きん R3.8.23 ～ R6.8.22

株式会社エコクリーンファイブ　本社工場 佐賀県西松浦郡有田町上山谷乙４２１４番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 家きん R5.2.18 ～ R8.2.17

有限会社下田食品工業 長崎県雲仙市吾妻町本村名９８２番地 蒸製骨粉 豚 R3.2.6 ～ R6.2.5

大日興産株式会社　第２工場 長崎県諫早市小長井町井崎１４９０番地 肉骨粉 豚、家きん R2.11.21 ～ R5.11.20

大日興産株式会社　第２工場 長崎県諫早市小長井町井崎１４９０番地 蒸製骨粉 豚、家きん R2.11.21 ～ R5.11.20

長崎油飼工業株式会社 長崎県諫早市下大渡野町２０４１番地１ 肉骨粉 家きん R3.9.11 ～ R6.9.10

長崎油飼工業株式会社 長崎県諫早市下大渡野町２０４１番地１ 肉骨粉 豚、家きん R3.9.11 ～ R6.9.10

長崎油飼工業株式会社 長崎県諫早市下大渡野町２０４１番地１ 蒸製毛粉 家きん R3.9.11 ～ R6.9.10

長崎油飼工業株式会社 長崎県諫早市下大渡野町２０４１番地１ 乾血及びその粉末 豚、家きん R3.9.11 ～ R6.9.10

長崎油飼工業株式会社 長崎県諫早市下大渡野町２０４１番地１ 蒸製骨粉 豚 R3.9.11 ～ R6.9.10

ハラサンギョウ株式会社　川棚工場 長崎県東彼杵郡川棚町白石郷字宮田１９８６番地５０ 肉骨粉 豚、家きん R3.9.4 ～ R6.9.3

ハラサンギョウ株式会社　川棚工場 長崎県東彼杵郡川棚町白石郷字宮田１９８６番地５０ 蒸製毛粉 家きん R3.9.4 ～ R6.9.3

ハラサンギョウ株式会社　西彼工場 長崎県西海市西彼町八木原郷字合戦場３１２２番地１ 蒸製骨粉 豚、家きん R4.7.17 ～ R7.7.16



事業場の名称 所在地 肉骨粉等の種類 由来する動物種 有効期間 備考

株式会社熊本蛋白ミール公社 熊本県菊池市七城町林原７０番地 肉骨粉 豚、家きん R4.9.14 ～ R7.9.13

株式会社熊本畜産流通センター 熊本県菊池市七城町林原９番地 乾血及びその粉末 豚 R2.10.22 ～ R5.10.21

株式会社クリーン発酵九州　熊本工場 熊本県荒尾市大島１７３８番２ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 家きん R3.6.2 ～ R6.6.1

深田産業有限会社 大分県大分市原川二丁目２番４、２番５ 蒸製骨粉 豚 R3.8.28 ～ R6.8.27

桐谷物産株式会社 宮崎県児湯郡川南町大字川南１５２６６番地 蒸製毛粉 家きん R4.3.29 ～ R7.3.28

南国興産株式会社　高城工場 宮崎県都城市高城町有水１９４１番地 肉骨粉 豚、家きん R4.11.5 ～ R7.11.4

南国興産株式会社　高城工場 宮崎県都城市高城町有水１９４１番地 肉骨粉 家きん R4.11.5 ～ R7.11.4

南国興産株式会社　高城工場 宮崎県都城市高城町有水１９４１番地 乾血及びその粉末 豚、家きん R4.11.5 ～ R7.11.4

南国興産株式会社　高城工場 宮崎県都城市高城町有水１９４１番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 豚、家きん R4.11.5 ～ R7.11.4

南国興産株式会社　高城工場 宮崎県都城市高城町有水１９４１番地 乾燥菌体肥料 家きん R4.11.5 ～ R7.11.4

西日本油脂工業株式会社　西都工場 宮崎県西都市大字穂北３５５６番地６ 肉骨粉 家きん R5.3.25 ～ R8.3.24

農興産業株式会社　肥料工場 宮崎県西都市大字南方６４９３番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 家きん R2.8.22 ～ R5.8.21

