
                                  牛脊柱等が混合しない製造工程の大臣確認事業場一覧

※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。
                                                                                            （令和５年４月１８日現在）

確認事業場名 事業場の所在地 確認した肥料の種類等　 確認年月日

有限会社藤富産業 北海道紋別郡湧別町東１１２８番地 蒸製骨粉 平成16年4月15日
農林水産省指令
16消安第 319号

大島油脂株式会社 東京都荒川区荒川１丁目１３番１０号 蒸製骨 平成16年4月15日
農林水産省指令
16消安第 331号

德岡商会株式会社 東京都荒川区町屋五丁目２２番１号 蒸製骨粉
平成16年4月15日

平成28年11月21日　変更
農林水産省指令

28消安第2349号-1

株式会社ニッピ
　富士工場

静岡県富士宮市弓沢町１番地

 副産りん酸肥料（副産肥
 料）、
 副産動物質肥料、（副産動
 植物質肥料）
工業汚泥肥料（汚泥肥料）

平成16年4月15日
令和元年7月22日 変更

農林水産省指令
元消安第799号-1

本田慎一 本田製肥所 富山県高岡市永楽町１番３８号 蒸製骨粉
平成16年4月15日

平成27年11月2日 変更
農林水産省指令

27消安第 2723号-1

株式会社半田化製工場 愛知県半田市住吉町３丁目１７８番地 蒸製骨粉
平成16年4月15日

平成29年3月1日 変更
農林水産省指令

28消安第 3592号-1

株式会社山善商店
　中川工場

愛知県名古屋市中川区上高畑１丁目２１３番地
蒸製骨粉、
蒸製てい角骨粉

平成16年4月15日
農林水産省指令
16消安第 336号

副産動物質肥料（副産動植
物質肥料）

平成28年1月4日
農林水産省指令

27消安第3283号-1

大阪ハイプロテイン協業組合 大阪府大阪市西成区北開２丁目２番２号 蒸製骨粉

平成16年4月15日
平成26年12月24日 変更
平成27年 7月10日 変更
平成29年 6月 5日 変更
平成29年11月15日 変更

農林水産省指令
29消安第 3424号-1
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確認事業場名 事業場の所在地 確認した肥料の種類等　 確認年月日

竹田化成株式会社 大阪府松原市南新町２丁目２１４ 蒸製骨粉
平成16年4月15日

平成26年12月18日 変更
農林水産省指令
26消安第4361号

副産動物質肥料（副産動植
物質肥料）

平成28年5月31日
平成29年11月8日 変更

農林水産省指令
29消安第2937号-1

 叶産業株式会社 尼崎工場  兵庫県尼崎市東高洲町５番地  骨炭粉末
平成16年4月15日
平成26年12月9日

返納

農林水産省指令
16消安第 339号

株式会社エヌ・シー・コーポレー
ション
　徳島工場

徳島県板野郡松茂町豊久字豊久開拓５ ２ ４ 番
地

骨炭粉末
平成16年4月15日

令和2年8月3日 変更
農林水産省指令
2消安第1084号-1

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 蒸製骨粉 平成16年4月15日
農林水産省指令
16消安第 341号

北九州エコレム協同組合
　響灘工場

福岡県北九州市若松区響町１丁目１２－５ 蒸製骨粉 平成16年4月15日
農林水産省指令
16消安第 342号

南国興産株式会社 宮崎県都城市高城町有水１９４１番地  蒸製骨粉
平成16年4月15日
平成28年9月26日

返納

農林水産省指令
16消安第 343号

肉骨粉 平成26年12月24日
農林水産省指令

26消安第3209号-1

大鳳商事株式会社
　三石工場

岡山県備前市三石字池ノ上２９４１番１ 副産りん酸肥料（副産肥料） 平成16年4月27日
農林水産省指令
16消安第 895号

大鳳商事株式会社
　釧路第一工場

北海道釧路市大楽毛１８１番地１２７
副産動物質肥料（副産動植
物質肥料）

平成18年 4月28日
農林水産省指令
18消安第　863号

大鳳商事株式会社
　蒲郡第一工場

愛知県蒲郡市浜町４７番地
副産動物質肥料（副産動植
物質肥料）

令和3年3月25日
農林水産省指令
2消安第5836号
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確認事業場名 事業場の所在地 確認した肥料の種類等　 確認年月日

