
(※) 複数回答 

エコフィード原料 事業所数 

食
品
製
造
副
産
物

 

酒粕類（焼酎粕、ビール粕等） ３９ 

糟糠類（豆腐粕、醤油粕等） ５３ 

農産物加工残さ（馬鈴薯屑、ｼﾞｭｰｽ粕等） ３９ 

パン屑、菓子屑等 ５９ 

その他（複数混合） ９３ 

余剰食品（売れ残り食品、厨芥類等） ４２ 

動物性原料（魚粉等） ２０ 

その他 １ 

合 計 ３４６ 

飼料化の手法 価格（円／kg） 

乾燥飼料 ２６．３ 

サイレージ ２７．５ 

リキッド飼料 ５．２ 

対象家畜  事業者数(※) 

牛 １５８ 

豚 ２１１ 

鶏 ７７ 

  エコフィード製造事業所の数 

• 平成27年5月現在、346（対前年28増）のエコフィード製造業者を把握。このうち、情報公開に同意が得られた業者については、
（公社）中央畜産会のＨＰで公開。(http://ecofeed.lin.gr.jp/map.cgi) 

• エコフィードの原料については、食品製造副産物を扱う業者が最も多く（283業者）、続いて、余剰食品（スーパー・コンビニ等
の売れ残り食品や調理残さ等）を扱う業者（42業者）、動物性原料（魚粉等）を扱う業者（20業者）、その他業者（1事業者）。 

• 北海道は農産物加工残さ（馬鈴薯等）を飼料化する業者が多く、都市近郊（千葉・東京・神奈川・愛知等）では余剰食品を扱う
業者が、九州では焼酎粕を扱う業者が多い等、地域別に特色。 

• エコフィードの製造対象家畜は、豚が最も多く、牛、鶏と続く。 

• エコフィードの販売価格の平均は乾燥26円／kg、サイレージ28円／ｋｇ、リキッド５円／kg。 
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  エコフィードの製造数量 
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• エコフィードの製造数量は右肩上がり。平成26年度（概算）のエコフィード製造数量は約111万TDN㌧であり、とうもろこし   
約139万㌧に相当。 

• 国産原料由来のエコフィードの製造数量は31万TDN㌧であり、新たな「食料・農業・農村基本計画」における平成37年度の濃
厚飼料自給率目標20%の達成のためには、平成37年度までに50万TDN㌧まで拡大する必要。 

8  8  14  17  21  24  25  25  29  29  30  31  

40  

51  

59  

67  
66  

68  69  72  
74  73  

80  81  

48  
59  

73  

84  
87  92  

95  97  
103  102  

110  111  

2.4% 

3.7% 

4.4% 
4.7% 

5.3% 5.4% 

5.8% 5.9% 

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H37
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目標値(国産原料）       
(50万TDN㌧） 

エコフィード（国産原料）：国産原料
由来のエコフィード（左軸） 
（例：国産果実で生産されたジュースから 
   発生したジュース粕） 

エコフィード（輸入原料）：輸入原料由
来のエコフィード（左軸） 
（例：輸入大豆で生産された豆腐から 
   発生した豆腐粕） 

濃厚飼料全体に占めるエコフィー
ド全体量の割合（右軸） 

とうもろこし約139万㌧（年間輸入 
数量の約14％）に相当。 

とうもろこし約375億円に相当。 
（とうもろこしの単価約27千円／㌧として） 

※ＴＤＮ（Total  Digestible Nutrients）：家畜が消化できる養分の総量。カロリーに近い概念。 



  エコフィードの生産・利用拡大支援（平成28年度） 

畜産環境整備リース事業 
＜(財)畜産環境整備機構＞ 

強い農業づくり交付金 
＜生産局総務課生産推進室＞ 

  産地競争力の強化に向けて生産・流通コストの低減を図るための取
組等に必要な共同利用施設の整備を支援。 【1/2以内】 

20,785百万円 
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エコフィード増産対策事業 
＜生産局飼料課＞ 