南日本ハム株式会社 宮崎県日向市大字財光寺１１９３番地 工業汚泥 豚 R3.2.2 ～ R6.2.1

株式会社都城化製 宮崎県都城市高野町１２３７番地８９ 肉骨粉 家きん R4.11.14 ～ R7.11.13

株式会社都城化製 宮崎県都城市高野町１２３７番地８９ 蒸製毛粉 家きん R4.11.14 ～ R7.11.13

株式会社都城化製 宮崎県都城市高野町１２３７番地８９ 乾燥菌体肥料 家きん R4.11.14 ～ R7.11.13

有限会社山下商事　本社工場 宮崎県児湯郡川南町大字川南４５９３番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 豚、家きん R2.8.22 ～ R5.8.21

株式会社アクシーズ　宮之城第二工場 鹿児島県薩摩郡さつま町山崎３３４ 肉骨粉 家きん R4.10.18 ～ R7.10.17

株式会社アクシーズ　宮之城第二工場 鹿児島県薩摩郡さつま町山崎３３４ 蒸製毛粉 家きん R4.10.18 ～ R7.10.17

出水クリーン産業株式会社　クリーンコンポストセンター 鹿児島県出水市上鯖渕５８６０番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 家きん R2.9.12 ～ R5.9.11

鹿児島プロフーズ株式会社　大崎工場 鹿児島県曽於郡大崎町永吉１９１１番地１８ 肉骨粉 豚、家きん R3.11.22 ～ R6.11.21

鹿児島プロフーズ株式会社　大崎工場 鹿児島県曽於郡大崎町永吉１９１１番地１８ 蒸製骨粉 豚、家きん R3.11.22 ～ R6.11.21

鹿児島プロフーズ株式会社　本社工場 鹿児島県いちき串木野市大里２７６２番地 肉骨粉 家きん R2.9.25 ～ R5.9.24

鹿児島プロフーズ株式会社　本社工場 鹿児島県いちき串木野市大里２７６２番地 蒸製毛粉 家きん R2.9.25 ～ R5.9.24

有限会社鹿児島油脂工業 鹿児島県日置市伊集院町寺脇８７番地 肉骨粉 豚 R3.6.21 ～ R6.6.20

有限会社鹿児島油脂工業 鹿児島県日置市伊集院町寺脇８７番地 血液 豚 R2.11.20 ～ R5.11.19

霧島エコバイオ株式会社　堆肥センター 鹿児島県霧島市国分郡田３７３３番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 家きん R2.9.12 ～ R5.9.11

コーヨー産業有限会社　吹上工場 鹿児島県日置市吹上町入来３７２５番地２ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 家きん R3.4.25 ～ R6.4.24

サンテグレ株式会社レンダリング工場 鹿児島県曽於市末吉町南之郷３９６番地１ 肉かす 豚、家きん R4.9.13 ～ R7.9.12

サンテグレ株式会社レンダリング工場 鹿児島県曽於市末吉町南之郷３９６番地１ 肉かす粉末 豚、家きん R4.9.13 ～ R7.9.12

サンテグレ株式会社レンダリング工場 鹿児島県曽於市末吉町南之郷３９６番地１ 肉骨粉 家きん R4.9.13 ～ R7.9.12

サンテグレ株式会社レンダリング工場 鹿児島県曽於市末吉町南之郷３９６番地１ 肉骨粉 豚、家きん R4.9.13 ～ R7.9.12

サンテグレ株式会社レンダリング工場 鹿児島県曽於市末吉町南之郷３９６番地１ 蒸製骨粉 豚 R4.9.13 ～ R7.9.12

株式会社三道食品 鹿児島県日置市東市来町南神之川３７０番地 蒸製毛粉 豚 R4.9.30 ～ R7.9.29

株式会社三道食品 鹿児島県日置市東市来町南神之川３７０番地 蒸製てい角粉 豚 R4.9.30 ～ R7.9.29

株式会社三道食品 鹿児島県日置市東市来町南神之川３７０番地 副産動植物質肥料 豚 R4.9.30 ～ R7.9.29

株式会社三道食品 鹿児島県日置市東市来町南神之川３７０番地 肉かす粉末 豚、家きん R4.9.30 ～ R7.9.29

株式会社ジャパンファーム　化製品工場 鹿児島県垂水市市木字光石５０９２ 肉骨粉 家きん R5.4.25 ～ R8.4.24

株式会社ジャパンファーム　化製品工場 鹿児島県垂水市市木字光石５０９２ 蒸製毛粉 家きん R5.4.25 ～ R8.4.24

株式会社ジェーエフチキン　野方肥料工場 鹿児島県曽於郡大崎町野方字大久保段１５８９番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 豚、家きん由来 R3.3.2 ～ R6.3.1