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） 平成16年5月31日
農林水産省指令
16消安第1696号

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） 平成16年5月31日
農林水産省指令
16消安第1696号

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） 平成16年5月31日
農林水産省指令
16消安第1696号

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番地の１ 工業汚泥肥料（汚泥肥料） 平成16年5月31日
農林水産省指令
16消安第1696号

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） 平成16年5月31日
農林水産省指令
16消安第1696号

 株式会社北海道畜産公社
 　道東事業所根釧工場

 北海道釧路市新野２８番地  工業汚泥肥料（汚泥肥料）
平成16年5月31日
平成28年10月12日

返納

農林水産省指令
16消安第1696号

株式会社千葉県食肉公社
　排水処理施設

千葉県旭市鎌数６３５４番地の３ 工業汚泥肥料（汚泥肥料） 平成16年5月31日
農林水産省指令
16消安第1697号

朝日アグリア株式会社
　関東工場

埼玉県児玉郡神川町渡瀬２２２番地
副産動物質肥料（副産動植
物質肥料）、
液状複合肥料（液状肥料）

平成16年5月31日
令和2年6月9日（書替）

農林水産省指令
2消安第900号

朝日アグリア株式会社
　千葉工場

千葉県旭市さくら台1番13
副産動物質肥料（副産動植
物質肥料）、
液状複合肥料（液状肥料）

令和2年7月3日
農林水産省指令
2消安第1460号

株式会社群馬県食肉卸売市場
　汚水処理施設

群馬県佐波郡玉村町大字上福島１１８９番地 工業汚泥肥料（汚泥肥料） 平成16年5月31日
農林水産省指令
16消安第1699号

株式会社三重県松阪食肉公社
　本社工場

三重県松阪市大津町上金剛９９３番地の１ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成16年5月31日
農林水産省指令
16消安第1700号
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※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。
                                                                                            （令和５年４月１８日現在）

確認事業場名 事業場の所在地 確認した肥料の種類等　 確認年月日

岡本情治
　岡本製肥所

奈良県北葛城郡広陵町百済１１４３－４ 蒸製骨粉 平成16年5月31日
農林水産省指令
16消安第1701号

 四万十市営食肉センター  高知県四万十市不破出来島２０５８－１  汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
平成16年5月31日
平成23年9月21日

返納

農林水産省指令
16消安第1702号

志布志畜産株式会社 鹿児島県志布志市志布志町安楽５９７２番８ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成16年5月31日
農林水産省指令
16消安第1703号

中村　昭和
　中村昭和牧場堆肥センター

千葉県山武郡九十九里町小関１９７１番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成16年6月11日
農林水産省指令
16消安第2134号

 株式会社北海道チクレンミート
　 みどり発酵肥料センター

 北海道北見市相内町２９１番地  汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
平成16年6月30日
平成18年1月5日

返納

農林水産省指令
16消安第2612号

 岩手コンポスト株式会社
　 本社工場

 岩手県稗貫郡石鳥谷町五大堂第６地割１番地１
 ３

 汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
平成16年6月30日
平成21年7月27日

返納

農林水産省指令
16消安第2613号

長崎油飼工業株式会社 長崎県諌早市下大渡野町２０４１番地１ 乾燥菌体肥料 平成16年6月30日
農林水産省指令
16消安第2614号

肉かす粉末 平成28年12月7日
農林水産省指令

28消安第2495号-1

 盛留薫
　 盛留たいひ工場

 宮崎県都城市野々美谷町２３５２番地  汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
平成16年6月30日
平成22年5月12日

返納

農林水産省指令
16消安第2615号

株式会社山有
　財部工場（なつき苑）

鹿児島県曽於郡財部町下財部６８１１番地９ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成16年6月30日
農林水産省指令
16消安第2616号

有限会社拓新
　野方農場

鹿児島県曽於郡大崎町野方７６５８番地７ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成16年6月30日
農林水産省指令
16消安第2617号
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                                                                                            （令和５年４月１８日現在）