■エコフィード生産拡大支援事業（地域推進） 

170百万円 

◆ 食品残さ等の飼料利用拡大を支援 

  食品残さ等の利用拡大量に応じて３千円/㌧以内を助成。 

◆次の取組により、活用が進んでいない食品残さ等の飼料利用を拡大した
場合は上乗せ支援 

   ①分別の実施 ： ６千円/㌧以内 

   ②オンサイトでの含水率削減 ： １千円/㌧以内 

   ③成分分析等の実施 ： ４５千円/１０㌧以内 

   ④エコフィードと国産飼料作物等の混合 ： １千円/㌧以内 

   ⑤他の再生利用手法との一体的なリサイクル ： ４．５千円/１０㌧以内 

◆取組に必要な機材をリース導入する際に、事業実施期間中のリース料金
の１／２以内を助成。 

 畜産環境問題等に適切に対応するため、飼料の給与等に係る機械・
装置及び家畜飼養管理等施設等に必要な施設等を貸付。 

http://www.leio.or.jp/lease/index1-1.html 

畜産関係施設リース事業 
＜(財)畜産近代化リース協会＞ 

 酪農、肉用牛、養豚、養鶏等を経営している畜産農家等に対して、必
要とする施設、機械・器具を貸付。 

http://japla.lin.gr.jp/document/chikusanlease.html 

食品安定供給施設整備資金 
＜日本政策金融公庫＞ 

 食品残さを原料又は材料として利用する事業に必要な加工・運搬・貯
蔵又は回収のための施設及び関連施設の改良、造成又は取得に要す
る資金を融資。 

http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/a_12.html 

■食品残さ等飼料利用体制構築事業（地域推進） 

• 食品残さ等の飼料利用を新たに開始する際に、関係者が連携し、事
業化に向けた取組方針を策定するための取組を支援。【定額】 

■エコフィード利用畜産物差別化促進事業（全国推進） 

◆エコフィード生産技術の向上 

エコフィードの品質向上、畜産物の差別化に繋がるエコフィードの生産
技術等に関する講習会の開催を支援。【定額】 

◆エコフィード利用畜産物の生産技術の普及 

◆エコフィード利用畜産物の流通モデルの確立 

エコフィード利用畜産物の品質向上等に関する実証調査、差別化した畜
産物の生産技術に関する普及活動を支援。【定額】 

食品残さの流通及び差別化した畜産物の販売に関する事業モデル確立
のための実証調査及び普及活動を支援。【定額】 



  

「食品残さ等利用飼料の 

安全性確保ガイドライン」 

※ 農林水産省HPからダウンロードが可能。 

○ 原料の収集、分別の条件 
排出元での分別の徹底、 
責任の明確化等 

 

○ 原料の運搬、保管の条件 
保冷車による品質劣化の防止等 

 

○ 製造の条件 
受入時の分別、加熱による病原微生物汚
染の防止、品質管理等 

 

○ 製品の保存、出荷の条件 
異物混入の防止、温度管理、 
帳簿の記載等 

 

豚用エコフィード飼料設計 

プログラム 

  食品残さ等の飼料成分の
データベースと日本飼養標準
を組み合せ、配合設計をマ
ニュアル化。 

※ (独)畜産草地研究所HPからダウンロード
が可能。 

  

エコフィードを活用したTMR 

製造利用マニュアル 

  地域で生産される飼料作物
や農産副産物、食品製造副産
物の混合飼料としての利用方
法をマニュアル化。 

※ (社)配合飼料供給安定機構が冊子を 
    配布。 

栄養成分分析装置の開発 

 近赤外線による小型・低コストな分析
装置を開発。 

近赤外線分析装置の 

プログラム（検量線）の配付 

※  (社)日本科学飼料協会が配付。 

  近赤外線分析装置によるエコフィード 

 の成分分析の検量線を特定。 

http://www.somaopt.co.jp/tmr/s_7120.html 

※ （株）相馬光学にて開発。 

  エコフィードの推進におけるガイドラインなど 
エコフィード生産に関する 

安全性の確保 
マニュアル等による技術の普及 栄養評価手法の簡素化 

  

マッチングの実施 

「食品リサイクルマッチング」 
  食品残さ等の排出事業者と、食品リサイクル
事業者及び畜産農家等のマッチングを実施。 

http://www.or2.or.jp/eco/public/Index 
※（公財）Save Earth Foundation及び全国食品リサイクル登録再生利用事業者事務連絡会が運営。 
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http://kashikyo.lin.gr.jp/ecofeed.html 

http://www.naro.affrc.go.jp/nilgs/contents/program/ecofeed/index.html 

http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/lin/l_siryo/pdf/ecofeed_guide

