
バイオエタノール実証事業の自立化・事業化に向けた工程表 全国農業協同組合連合会

項目 具体策 26年度 27年度 28年度 29年度

Ⅰ．製造 原料関係の経費削減

業務の合理化による人員削減

酵素・資材の使用量抑制

もみ殻ブリケットの利用拡大

保守費用の削減

研究開発業務の終了

分析業務の見直し

廃棄物処理費の削減

飼料用米と同等の補助金確保

栽培技術の改善・反収の向上

栽培面積の拡大

Ⅲ．販売 副産物活用（飼料・土改剤）の拡大

副産物の商品化

ｸﾞﾘｰﾝｶﾞｿﾘﾝの販売拡大の検討

Ⅴ．地域

負担の仕組みの検討（案）
・全農、農協、行政、関連会社
　⇒公用車は＋10円/L程度の負担の検討
・一般消費者の負担
　⇒＋2円/L程度の負担の検討
・消費者への還元策の検討
・国への支援策の要請

特区の申請
・蒸気圧規格の緩和
・揮発油税免税制度の拡充　等

Ⅱ．原料イネ
      　生産

29年度以降の

負担案作成

削減量の検証

協議会内での協議 各組織での検討

生産者への説明 費用の移管実施

業務の見直し 段階的な業務合理化

飼料用米と同等の補助金要請 原料部会での協議

籾殻ﾌﾞﾘｹｯﾄ利用率60％→65％

ｺｽﾄ分析・目標設定

3か年計画策定

6百万円削減

計画に基づき実施 終了、実績のまとめ

70％ 75％ 80％

3百万円削減 4百万円削減 6百万円削減5百万円削減

業者との価格交渉

農水省との折衝

新潟県と対策を協議 部会にて対策を提案 農協より生産者に周知・実行

補助制度の確立

作付面積拡大の検討

畜産農家への説明 付加価値価格での販売販売先の開拓

大学への委託研究 商品化ﾒｰｶｰとの連携協議

ｴﾀﾉｰﾙ調達先の検討

特区での政策の検討 国に対する提案

案の修正

特区の実現

給油所の拡大の検討

地元行政

との協議・連携

実施

費用削減の実施・拡充

販売

削減目標設定

需要家との個別交渉

30百万円削減

ｺｽﾄ分析・目標設定 10百万円削減業務委託廃止分析点数見直し 分析点数見直し

目標設定

協議会での決議

40百万円削減

12百万円削減9百万円削減

15百万円削減

10百万円削減

28百万円削減

蒸気圧緩和などの要請

乾燥費・輸送費

の移管の検討

人員削減

事業者以外の要因が影響するもの

資料２



 

 
 

バイオ燃料生産拠点確立事業 平成 29 年度計画の収支シミュレーション 

全国農業協同組合連合会 

第２回委員会（2/20）で提示した計画 

項 目 
H24 年度（実績） H29 年度（計画） 増 減 区 分 

優先度 考え方（向上・削減の考え方を具体的かつ定量的に記載） 単価 
(円/Ｌ) 

金額 
(千円) 

単価 
(円/Ｌ) 

金額 
(千円) 

単価 
(円/Ｌ) 

金額 
(千円) 

事業者努力で

できるもの 

外部要因に影

響されるもの

【収 益】 

エタノール販売 128 95,740 140 140,000 12 44,260 △  高 
計画で想定しているガソリン価格 140 円／Lで設定した。 

ガソリン価格の影響を受けるものの、販売価格は自社の裁量で決定する。 

副産物販売 8 6,044 26 26,400 18 20,356 ○  高 

付加価値化による販売収益の増加 

・Ｄ Ｗ Ｇ 1 円/㎥（H24 実績）→ 4円/㎥（H29 計画） 

・ＤＤＧＳ 28 円/t（H24 実績）→ 60 円/t（H29 計画） 

・肥  料 10 円/t（H24 実績）→ 40 円/t（H29 計画） 

・米 ぬ か 13 円/t（H24 実績）→ 12 円/t（H29 計画） 

・排出炭(消雪材) 26 円/t（H24 実績）→ 40 円/t（H29 計画） 

収益 計 136 101,784 166 166,400 30 64,616     

【支 出】 

原料費 
(バイオ燃料米) 