確認事業場名 事業場の所在地 確認した肥料の種類等　 確認年月日

下妻地方食肉協同組合
　下妻と畜場

茨城県下妻市二本紀１１４２番地
 工業汚泥肥料（汚泥肥料）
汚泥発酵肥料（汚泥肥料）

平成16年7月 8日
令和2年2月4日 変更

農林水産省指令
元消安第3021号

株式会社茨城県中央食肉公社
　排水処理場

茨城県東茨城郡茨城町大字下土師字高山１９７
５番地

汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成16年7月 8日
農林水産省指令
16消安第3096号

筑西食肉衛生組合
　食肉センター

茨城県下館市下川島６５１ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成16年7月 8日
農林水産省指令
16消安第3097号

 飛騨ミート農業協同組合連合会
　 飛騨食肉センター

 岐阜県高山市八日町３２７番地  工業汚泥肥料（汚泥肥料）
平成16年7月 8日
平成23年9月22日

返納

農林水産省指令
16消安第3098号

 和歌山市
　 市立食肉処理場

 和歌山県和歌山市出島１番地  汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
平成16年8月 2日
平成23年10月6日

返納

農林水産省指令
16消安第3684号

南九州ソイル株式会社
　リサイクル工場

宮崎県宮崎郡田野町乙４７７４番地３１ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成16年8月 2日
農林水産省指令
16消安第3685号

西日本発酵株式会社
　工場

宮崎県北諸県郡山田町大字山田６３１５番地１ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成16年8月 2日
農林水産省指令
16消安第3686号

有限会社水迫畜産
　堆肥センター

鹿児島県揖宿郡山川町福元白石嶽１６０１番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成16年8月 2日
農林水産省指令
16消安第3687号

岸　小三郎
　岸化学化成

徳島県阿波市土成町土成字殿開１２７ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成16年8月 5日
農林水産省指令
16消安第3908号

 インターファーム株式会社
　 知床事業所

 北海道網走市字豊郷２０７番地  汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
平成16年8月27日
平成20年4月 3日

返納

農林水産省指令
16消安第4498号

有限会社金子あらや商店 愛知県豊橋市大岩町字大穴１０４番地の１ 蒸製骨粉 平成16年9月14日
農林水産省指令
16消安第4932号
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確認事業場名 事業場の所在地 確認した肥料の種類等　 確認年月日

有限会社ユーキ発酵
　本社工場

鹿児島県日置市東市来町養母１００５２番地２ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成16年9月14日
農林水産省指令
16消安第4933号

 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
 乾燥菌体肥料、
 工業汚泥肥料（汚泥肥料）

平成16年10月15日
平成24年 9月 4日 変更

令和元年10月7日
返納

農林水産省指令
24消安第2053号

株式会社大分県畜産公社
　汚水処理棟

大分県大野郡犬飼町大字田原１５８０番地の２９ 工業汚泥肥料（汚泥肥料） 平成16年11月24日
農林水産省指令
16消安第6603号

株式会社アンカー
　鹿屋工場

鹿児島県鹿屋市串良町有里字牧原４５４５番１ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
平成16年11月24日

令和3年10月14日 変更
農林水産省指令
3消安第3521号

有限会社縄文
　堆肥センター

鹿児島県薩摩川内市祁答院町藺牟田３７９５番
地

菌体肥料
汚泥肥料

平成16年11月24日
令和5年4月13日 変更

農林水産省指令
５消安第258号

 豊田市　食肉センター  愛知県豊田市秋葉町６丁目５０番地  汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
平成16年12月22日
平成24年2月27日

返納

農林水産省指令
16消安第7543号

新田ゼラチン株式会社
　大阪工場

大阪府八尾市二俣２丁目２２番地 副産りん酸肥料（副産肥料） 平成16年12月22日
農林水産省指令
16消安第7544号

 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）
平成17年 1月11日
平成24年9月10日

返納

農林水産省指令
16消安第7765号

有限会社小林堆肥センター
　堆肥工場

宮崎県小林市北西方７１２５番地３７ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
平成17年 1月25日

