
リサイクル・ループの構築と畜産物の付加価値化の取組 

(株)日本フードエコロジーセンター   （神奈川県相模原市中央区田名塩田1-17-13） 

 関東近郊の170件以上の食品事業者において分別管理された食品残さを収集し、養豚用の発酵リキッド飼料を製造。 

 単なるリサイクルの推進ではなく、高付加価値の豚肉生産を目的としており、生産した豚肉を食品残さを排出した食品事業者等で販売
するという地域循環畜産の「環」を構築。 

 原 料 食品製造副産物（製パン屑、製麺屑等）、余剰食品（米飯、牛乳等）、調理屑（野菜屑等） 

 エコフィード製造方法 粉砕・混合・加熱・発酵 
 エコフィードタイプ 発酵リキッドフィード 

 原料収集量 10,000トン／年  原料収集先 食品製造工場、百貨店、スーパー、外食
産業、給食センター 等 

 エコフィード製造量 14,000トン／年 
 エコフィードの利用畜種 豚 

 エコフィードの譲渡先 養豚農家16戸 
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食品産業 

食品工場やスーパー等の食品 
産業から食品残さを受け入れ 

・  バーコードにより食品資源の排出者、種類、量に関する情
報を把握し、それをもとに製造飼料の配合を設計。 

・ 乳酸菌発酵をさせ、液状飼料（リキッドフィード）に調整（24
～48時間）。 

（株）日本フードエコロジーセンター 

タンクローリー車
で農家まで運搬 

生産された豚肉は、食品残さを
排出した食品産業を中心に販売 養豚農家 

搬入 破砕 異物除去 加熱・発酵 

発酵リキッド飼料 

・ 国産の安価な飼料として利用できるため、
飼料コストを削減。 

・ リキッド飼料の給与により、粉塵の発生
が減少し、呼吸器系疾患が減少。 



 

 

 

農家 10戸 

（乳用牛1，200頭・肉用牛244頭） 

地域の酪農経営を中心とした食品残さの飼料化の取組 

 エコフィード利用組合 EARTH （北海道野付郡別海町） 

 原 料 おから、焼きそば、総菜 

 エコフィード製造方法 混合・発酵  エコフィードタイプ 発酵ＴＭＲ 

 原料収集量 1,320トン／年  原料収集先 食品製造工場２件 

 エコフィード製造量 5,500トン／年  エコフィードの利用畜種 乳用牛・素牛 

 エコフィードの譲渡先 酪農家10戸 

エコフィード利用組合 EARTHでは、地域で発生するおから、やきそば、総菜などを利用し、ＴＭＲを生産。 
粗飼料、配合飼料と併せ、飼料自給率向上の取組を推進。 

食品 
事業者 
（札幌） 麺類と麺の生地 

おから 
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・乳飼費がH21年度39.9％から 
 H23年度30.2％に改善 

・乳量は7,315kg／1頭（H21）から 
 8,226kg／1頭（H23）と911kg増加 



食品残さを利用した飼料化(リキッドフィーティング)の取組 

株式会社 菅 与 食品リサイクル工場 （秋田県横手市柳田字新藤190-19） 

 原 料 食品製造残さ（パン屑等）、余剰食品（豆腐、納豆等）、副産物（ホエイ、おから、酒粕、ジュース絞りかす等） 

 エコフィード製造方法 粉砕・混合・発酵  エコフィードタイプ 発酵リキッドフィード・ＴＭＲ 

 原料収集量 7,150トン／年  原料収集先 製麺工場、精米所、全酪連 他 

 エコフィード製造量 12,702トン／年  エコフィードの利用畜種 豚・肉用牛(短角)・乳用牛 

 エコフィードの譲渡先 自社牧場 （鳥海高原ファーム他） 

 株式会社菅与は、県内外の食品会社から排出された食品残さを保冷車で収集し、加熱後粉砕、ホエイを加え乳酸発酵させた質の 
良い発酵リキッドフィードを製造し自社農場にて給与。また、堆肥を活用した循環型農業と耕畜連携へ取組んでいる。 
 自社農場で生産された豚肉は、「エコの森 笑子豚（えこぶー）」のブランドで販売。高い評価を得ている。 
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食品残さを利用したエコフィードの取組 