50 37,401 45 45,000 -5 7,599 ○  高 

・事前の栽培実証や当時の非食用米の相場から 20 円／kg で設定した。 

・エタノールの原料として、換算すると 40 円～50 円／Lとなる。 

・買取価格は固定することを想定。 

・原料使用量は増えるため金額は増える。 

原料輸送等費 69 51,383 23 23,000 -46 -28,383 △ 
米の補助金

の影響あり
高 

・飼料用米の実態に即し、事業終了後は乾燥調整費と輸送費を生産者に一部負担いただくことを

検討する。（28 百万円の削減） 

・ただし米に対する補助金制度や米政策により影響を受ける。（外部要因） 

人件費 135 101,311 60 60,000 -75 -41,311 ○  高 5 名を減らして合理化を行うことを検討。（4千万円の削減） 

運
転
経
費 

酵素等資材費 25 18,654 12 12,000 -13 -6,654 ○  高 
・25 年度から酵素の投入構成の大幅な見直しを行った。 
・今後、酵素と薬剤をメーカーの指定数量から 2割程度の削減を目指して検証を行う。（6百万円

削減） 

燃料費 24 18,263 21 21,000 -3 2,737 ○ 
A 重油価

格に影響

を受ける

高 
・燃料は籾殻ブリケットと A重油を混用している。籾殻ブリケット使用率の向上により A重油を

節約する。25 年度から籾殻ブリケット比率を 60％から 80％に上げる取組を行っている。 
・A重油使用量は約 10％削減するが、価格が 20 円／L上昇を見込み約 3百万円のコスト増となる。

水光熱費 35 26,163 26 26,000 -9 -163 ○  高 
・水道、排水処理、電力、蒸気の購入費を計上している。 
・水道・電力は敷地を借りている企業から購入しており、価格の見直しを交渉する。 
・蒸気は主に発酵残渣の乾燥に使用しているが、乾燥機の改造や蒸気の内製化により削減を行う。

製造管理費等 216 162,055 100 100,000 -116 -62,055 ○  高 

・現在は生産量を最優先しているが、コスト削減のウェイトを上げていく。 
・ﾒﾝﾃﾅﾝｽを内製化したり部品を再使用するなどの対策を行う。（約 30 百万円の削減） 
・エタノールの分析点数を大幅に削減し、分析業務の業務委託を見直す。（約 10 百万円の削減）
・副産物の高付加価値化等に係る外部への委託試験の廃止（約 10 百万円の削減） 
・発酵残渣等の産業廃棄物の削減（約 12 百万円の削減） 

減価償却費 83 62,249 31 31,000 -52 -31,249 ○  低 ・現状の施設のまま計上している。 

エ
タ
ノ
ー

ル
輸
送
費

陸上輸送費 3 2,510 3 3,000 0 490 ○  低 
・わずか 8km ほどの距離であり、危険物を輸送できる業者は限られていることから、大幅な削減

は難しい。 

海上輸送費 0 0 0 0 0 0 －  － 海上輸送はなし 

保管料他 0 0 0 0 0 0 －  － 外部保管はなし 

一般管理費 13 9,849 10 10,000 -3 151 ○  低 ・税金や保険料のみ計上しているので、大幅な削減は難しい。 

支出 計 654 489,837 331 331,000 -322 -158,838     

収支差 -518 -388,053 -165 -164,600 353 223,454     

（参考）ｴﾀﾉｰﾙ製造量 749kL 1,000kL 251kL     

※四捨五入を行っているため、合計が合わない場合がある。 