令和4年8月30日（書替）
農林水産省指令
4消安第2629号

滝沢ハム株式会社
　泉川工場

栃木県栃木市泉川町５５６ 工業汚泥肥料（汚泥肥料） 平成17年 2月21日
農林水産省指令
16消安第8981号

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１５ ８ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成17年 3月 4日
農林水産省指令
 16消安第9472号

6 



                                  牛脊柱等が混合しない製造工程の大臣確認事業場一覧

※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。
                                                                                            （令和５年４月１８日現在）

確認事業場名 事業場の所在地 確認した肥料の種類等　 確認年月日

 新田ゼラチン株式会社
 　大阪工場

 大阪府八尾市二俣２丁目２２番地
 乾燥菌体肥料、
 工業汚泥肥料（汚泥肥料）

平成17年 5月 9日
令和5年2月20日返納

農林水産省指令
17消安第847号

株式会社リプロ
　工場

静岡県御前崎市池新田８６３３番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成17年 5月 9日
農林水産省指令
17消安第848号

 株式会社両毛食肉センター  栃木県足利市寺岡町８２３番地  汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
平成17年 5月24日
平成30年6月21日

返納

農林水産省指令
17消安第1734号

 有限会社岩手環境事業セン
 ター

 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）
平成17年 6月21日
平成19年 1月25日

返納

農林水産省指令
17消安第2732号

有限会社サイクルファーム 青森県八戸市大字金浜字折場沢３２ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成17年 7月 8日
農林水産省指令
17消安第3396号

 株式会社青森畜産公社
　 津軽食肉センター

 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）
平成17年 7月 8日
平成26年3月31日

返納

農林水産省指令
17消安第3397号

 九州産廃株式会社
　 菊池工場

 熊本県菊池市原字寄草４５８９番地の４１  汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
平成17年 7月 8日
平成21年 1月 9日

返納

農林水産省指令
17消安第3398号

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） 平成17年 9月16日
農林水産省指令
17消安第6153号

株式会社エコデザイン研究所
　S＆K環境ﾜｸﾁﾝｾﾝﾀｰ高知事
業所

高知県高知市土佐山弘瀬３３４５番１ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成17年11月 8日
農林水産省指令
17消安第8152号

東京レンダリング協同組合
　Ｃ棟

東京都墨田区東墨田１丁目９番１号 蒸製骨粉 平成17年12月26日
農林水産省指令
 17消安第9916号

肉かす粉末 平成31年1月21日
農林水産省指令

30消安第3206号-1

7 



                                  牛脊柱等が混合しない製造工程の大臣確認事業場一覧

※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。
                                                                                            （令和５年４月１８日現在）

確認事業場名 事業場の所在地 確認した肥料の種類等　 確認年月日

彦根ゼラチン株式会社
　本社工場

滋賀県犬上郡豊郷町大字大町307番地1 工業汚泥肥料（汚泥肥料） 平成18年 3月 2日
農林水産省指令

 17消安第12509号

副産動物質肥料（副産動植
物質肥料）

令和3年3月30日
農林水産省指令
 2消安第6364号

協業組合本庄食肉センター 埼玉県本庄市大字杉山115番地 工業汚泥肥料（汚泥肥料） 平成18年 3月20日
農林水産省指令

 17消安第13243号

 株式会社坂本商事
　 函館工場

 北海道茅部郡森町字姫川121番地の1  工業汚泥肥料（汚泥肥料）
平成18年 3月20日
平成22年 7月22日

返納

農林水産省指令
 17消安第13242号

 社団法人佐久広域食肉公社
 　佐久広域食肉流通センター

 長野県佐久市長土呂1番地1  汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
平成18年 3月20日
令和３年７月13日

返納

農林水産省指令
 17消安第13244号

広島化製企業組合
　湯来第１工場

広島県広島市佐伯区湯来町白砂６５７－１ 蒸製骨粉
平成18年 4月28日

平成27年1月6日 変更
農林水産省指令

26消安第 3768号-1

東洋カプセル株式会社
　芝川工場

静岡県富士郡芝川町下柚野押出１７５－１
副産動物質肥料（副産動植
物質肥料）

平成18年10月6日
農林水産省指令
18消安第7610号

十勝農業協同組合連合会
　十勝化成工場

北海道河西郡中札内村元札内東２線５１番地
肉骨粉（肉骨粉焼却灰原料
用）

平成19年 2月23日
農林水産省指令

 18消安第12393号

日本フードパッカー株式会社
　道東工場

北海道網走市字藻琴３５番地１ 工業汚泥肥料（汚泥肥料） 平成19年 6月 4日
農林水産省指令
19消安第1333号

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

汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成19年 6月22日
農林水産省指令
19消安第2647号