 農事組合法人 高清水養豚組合 
 エコフィードFactory高清水 

（本社：宮城県栗原市高清水影の沢38-149） 

 原 料 食品製造残さ（パン屑、生麺、練り製品、菓子屑等）、余剰食品（野菜屑、米飯等） 

 エコフィード製造方法 乾燥、粉砕  エコフィードタイプ マッシュタイプ 

 原料収集量 2,000トン／年  原料収集先 製麺会社、製菓会社 等 

 エコフィード製造量 1,000トン／年  エコフィードの利用畜種 豚 

 エコフィードの譲渡先 配合飼料メーカー（（株）サイボク飼料）、自社牧場、グループ農場 

 宮城県及び近隣地内の食品製造業から発生する余剰食品及び製造屑（主に製麺屑）を回収し、真空乾燥により飼料化。 
 エコフィードを給与して生産された豚肉は、「高清水ＫＹＯポーク」としてブランド化。 

エコフィード工場 

食品残さ(粉砕後) 
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食品循環資源、及び地域農産物を活用した飼料化の取組 

 有限会社ブライトピック千葉 溝原工場 （千葉県旭市） 

 ㈲ブライトピック千葉溝原工場では、食品メーカーの製造副産物、スーパーコンビニの未利用食品、及び地域で生産された飼料米、サ
ツマイモ等の農産物を利用して液状飼料を生産。海外原料が主体の配合飼料を代替することにより、飼料自給率向上の取組を推進。 

食
品 

事
業
者 

有限会社ブライトピック千葉 溝原工場 

食
品 

事
業
者 

Ｔ
Ｍ
Ｒ
タ
イ
プ 

牛乳・飲料類、パン類、麺類、菓子類、惣菜類、野菜類、飼料米、サツマイモ等  原 料 

 エコフィード製造方法 乳酸発酵方式  エコフィードタイプ 発酵液状飼料 

 原料収集量 43,000トン／年（24年度）  原料収集先 食品製造工場・食品小売店・地域耕種農家等 約200社(戸) 

 エコフィード製造量 66,000トン／年（24年度）  エコフィードの利用畜種 豚（肥育豚） 

 エコフィードの譲渡先 自社、及びグループ生産者（2社） 

①〈搬入口〉 

農
場 

〈トラックで収集〉 

〈ローリーで農場へ運搬〉 

〈リキッド飼料〉 

↑〈フルーツ残さ〉 

③〈液体飼料と混合〉 

②〈異物除去、粉砕〉 

④〈乳酸発酵〉 

↑〈生地残さ〉 

お問い合わせ先 
0467-77-2413（鹿股参与） 

（エコフィード認証取得） 
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横浜市有機リサイクル協同組合 
横浜市食品リサイクル加工センター 

リサイクル・ループを活用した食品残さの飼料化の取組 

横浜市食品リサイクル加工センター （神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12-55） 

 原 料 食品製造残さ（肉まんの皮等）、余剰食品（野菜屑、米飯等、パン屑等） 

 エコフィード製造方法 乾燥  エコフィードタイプ 乾燥品 

 原料収集量 2,600トン／年  原料収集先 スーパーユニー、横浜高島屋、京急百貨店等 

 エコフィード製造量 600トン／年  エコフィードの利用畜種 豚（肥育豚） 

 エコフィードの譲渡先 養豚農家（アリタホックサイエンス、バーボンホック、SKファーム等） 

 横浜市食品リサイクル加工センターは、県内のスーパーやデパート等から排出された食品残さを保冷車で収集し、乾燥・脱脂を行い 
養豚用飼料（エコフィード）を製造。 
 横浜市食品リサイクル加工センターと契約した農家で生産された豚肉は、精肉として、原料収集先で販売。リサイクル・ループを実現。 