株式会社ジェーエフチキン　野方肥料工場 鹿児島県曽於郡大崎町野方字大久保段１５８９番地 堆肥 豚、家きん由来 R3.3.2 ～ R6.3.1

北薩環境管理協同組合　堆肥化センター 鹿児島県阿久根市鶴川内字日焼田１０６１６番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 家きん R3.10.11 ～ R6.10.10

マルイ食品株式会社　野田工場 鹿児島県出水市野田町下名１６７１ 肉骨粉 家きん R3.10.11 ～ R6.10.10



事業場の名称 所在地 肉骨粉等の種類 由来する動物種 有効期間 備考

有限会社溝辺油脂 鹿児島県霧島市溝辺町三縄１０９２番地３ 肉骨粉 豚、家きん R2.11.14 ～ R5.11.13

有限会社溝辺油脂 鹿児島県霧島市溝辺町三縄１０９２番地３ 肉骨粉 家きん R2.11.14 ～ R5.11.13

有限会社沖縄化製工業 沖縄県南城市大里字大城１９２７番地 肉骨粉 豚、家きん R3.1.4 ～ R6.1.3

めん山羊由来と畜場汚泥を原料とする肥料の製造基準適合確認事業場

※肥料の公定規格が改正され、令和3年12月1日から施行されたことにより、一部の肥料は種類名が変更になっています。（　）内は変更後の肥料の種類です。

事業場の名称 所在地 肉骨粉等の種類 由来する動物種 確認年月日 備考

株式会社北海道畜産公社　上川工場 北海道旭川市東鷹栖６線１２号５１３５番地 工業汚泥肥料（汚泥肥料）
牛、めん羊、山羊、
豚、馬

H31.2.15

株式会社北海道畜産公社　北見工場 北海道網走郡大空町東藻琴千草７２番地１ 工業汚泥肥料（汚泥肥料）
牛、めん羊、山羊、
豚、馬

H31.3.19

株式会社北海道畜産公社　十勝工場 北海道帯広市西２４条北２丁目１番地の１ 工業汚泥肥料（汚泥肥料）
牛、めん羊、山羊、
豚、馬

H31.3.22

株式会社北海道畜産公社　函館工場 北海道函館市西桔梗町５５５番地の５ 工業汚泥肥料（汚泥肥料）
牛、めん羊、山羊、
豚、馬

H31.3.5

株式会社北海道畜産公社　早来工場 北海道勇払郡安平町遠浅６９５番地 工業汚泥肥料（汚泥肥料）
牛、めん羊、山羊、
豚、馬

H31.2.15

株式会社北海道チクレンミート　北見食肉センター 北海道北見市豊田１９２番地 工業汚泥肥料（汚泥肥料）
牛、めん羊、山羊、
豚、馬

H31.1.31

十和田土壌改良株式会社 米田工場 青森県十和田市大字米田字柳谷地９番地１５８ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
牛、めん羊、山羊、
豚、馬

H30.12.18

庄内広域行政組合　庄内食肉流通センター 山形県東田川郡庄内町家根合字中荒田２１番地の２ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
牛、めん羊、山羊、
豚、馬

H30.7.31

株式会社石垣島堆肥センター　堆肥工場
（委託生産業者：株式会社八重山食肉センター）

沖縄県石垣市字平得１３１２番地３ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
牛、めん羊、山羊、
豚

R2.3.31

株式会社Ｓ＆Ｋみやこ島　宮古島市資源リサイクルセンター 沖縄県宮古島市上野字野原１１９０番地２１２ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 牛、山羊、豚 R2.2.4

沖縄県農業協同組合　北部堆肥センター 沖縄県名護市字源河２５３４番３８７ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
牛、めん羊、山羊、
豚

H30.6.11

有限会社照山環境　東風平工場 沖縄県島尻郡八重瀬町字世名城波武多毛原１２３７番地汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
牛、めん羊、山羊、
豚、馬

H30.10.15