フェイスラボ株式会社 静岡県袋井市久能１９３４－２
副産動物質肥料（副産動植
物質肥料）

平成19年8月3日
農林水産省指令
19消安第4338号

8 



                                  牛脊柱等が混合しない製造工程の大臣確認事業場一覧

※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。
                                                                                            （令和５年４月１８日現在）

確認事業場名 事業場の所在地 確認した肥料の種類等　 確認年月日

 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  蒸製骨粉
平成19年 9月14日
令和4年9月26日

返納

農林水産省指令
19消安第6316号

 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）
平成19年10月29日
令和元年7月10日

返納

農林水産省指令
19消安第6911号

日本フードパッカー株式会社
　青森工場

青森県上北郡おいらせ町松原2丁目132番地1 工業汚泥肥料（汚泥肥料）
平成20年 3月12日

令和3年7月9日 変更
農林水産省指令
 3消安第2058号

 有限会社有機総合企画
　 堆肥センター

 香川県三豊市高瀬町大字羽方向谷奥1889番地1  汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
平成20年 4月28日
平成26年 1月27日

返納

農林水産省指令
19消安第14572号

 日本フードパッカー
 　鹿児島株式会社

 鹿児島県伊佐市大口宮人519番地  工業汚泥肥料（汚泥肥料）
平成20年 5月12日
令和5年 4月10日

返納

農林水産省指令
19消安第14953号

日本フードパッカー株式会社
　諫早工場

長崎県諫早市幸町79番23号 工業汚泥肥料（汚泥肥料） 平成20年 5月12日
農林水産省指令
19消安第14953号

バイオクリーン株式会社
　堆肥工場

鹿児島県曽於市財部町南俣字中尾0746番地1 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成20年12月26日
農林水産省指令
20消安第9022号

株式会社ホーチアグリコ
　御前崎工場

静岡県御前崎市白羽9111番地の1 乾燥菌体肥料 平成21年 5月12日
農林水産省指令

 20消安第11861号

 共和化工株式会社Ｓ＆Ｋ環境ワ
 クチンセンター　南砺事業所

 富山県南砺市高窪1013-6  汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
平成21年 3月17日
平成27年 7月21日

返納

農林水産省指令
 20消安第11861号

名北ミート株式会社 北海道茅部郡森町字姫川１２１番地の１ 工業汚泥肥料（汚泥肥料） 平成21年 4月17日
農林水産省指令
20消安第13047号

大日技研株式会社
　脊振工場

佐賀県神埼市脊振町鹿路９０６番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成21年 7月 9日
農林水産省指令
20消安第12884号
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                                  牛脊柱等が混合しない製造工程の大臣確認事業場一覧

※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。
                                                                                            （令和５年４月１８日現在）

確認事業場名 事業場の所在地 確認した肥料の種類等　 確認年月日

大日技研株式会社
　多久工場

佐賀県多久市多久町３９３２番地２３１ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成21年 7月 9日
農林水産省指令
20消安第12884号

 沖縄県農業協同組合
 　名護堆肥センター

 沖縄県名護市字源河２５３４番地の３８６  汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
平成21年 8月 7日
令和元年11月25日

返納

農林水産省指令
21消安第3641号

株式会社都城北諸地区清掃公
社　緑豊苑

宮崎県都城市金田町４８１番地１ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成22年 2月24日
農林水産省指令

 21消安第11658号

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） 平成22年9月16日
農林水産省指令
22消安第4111号

株式会社日邦
　グリーンシステム牧之原

静岡県菊川市小沢字柳谷１４５番地５
汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
工業汚泥肥料（汚泥肥料）