_lines.pdf 



畜産農家   

認証エコフィードを適正に配合した飼料
を家畜に給与し、畜産物を生産 

給与 

食品産業  
飼料化施設  

食品循環資源の適正な分
別・保管等 

飼料の適正な製造・保管及
び栄養成分の維持等 

食品産業  

原料の収集・運搬 

販売・消費 

副産物・余剰品等 

加工（飼料化） 

一定の基準（食品循環資源の利用率や栄養成分等）を満たす飼料を「エコフィード」として認証することで、食品リサ
イクルへの関心と理解を深めることを目的とし、平成２１年３月から運用を開始。 

一定の基準（食品循環資源利用率、栄養成分等）を満
たすものを「エコフィード」として認証 

認証機関 （一社）日本科学飼料協会 

販売 

エコフィードの取組を消費者までつなげることで、取組に対する社会の認識と理解を深めることを目的とし、一定の基
準を満たした畜産物を「エコフィード利用畜産物」として認証する制度の運用を平成２３年５月より開始。 

特定された流通経路で畜産物を流
通（加工）、販売 

エ
コ
フ
ィ
ー
ド
認
証
制
度 

エ
コ
フ
ィ
ー
ド
利
用
畜
産
物
認
証
制
度 

【エコフィード認証】 
・ ｴｺﾌｨｰﾄﾞの名称利用 

・ 認証マークの使用  

一定の基準（給与計画に基づく認証エコフィー
ドの給与、販売までのルート特定等）を満たす
ものを「エコフィード利用畜産物」として認証 

認証機関 
（公社）中央畜産会 

【エコフィード利用畜産物認証】 
・ ｴｺﾌｨｰﾄﾞの名称利用 

・ 認証マークの使用  

（平成28年4月末、8銘柄認証済み） 

（平成28年4月末、41銘柄認証済み） 

  エコフィードに関する認証制度 

http://ecofeed.lin.gr.jp/ 

http://kashikyo.lin.gr.jp/ecofeed.html 
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（※両制度の総合相談窓口は（公社）中央畜産会） 



 ＜参考＞認証エコフィード一覧（１） 
■平成２８年４月末現在 （２３事業者４１銘柄） 

  認証番号 申請業者名 所在地 エコフィードの名称 食品循環資源の主な内容 飼料化の手法 対象家畜 
食品循環資源 
利用率 

1 21認証第1号 有限会社フジ商事 愛知県江南市 フジエコドライ１号 
パン、菓子パン、パン屑、米飯、弁当(ご飯のみ)、惣菜、弁当(おかず部分)、野菜・
野菜屑等 

熱風乾燥 豚 100% 

2 21認証第3号 京都有機質資源株式会社 京都府長岡京市 京（みやこ）１号 食品製造副産物、余剰食品、事業系調理残さ、事業系食べ残し 油温減圧脱水方式による脱水乾燥 豚および家禽 100% 

3 21認証第4号 有限会社フジ商事 愛知県江南市 フジエコドライ2号 食パンみみ、菓子パン、パン屑、 生地ロス、余剰包装付着パン類 熱風乾燥 豚 100% 

4 21認証第5号 
明治飼糧株式会社 
（新北海道飼料㈱委託製造） 

北海道苫小牧市 もろみペレット しょう油粕、タピオカ澱粉粕 ペレット化 牛 82%以上 

5 21認証第6号 中部有機リサイクル株式会社 愛知県名古屋市 ドライエコフィードP1 豆腐粕、生鮮食品(野菜・果物)の成型屑、余剰食品・調理残さ・食べ残し等 蒸気間接加熱乾燥＋脱脂 豚および家禽 100% 