〈養豚農家〉 

アリタホック    
サイエンス 

食肉加工 

乾燥 殺菌 脱脂 

〈食品事業者〉 
横浜高島屋 
京急百貨店 

スーパーユニー 

飼料 

受入 搬出 
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地域の酪農経営を中心とした食品残さの飼料化の取組 

 浜名酪農業協同組合  ＴＭＲセンター （静岡県浜松市） 

 原 料 食品製造残さ（おから、ビール粕等） 

 エコフィード製造方法 混合・発酵  エコフィードタイプ フレッシュＴＭＲ 

 原料収集量 10,172トン／年（平成24年度）  原料収集先 県内外 

 エコフィード製造量 20,080トン／年（平成24年度）  エコフィードの利用畜種 牛 

 エコフィードの譲渡先 組合員 

浜名酪農業協同組合ＴＭＲセンターでは、県内外で発生するおから、ビール粕等を利用し、乾草と混合し、ロールサイレージを作成。 
その後、給与する直前に、発酵させたロールサイレージを混合し、TMR飼料として、組合員の牛へ給与を行うことにより、飼料費低減を
図り、また飼料自給率向上の取組を推進。 

〈組合員の牛へ給餌〉 

食品製造残さ 
運搬業者 

①〈食品製造残さ〉 ②〈乾牧草との混合〉 

③〈整形〉 

④〈整形したロールを解体し、栄養 
  成分を考慮しTMR飼料を作成〉 

⑤〈調整したTMR飼料を袋詰め〉 

問合先電話番号：053-487-5399 

〈給餌用トラック〉 

〈TMRセンター外観〉 

〈残さの搬入〉 

←TMR飼料 
  の作成 

↑TMR飼料 
  の積出し 

浜名酪農業協同組合 TMRセンター 
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特定非営利活動法人地域循環ネットワーク 

リサイクル・ループを活用した食品残さの飼料化の取組 

 特定非営利活動法人地域循環ネットワーク （新潟県長岡市東蔵王2-1-10市民生活工房内） 

 原 料 給食残さ（パン屑、野菜屑等）、米菓、おから等 

 エコフィード製造方法 混合・攪拌・加熱・発酵  エコフィードタイプ 食品残さ乾燥飼料 

 原料収集量 約500トン／年  原料収集先 小・中学校、スーパー等 

 エコフィード製造量 約500トン／年  エコフィードの利用畜種 豚、ミンク 

 エコフィードの譲渡先 市内畜産農家等 

 特定非営利活動法人地域循環ネットワークは、長岡市内の小・中学校等の給食残さやスーパー等から排出される食品残さを利用し、
飼料を製造。製造にあたっては、分別回収した食品残さを混合・攪拌・加熱処理した上で、有用菌を加え発酵させて製造。 
 製造された飼料は市内の畜産農家等に利用され、生産された豚肉は食品残さ排出先等で販売・利用。 

分別 

混合・攪拌・加熱 発酵 

養豚農家 

学校、ス－パー等 

食肉加工 
・販売者 
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食品残さを活用したリキッドフィードの取組 

 エコフィード利用組合 （富山県黒部市三日市） 

 原 料 食品製造残さ（パン屑、菓子屑等） 

 エコフィード製造方法 液化、成分調整  エコフィードタイプ リキッドフィード 

 原料収集量 1,600トン／年  原料収集先 食品製造業者、乳業メーカー他 

 エコフィード製造量 10,500トン／年  エコフィードの利用畜種 豚 

 エコフィードの譲渡先 エコフィード利用組合員 

 ２１年度の補助事業によりリキッド飼料化施設等を導入、近隣県や近畿方面の食品製造業者等の食品残さを収集してリキッドフィード
を製造し、エコフィード利用組合員へ販売。 
 また、利用組合では、組合員が産業廃棄物の許可を取得し、利用組合と委託契約を結ぶことによって産業廃棄物を受入。 

食品事業者 
養豚農家 

エコフィード利用組合 

成分調整 液状化 
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