平成２３年１１月１日
令和３年５月２４日

農林水産省指令
3消安第1036号

株式会社直江津油脂
　焼成汚泥肥料事業部

新潟県上越市大字東中島２４４７番地 工業汚泥肥料（汚泥肥料） 平成23年11月10日
農林水産省指令
23消安第3923号

株式会社山梨食肉流通セン
ター　処理施設

山梨県笛吹市石和町唐柏１０２８番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成24年3月9日
農林水産省指令
23消安第6060号

マルハニチロ畜産株式会社
　名寄工場

北海道名寄市日進１０５番地 工業汚泥肥料（汚泥肥料）
平成24年 8月23日

令和4年8月1日（書替）
農林水産省指令
4消安第1738号-1

道央食肉センター株式会社
　岩見沢工場

北海道岩見沢市上幌向南一条一丁目１２０５番
地

工業汚泥肥料（汚泥肥料） 平成24年 9月 4日
農林水産省指令
24消安第2710号

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） 平成24年 9月20日
農林水産省指令
24消安第3057号

 ゼライス株式会社
 　仙台港工場

 宮城県多賀城市栄四丁目４番１号
 副産動物質肥料（副産動植
 物質肥料）

平成24年 9月20日
令和３年３月３日

返納

農林水産省指令
24消安第3068号
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                                  牛脊柱等が混合しない製造工程の大臣確認事業場一覧

※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。
                                                                                            （令和５年４月１８日現在）

確認事業場名 事業場の所在地 確認した肥料の種類等　 確認年月日

横芝光町営東陽食肉センター 千葉県山武郡横芝光町芝崎１３９０番 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成25年3月18日
農林水産省指令

24消安第5253号-1

 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）
平成25年11月11日
平成28年 7月27日

返納

農林水産省指令
25消安第2879号-1

株式会社神戸グリーン 兵庫県神戸市西区櫨谷町寺谷１２４２番地の５５ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
平成26年2月12日

平成30年12月17日　変更
農林水産省指令

30消安第1756号-2

有限会社コエル
　飯山工場

長野県飯山市大字吉９７番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成26年2月25日
農林水産省指令

25消安第4917号-1

天狗中田産業株式会社
　才田工場

石川県金沢市才田町戊３２１番７ 肉骨粉
平成26年8月18日

平成28年1月4日 変更
農林水産省指令

27消安第3281号-1

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
平成26年8月26日

平成28年5月13日 変更
農林水産省指令

27消安第5388号-1

乾血及びその粉末
平成27年4月1日

平成29年1月27日　変更
農林水産省指令

28消安第3349号-1

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 平成26年8月29日
農林水産省指令

26消安第1802号-1

有限会社平野飼糧 千葉県旭市仁玉１４７８番地 肉骨粉 平成26年12月24日
農林水産省指令

26消安第 3479号-1

多木化学株式会社　本社工場 兵庫県加古郡播磨町宮西３４６番地
副産動物質肥料（副産動植
物質肥料）

平成27年1月15日
農林水産省指令

26消安第 3795号-1

 一般社団法人石川県金沢食肉
 公社　石川県金沢食肉流通セン
 ター

 石川県金沢市才田町戊３３７  工業汚泥肥料（汚泥肥料）
平成27年4月1日

平成28年11月17日
返納

農林水産省指令
26消安第 5457号-1

11 



                                  牛脊柱等が混合しない製造工程の大臣確認事業場一覧

※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。
                                                                                            （令和５年４月１８日現在）

確認事業場名 事業場の所在地 確認した肥料の種類等　 確認年月日

近畿環境サービス株式会社
　環境ワクチンセンター名張

三重県名張市上比奈知字松尾２６３７－１ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
平成27年5月27日

平成28年6月9日 変更
令和2年4月21日 変更

農林水産省指令
2消安第190号

有限会社沖縄化製工業 沖縄県南城市大里大字大城1927番地 肉骨粉 平成27年6月24日
農林水産省指令

26消安第5725号-1

鹿児島化成株式会社 鹿児島県日置市東市来町伊作田３５６番地 肉骨粉

平成27年7月28日
令和元年7月22日 変更
令和元年9月5日 変更

令和元年10月29日 変更

農林水産省指令
元消安第2964号

株式会社長岡食肉センター
長岡市営食肉センター

新潟県長岡市新開町３０７３番地３ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成27年10月23日
農林水産省指令