6 22認証第1号 

株式会社七星食品 香川県さぬき市 

七星（シチセイ）エコB パンの耳 未処理 

豚 

100% 

7 22認証第2号 七星（シチセイ）エコPP 乾麺 粉砕 100% 

8 22認証第8号 

有限会社ブライトピック千葉 千葉県旭市 

子豚・肉豚前期用ベーススープ 食品製造副産物等、余剰食品 

乳酸発酵処理による液状処理 豚 52%以上 

9 22認証第9号 子豚・肉豚後期用ベーススープ 食品製造副産物等、余剰食品 

10 22認証第10号 子豚・肉豚前期用スープ（オールインワン） 食品製造副産物等、余剰食品 

11 22認証第11号 子豚・肉豚中期用スープ（オールインワン） 食品製造副産物等、余剰食品 

12 22認証第12号 子豚・肉豚後期用スープ（オールインワン） 食品製造副産物等、余剰食品 

13 22認証第14号 
JA東日本くみあい飼料株式会社 
鹿島工場 

茨城県神栖市 IPSF匝瑳ECO18 菓子屑・国産大豆粕・国産菜種粕 粉砕および配合 採卵鶏 20%以上 

14 22認証第15号 

有限会社ファインフォダ 群馬県前橋市 

A飼料用乾燥おから 豆腐粕（生おから） 

高速攪拌火力乾燥（植物性廃食油燃料使用） 牛・豚・鶏 75%以上 

15 22認証第16号 乾燥用粉末茶粕 お茶粕 

16  22認証第35号 
JA東日本くみあい飼料株式会社 
鹿島工場  

茨城県神栖市 IPSF匝瑳ECO16 菓子屑・国産大豆粕・国産菜種粕・国産脱脂米ぬか 粉砕および配合 採卵鶏  20%以上 

17 23認証第1号 

フィード・ワン株式会社 
（苫小牧飼料㈱苫小牧工場委託製造）  

北海道苫小牧市 

エコ60 菓子パン屑・国産大豆粕・国産菜種粕・国産ふすま・国産脱脂米ぬか 

粉砕および配合 採卵鶏 20%以上  

18 23認証第3号 エコ70 菓子パン屑・国産大豆粕・国産菜種粕・国産ふすま・国産脱脂米ぬか 

19 23認証第6号 

 フタバ飼料株式会社 栃木県塩谷郡 

モルトレージ2号  豆腐粕・醤油粕・ビール粕・国産ふすま 

 混合および攪拌 牛 

86.9%以上  

20 23認証第7号 特配レージ  豆腐粕・茶粕・醤油粕・ビール粕・国産ふすま 95.0%以上  

21 23認証第12号 株式会社日本フードエコロジーセンター 神奈川県相模原市 FE飼料A 
小麦系生地屑・パン屑・めし屑・生麺屑等 
 

混合加熱処理 豚 100% 

22 23認証第13号 株式会社農業技術マーケティング 千葉県市川市 V-Mix 食品製造副産物等、余剰食品 熱風間接型乾燥 豚および家禽 100% 

23 24認証第1号 

JA西日本くみあい飼料株式会社 
神戸工場 

兵庫県神戸市 

エコ16 国産ごま油粕・国産醤油粕・国産大豆粕・国産菜種粕・国産脱脂米ぬか 

粉砕および配合 

採卵鶏 

20%以上 24 24認証第2号 エコ17 国産ごま油粕・国産醤油粕・国産大豆粕・国産菜種粕・国産脱脂米ぬか 採卵鶏 

25 24認証第3号 エコ18 国産ごま油粕・国産醤油粕・国産大豆粕・国産菜種粕・国産脱脂米ぬか 採卵鶏 

14 



 ＜参考＞認証エコフィード一覧（２） 
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  認証番号 申請業者名 所在地 エコフィードの名称 食品循環資源の主な内容 飼料化の手法 対象家畜 
食品循環資源 
利用率 

