
食品製造業者 全国の畜産農家配合飼料メーカー

【事業１】エコフィード利用推進奨励金事業：畜産農家向けに販売する配合飼料中のエコフィード利用
量の増加実績に対して奨励金を交付。 【定額】

【事業２】エコフィードの生産拡大に応じた原料（食品残さ）の集荷体制を構築するための経費について
支援。 【リース料の１／２相当額以内：初年度限り】

協議会の設置

食品残さ飼料化業者

連携

・原料収集拡大のための活動
・エコフィードの品質管理
・新たなるエコフィードの利用拡大等

１ エコフィード緊急増産対策事業

【事業効果】
・飼料原料の多元化
・エコフィードの安定的確保

事業２：エコフィード原料集荷体制整備支援事業

事業１：エコフィード利用推進奨励金事業

・原料の品質確保の体制を整備することにより、生産されるエコフィードの品質を向上

【事業効果】
・良質な原料の確保
・生産拡大による稼働率の
向上、コスト低減

原料の
収集

配合飼料
の販売

１

「配合飼料メーカー」と「食品残さ飼料化業者」が連携・協調してエコフィードの利用拡大（本事業にお
いて対象とする原料に限る。）に向け協議会を設置して取り組む場合、

参考３－１



食品残さの排出者

食品残さ飼料化業者 配合飼料メーカー

畜産農家

地域協議会の設置

販売量の確認取引量の把握 販売量の確認

食品製造業者、卸売業者、
小売店及び外食産業等、
食品残さを排出する者。

食品残さを収集・加工し、
飼料化（エコフィードの製
造）を行っている者

配合・混合飼料等を製造し、
畜産農家に販売している者

家畜の飼養管理をしている
者

○本事業において、「配合飼料メーカー」と「食品残さ飼料化業者」は連携・協調し、エコフィードの増産
と利用の拡大を図ることを目的とする地域エコフィード利用促進協議会（以下「地域協議会」という。）
を設置する。
○地域協議会の「配合飼料メーカー」が畜産農家に販売する配合飼料中のエコフィードの量が、前年
度若しくは過去３年の平均のいずれか多い方（以下「基準数量」という。）と比較し、当該年度において
それを上回った増加の実績数量に対して、中央団体を経由し、奨励金を交付する。

事業１ エコフィード生産利用推進奨励金事業

２

エコフィードの量は、農家に販売された配合飼料中へのエコフィードの使用量（ＴＤＮベース）とする。

中央団体

配合飼料工場が所属する
中央団体

○地域協議会との調整、指導及び報告書類の取りまとめ。
○増産奨励金（事業１）及び体制整備補助金（事業２）の地
域協議会への交付。

エコフィード含有飼料の拡大推進事業



食品残さの排出者 食品残さ飼料化業者 配合飼料
メーカー

地域
協議会

○地域協議会の構成員である「食品残さ飼料化業者」がエコフィードの増産のための集荷体制を整備
する場合、機器等のリースによる体制整備に必要な初年度のリース料を協議会に対して補助する。
○事業の参加要件は、地域協議会におけるエコフィードの増産数量（計画）に対し、一定の増産数量
（実績）を達成することが見込まれるものとする。
○補助の対象は、収集体制整備の検討経費及び保冷設備のリース費（排出者側の食品残さ収納庫
及び食品残さ飼料化業者側の収集食品残さ保管庫へのクーラーの設置、食品残さ収集のための保
冷車等）の１／２以下。
○当該事業は、事業参加初年度のみを対象とし、評価は事業最終年度とする。増産数量（実績）が一
定数量に達しなかった場合、補助金を返還。

事業２ エコフィード原料集荷体制整備支援事業

原料収集体制を拡大したため・・・
①原料排出元：残さを回収するまでの時間が長くなると品
質が劣化。
②原料の収集：収集範囲の広域化や残さの回収量の増加
により、原料の回収体制では対応が困難。
③飼料化業者：原料の収集量の増加に対応するためには、
原料ストック施設における品質保持の対策が重要。

① ② ③

保冷施設、保冷車等収集体制の整備

※リース経費（事業参加初年度１年分のみ）

○事業開始初年度に、３年後の増産数量の
計画を設定。
○３年後、増加数量の実績を評価。計画に対
し、一定水準（計画に対する最低達成数量
（８割）の７割）に満たない場合、その未達成
分について、補助（相当額）を返還。

畜産農家

３



○エコフィードの技術波及を図るため、原料や製品の収集・運搬が県域を越える
ような大規模で先端的・モデル的な取組について、国による直接採択により飼
料化施設の整備を支援。【１／２以内】

２ 未来志向型技術革新対策事業（うち、飼料化施設）

食品残さ飼料化業者 畜産農家食品産業（排出元）

Ａ県

Ｂ県

食品残さを県域を越える大規
模な収集・運搬体制を整備。

新技術等を用いたモデル的
な飼料化の整備

事業の対象：加工利用施設
(原料保管、分別、原料保管、
飼料化調整等の施設)、公害
防止施設及び附帯施設。

収集 販売飼料化

４



食品残さ飼料化業者

○ これまでの取組（定額）

○ 拡充内容

地域研修会の開催

専門技術者の設置

【地域調整会議による関係者の連携】

【地域情報の分析】
残さの種類、量、季節変動、
飼料化手法等

【エコフィードの分析】
栄養分析、給与試験（嗜好
性、肥育成績）等

食品産業（排出元） 畜産農家

これからエコフィードの取組を実現しようとする関係者又は製
造しているエコフィードの品質の向上を図ろうとする関係者等
が、適正な食品残さの飼料化の取組を実践するために必要な
知識を習得するための研修会等の経費を助成。