27消安第2938号-1

富士化学株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町二本木４３３－２ 肉骨粉 平成27年11月24日
農林水産省指令

27消安第3670号-1

有限会社鬼澤商事　茨城工場 茨城県小美玉市柴高８７３番地２外１０筆 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成28年2月23日
農林水産省指令

27消安第4297号-1

 小部産業株式会社　厚別工場  北海道札幌市厚別区厚別町山本２４６７－１  工業汚泥肥料（汚泥肥料）
平成28年11月21日
平成29年6月28日

返納

農林水産省指令
28消安第2322号-1

エネック株式会社 兵庫県姫路市四郷町中鈴29番地 肉骨粉 平成29年1月27日
農林水産省指令

28消安第3530号-1

富士カプセル株式会社
　芝川工場

静岡県富士宮市上袖野７８９番地
副産動物質肥料（副産動植
物質肥料）

平成29年3月29日
農林水産省指令

28消安第4287号-1

株式会社ホーチ・アグリコ
　御前崎工場

静岡県御前崎市白羽９１１１番地の１ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料）
平成29年10月3日

平成31年3月26日 変更
農林水産省指令

30消安第5257号-1
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                                  牛脊柱等が混合しない製造工程の大臣確認事業場一覧

※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。
                                                                                            （令和５年４月１８日現在）

確認事業場名 事業場の所在地 確認した肥料の種類等　 確認年月日

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） 平成30年6月12日
農林水産省指令

30消安第1322号-1

日栄飼料株式会社
　鴨川工場

千葉県鴨川市田原西字嶺岡東下牧乙３番地９９
１

堆肥 平成30年10月10日
農林水産省指令

30消安第2086号-1

株式会社ナンチク
　本社工場

鹿児島県曾於市末吉町二之方１８２８番地 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 平成31年3月29日
農林水産省指令

30消安第5127号-1

 株式会社エイゼン
 　里山工場

 愛知県半田市鵜ノ池町104番8  堆肥
令和2年1月21日
令和2年2月10日

返納

農林水産省指令
元消安第3948号

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） 令和2年2月4日
農林水産省指令
元消安第4635号

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） 令和2年4月21日
農林水産省指令
2消安第180号

株式会社センショウ・クリーン
　肝属工場

鹿児島県肝属郡肝属町富山６８７番地１ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 令和2年8月5日
農林水産省指令
2消安第1797号

株式会社八重山食肉センター
　排水処理施設

沖縄県石垣市字大浜1368番地3 工業汚泥肥料（汚泥肥料） 令和3年4月26日
農林水産省指令
3消安第448号

愛知化製事業協業組合 愛知県あま市西今宿平割四78番地 肉骨粉 令和4年3月1日
農林水産省指令
3消安第6362号
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                                  牛脊柱等が混合しない製造工程の大臣確認事業場一覧

※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。
                                                                                            （令和５年４月１８日現在）

確認事業場名 事業場の所在地 確認した肥料の種類等　 確認年月日

株式会社栃木県畜産公社
　とちぎ食肉センター

栃木県芳賀郡芳賀町大字稲毛田1921番地７ 汚泥肥料 令和4年8月1日
農林水産省指令
4消安第2176号-1

公益財団法人鳥取市環境事業
公社　福部工場

鳥取県鳥取市福部町細川543番地１ 汚泥発酵肥料（汚泥肥料） 令和4年9月27日
農林水産省指令
4消安第3299号

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 令和4年10月19日
農林水産省指令
4消安第3669号

共和メンテナンス株式会社
   盛岡営業所

岩手県紫波郡紫波町犬渕字南谷地１２０ 汚泥肥料 令和5年3月29日
農林水産省指令
４消安第7317号

スターゼンミートプロセッサー株式
会社  青森工場三戸ビーフセンター

青森県三戸郡三戸町大字斗内字中堤９－９ 汚泥肥料 令和5年4月18日
農林水産省指令
５消安第２８６号
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