26 24認証第6号 株式会社菅与 秋田県横手市 すがよ発酵エコフィード 食品製造副産物等、余剰食品 乳酸発酵処理による液状処理 豚 90%以上 

27 24認証第8号 有限会社八王子安澤畜産 茨城県坂東市 パクーン 食品製造副産物等、余剰食品 破砕および配合 豚 50% 

28 25認証第1号 
日本配合飼料株式会社 
（苫小牧飼料㈱苫小牧工場委託製造）  

北海道苫小牧市 

エコ50 菓子屑・国産大豆粕・国産脱脂米ぬか 

粉砕および配合 

採卵鶏 20%以上 

29 25認証第2号 ニッパイエコ55-285 菓子屑・国産大豆粕・国産脱脂米ぬか 採卵鶏 20%以上 

30 25認証第3号 
JA西日本くみあい飼料株式会社 
神戸工場 

兵庫県神戸市 しおかぜ17 国産ごま油粕・国産醤油粕・国産大豆粕・国産菜種粕 粉砕および配合 採卵鶏 20%以上 

31 25認証第4号 株式会社リソースガイア 福岡県糸島市 い～とエコフィード 小麦系生地屑・パン屑・生麺屑余剰食品等 蒸気式間接加熱方式 豚 100% 

32 25認証第5号 

株式会社宝山 岩手県奥州市 

宝 ビール粕、国産大麦ジスチラーズソリュブル、おから等 

混合及び撹拌 

牛 60%以上 

33 25認証第6号 元 ビール粕、国産大麦ジスチラーズソリュブル、おから等 牛 50%以上 

34 25認証第7号 王 豆腐粕、国産大麦ジスチラーズソリュブル、生ビール酵母 牛 60%以上 

35 25認証第8号 有限会社哲多和牛牧場 岡山県新見市 特選千屋牛専用飼料 おから 混合及び撹拌 牛 55%以上 

36 25認証第9号 松村商事 福岡県嘉穂郡桂川町 パン飼料 パン屑 乾燥及び粉砕 豚 100% 

37 26認証第1号 株式会社橋本 岐阜県可児市 ドライエコフィードＨ1 総菜、野菜加工屑、米飯、菓子、菓子パン等 蒸気式間接加熱方式 豚 100% 

38 27認証第2号 株式会社木村牧場 青森県つがる市 エコフィードつがる 食品製造副産物等、余剰食品 加水混合 豚 100% 

39 27認証第3号 
有限会社おがた 
（株式会社ナガイエ委託製造） 

熊本県熊本市 すくすくパン粉豚 パン屑 破砕乾燥 豚 100% 

40 27認証第4号 エコマネジメント株式会社 和歌山県和歌山市 繁殖和牛用発酵混合飼料 豆腐粕、麦茶粕、みかん絞り粕、梅種等 サイレージ化 牛 90%以上 

41 27認証第5号 全大阪魚蛋白事業協同組合 大阪府大阪市 ビール粕ミックス ビール粕、麦茶粕、豆腐粕、発酵生麺屑 発酵 豚、牛 65％以上 
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主な生産農場 地域 販売先

1 23-1号 山崎製パン株式会社 惣菜パン 豚
(有)ブライトピック
（千葉県）

関東 ユニー(株)、(株)サークルＫサンクス、(株)ファミリーマート
22-8号
22-9号

食品製造副産物等、余剰食品

2 23-2号 有限会社ブライトピック 豚精肉 豚
(有)ブライトピック
（千葉県）

関東 (株)エコス、イオンリテール(株)
22-8号
22-9号

食品製造副産物等、余剰食品

3 23-3号 有限会社ブライトピック千葉 豚精肉 豚
(有)ブライトピック千葉
（千葉県）

関東 (株)エコス、イオンリテール(株)
22-8号
22-9号

食品製造副産物等、余剰食品

4 23-4号
山崎製パン株式会社
安城工場

惣菜パン 豚
(有)寺内ファーム
（愛知県）

東海 ヤマザキショップ、(株)デイリーヤマザキ 21-1号 パン、菓子パン、パン屑、米飯、弁当、惣菜、野菜・野菜屑等

5 23-5号 株式会社ホクリヨウ 殻付き卵 鶏
(株)ホクリョウ千歳農場
（北海道）

北海道
イオン北海道(株)、マックスバリュ北海道(株)、イオントッ
プバリュ(株)

23-1号
23-2号
23-3号
23-4号
23-5号

菓子パン屑・国産大豆粕・国産菜種粕・国産ふすま・国産脱
脂米ぬか

6 23-6号
株式会社農業技術マーケティ
ング
株式会社ゼンケイ

殻付き卵 鶏
菜の花グループ
（千葉県）

千葉県
茨城県

（スーパーマーケット）
（コンビニエンスストア）

23-13号 食品製造副産物等、余剰食品

7 24-7号 ＪＡ全農たまご株式会社 殻付き卵 鶏
トマルグループ
（群馬県）

埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県

（株）いなげや

22-25号
22-26号
22-27号
22-28号
22-36号

菓子屑・国産大豆粕・国産脱脂米ぬか

8 24-8号
株式会社農業技術マーケティ
ング
堀江ファーム

豚肉
（千葉ヨー
ク）

豚
堀江ファーム
（千葉県）

千葉県 井筒まい泉(株) 23-13号 食品製造副産物等、余剰食品

商品の販売先 給与した認証
エコフィード

食品循環資源の主な内容
認証
番号

申請業者名
認証した
商品

利用
畜種


