
提出書類等 提出部数

□ 肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書換交付申請書 1部

□

申請者が個人の場合
次の①，②のいずれかを添付してください。
①住民票の写し（最新のもの。写しの提出も可）
②運転免許証の写し(表・裏両面)

1部

申請者が法人の場合

次の①，②のいずれかを添付してください。
①登記事項証明書(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)

※最新のもの。写しの提出も可。
②定款の写し

□ 肥料登録証 1部

普通肥料の登録事項を変更する場合の手続き

宮城県農政部
みやぎ米推進課環境対策保全班

提出書類等 提出部数

□ 肥料名称変更に基づく登録証書換交付申請書 1部

□ 肥料登録証 1部

(3) 登録した肥料の名称を変更する場合

(1) 氏名又は住所(法人の場合は，会社名又は本社住所)を変更する場合

提出書類等 提出部数

□ 相続(合併，分割)に基づく肥料登録証の書換交付申請書 1部

□

申請者が個人の場合
次の①，②のいずれかを添付してください。
①住民票の写し（最新のもの。写しの提出も可）
②運転免許証の写し(表・裏両面)

1部

申請者が法人の場合

次の①，②のいずれかを添付してください。
①登記事項証明書(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)

※最新のもの。写しの提出も可。

②定款の写し

□ 肥料登録証 1部

(2) 相続又は法人の合併若しくは分割により登録を受けた者の地位を継承する場合

提出書類等 提出部数

□ 肥料登録事項変更届 2部
(正本，副本用)

□

届出者が個人の場合
次の①，②のいずれかを添付してください。
①住民票の写し（最新のもの。写しの提出も可）
②運転免許証の写し(表・裏両面)

1部

届出者が法人の場合

次の①，②のいずれかを添付してください。
①登記事項証明書(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)

※最新のもの。写しの提出も可。

②定款の写し

(4) 法人の代表者，生産する事業場の名称及び所在地，保管する施設の所在地を変更する場合

下記の(1)～(4)に該当する登録事項を変更する場合に必要な書類は，次のとおりです。



様式第５号（日本工業規格Ａ４）

肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書

令和○年○○月○○日

宮城県知事 村井嘉浩 殿

住 所 宮城県仙台市太白区長町○丁目○－○

氏 名 宮城肥料株式会社
代表取締役 宮城 太郎

下記のとおり登録事項に変更を生じたので、肥料の品質の確保等に関する法律第13条第１項の規
定により届出及び登録証の書替交付の申請をします。

記

登録番号 肥料の種類 肥料の名称
変更した
年月日

変更した事項
変更した
理由登録証の記載事項に

該当するもの
その他

宮城県
第○○○号

副産石灰
肥料

あおば副産
石灰1号

令和○年
○○月○○日

所在地
旧) 宮城県仙台市青葉
区本町○丁目○－○
新) 宮城県仙台市太白
区長町○丁目○－○

本社移転の
ため

宮城県
第○○○号

消石灰
あおば
消石灰70

令和○年
○○月○○日

所在地
旧) 宮城県仙台市青葉
区本町○丁目○－○
新) 宮城県仙台市太白
区長町○丁目○－○

本社移転の
ため

申請書に記載した年月日を記入してください。

肥料登録申請書に記載されている事項のうち，
・氏名又は法人の名称
・住所(主たる事務所の所在地)
に変更がある場合は，この様式により申請してください。

【記載例】

変更後の氏名(法人の名称)，住所を
記載してください。



様式第６号（日本工業規格Ａ４）

相続（合併、分割）に基づく肥料登録証の書替交付（交付）申請書

令和○年○○月○○日

宮城県知事 村井嘉浩 殿

住 所 宮城県仙台市青葉区本町○丁目○－○

氏 名 宮城肥料株式会社
代表取締役 宮城 太郎

下記のとおり相続（合併、分割）により登録を受けた者の地位を承継したので、肥料の品質の確保等
に関する法律第13条第２項の規定により登録証の書替交付（交付）を申請します。

記

１ 承継した年月日 令和○○年○○月○○日

２ 登録を受けた者の氏名及び住所
（法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

みやぎ化学工業株式会社
代表取締役 宮城 太郎
宮城県仙台市宮城野区原町○丁目○－○

３ 承継した肥料の登録番号、種類及び名称

登 録 番 号 肥 料 の 種 類 肥 料 の 名 称

宮城県 第○○○号 副産石灰肥料 あおば副産石灰1号

宮城県 第○○○号 消石灰 あおば消石灰70

申請書に記載した年月日を記入してください。

相続(合併，分割)した年月日を記載してください。

相続(合併，分割)を行う前に肥料登録した者の
氏名(名称)及び住所を記載してください。

相続(合併，分割)により肥料の生産を
継承した者がに申請者となります。

相続，合併，分割のうち，該当するものを残し，
該当しないものは削除又は二重線を引いてください。

継承する全ての肥料を記載してください。
※記載する肥料は，宮城県で登録した肥料に限ります。

【記載例】



様式第８号（日本工業規格Ａ４）

肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書

令和○年○○月○○日

宮城県知事 村井嘉浩 殿

住 所 宮城県仙台市青葉区本町○丁目○－○

氏 名 宮城肥料株式会社
代表取締役 宮城 太郎

１ 登録番号 宮城県第〇〇〇号

２ 肥料の種類 副産石灰肥料

３ 肥料の名称 あおば副産石灰1号

上記の肥料についてその名称を下記のように変更したいので、肥料の品質の確保等に関する法律第
13条第４項の規定により登録証の書替交付を申請します。

記

１ 新しい名称 あおば副産石灰50

２ 変更する理由

例1) 他社の商標権の侵害に抵触する恐れがあるため。
例2) 他の生産業者の肥料と名称が同一であり，区別するため。
他社の商標権を侵害する恐れがある場合や，消費者の誤解を招く恐れがあるなど，名称を変えざるを得ない
事情がある場合は申請してください。
なお, 肥料の種類や保証成分量，その他の規格が変更となる場合は，書換交付申請ではなく，新たに肥料登録申請
が必要となります。

申請書に記載した年月日を記入してください。

【記載例】



様式第４号（日本工業規格Ａ４）

肥 料 登 録 事 項 変 更 届

令和○年○○月○○日

宮城県知事 村井嘉浩 殿

住 所 宮城県仙台市青葉区本町○丁目○－○

氏 名 宮城肥料株式会社
代表取締役 宮城 太郎

下記のとおり登録事項に変更を生じたので、肥料の品質の確保等に関する法律第13条第１項の規
定により届け出ます。

記

登録番号 肥料の種類 肥料の名称
変更した
年月日

変更した事項
変更した
理由

宮城県
第○○○号

副産石灰
肥料

あおば副産
石灰1号

令和○年
○○月○○日

代表者氏名
旧) 代表取締役 宮城花子
新) 代表取締役 宮城太郎

役員改選の
ため

宮城県
第○○○号

消石灰
あおば
消石灰70

令和○年
○○月○○日

保管する施設の所在地
旧) 宮城県仙台市太白区
長町○丁目○－○

新) 宮城県仙台市泉区
泉中央○丁目○－○

保管する施
設を変更し
たため

変更届に記載した年月日を記入してください。

肥料登録申請書に記載されている事項のうち，肥料登録証には記載されない次の事項に変更がある場合は，
この様式（肥料登録事項変更届）にて届け出てください。
・代表者氏名 (法人の場合)
・生産する事業場の名称及び所在地
・保管する施設の所在地

【記載例】