エコフィードの利用を促進するため、畜産（飼料給与関係）や
環境（廃棄物処理関係）等の専門技術者が、食品残さの飼料
化の実現に向けた取組の推進及び畜産農家における利用定
着に向けた指導等を専従的に行うために必要な経費を助成。

３ 地域エコフィード利用体制確立支援

５



中小規模の食品業者から発生する食品
残さや新たな飼料原料（DDGS）等、輸
送・保管、利用方法等技術的な課題があ
り利用が進んでいない未利用・低利用資
源についての飼料化を促進

・新たな飼料原料の掘り起こし

・利用上の課題とその解決方法の検討

・実証試験

・新たな飼料原料の普及

６

②資源有効利用に関する検討
・食品残さ及びエコフィードのデータ分析
・適正な収集及び飼料化手法の検討
・エコフィード給与に適した畜種、配合率等の検討

①未利用・低利用資源の掘り起こし調査
・地域特有の食品残さ
・収集体制の整備が難しい食品残さ
・飼料化が困難な食品残さ 等

③飼料化及び給与の実証試験
・飼料化システムの検討
・エコフィードの給与試験（嗜好性、増体等）
・生産された畜産物の評価と課題の分析等

４ 未利用・低活用資源の飼料化促進



液状

（
エ
コ
フ
ィ
ー
ド
の
生
産
）

食
品
残
さ
飼
料
化
施
設

畜産農家

５ 畜産経営生産性向上支援リース事業（うち、エコフィード給餌装置）

○ 生産性向上に資する機械等を畜産農家等にリースする事業実施主体に対し、
当該機械の購入費の１／３を助成。

乾燥

①農協等②都道府県

飼料費低減
の計画書類
を作成

計画書類
の審査等

③事業実施主体

提出上申

相談

リキッド飼料専用の給餌
システムが必要

・リキッド飼料受入糟
・リキッド搬送機器
・リキッド給餌機器 等

配合飼料と混合するた
めの機器が必要

混合機（エコフィードと
配合飼料等の混合）等

リース

機材の
購入等

農家が２／３を負担
（※機材の上限額有）

【事業の流れ（案）】

７



食品残さ飼料化業者
配合飼料工場 等エコフィード原料排出元

エコ
フィード

食品残さ飼料 又は
それを配合した飼料

②書類
確認

③現地調査 ④認証

③審査

※申請書類に添付するもの
・飼料化の手順書
・契約関係書類
・安全性の確認書類等

審査委員会

有識者等による審査
の実施

エコフィード認証機関

9

６ 食品残さ飼料化促進対策推進事業（うち、エコフィード認証制度）

○原料の収集からエコフィード製造にかかる作業工程において、一定の審査基準を満たす

飼料を「エコフィード」として認証し、その利用促進を図る。
○認証の手順（案）

① 認証希望者は、申請書類とともに、「飼料化の手順書」や「安全性の確認書類」等を添付し、認証機関に対し申請。
② 認証機関は、申請者からの書類を確認し、要件を満たしていると判断した場合、審査委員会に上申。
③ 審査委員会は書類を審査するとともに、現地調査等を実施。
④ 審査に合格した場合、「エコフィード」として認証し、「エコフィードの名称」及び「認証マーク」の使用を許可。

①申請 （※）

８
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エコフィード関連事業（平成20年度予算関係）について

１ エコフィード緊急増産対策事業（一般、新規）

７９２（０）百万円

＜内容＞

短期間に配合飼料原料としてのエコフィードの生産量と利用量を拡大する

とともに、畜産農家にその有効性を広めるため、配合飼料メーカーと食品残

さ飼料化業者の両者が連携してエコフィードの生産量を増加させる取組及び

原料の品質確保に必要な集荷体制を構築する取組に対し支援。

＜事業実施主体及び補助率＞

農協、農協連（連合会）、事業協同組合等 定額、１／２以内

２ 未来志向型技術革新対策事業（一般、継続)

４，７９３（５，８８２）百万円の内数

＜内容＞

エコフィード技術の波及を図るため、原料や製品の収集・運搬が県域を越

えるような大規模で先端的・モデル的な取組について、国による直接採択に

より飼料化施設の整備を支援。

※ 対象となる飼料化施設：加工利用施設(分別及び収集施設、原料保管施

設、製品保管施設、クッカー、調製装置、乾燥装置、加熱殺菌装置 等)、

公害防止施設及び附帯施設。

＜事業実施主体及び補助率＞

事業協同組合（連合会）、協業組合等 １／２以内

３ エコフィードの推進（食品残さ飼料化対策推進事業）（一般、継続）

２７（２８）百万円

＜内容＞

（１）ネットワークづくり

畜産団体、食品産業団体等の協力の下、全国的な飼料化や残さの供給実態

に関する調査の実施・データベース化及びＩＴを活用した地域情報システム

の構築。

（２）エコフィード認証制度の創設

畜産農家がエコフィードを安心かつ安定的に利用するため、エコフィード

認証制度協議会において、配合飼料メーカー等のエコフィード製造・利用事

業体の認証やエコフィード活用畜産物等に対する表示認証の検討。

（３）普及啓発

食品産業関係者、生産者、消費者などを対象としたＰＲ資料等の編集・作
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成、エコフィード関係者による推進会議、シンポジウム、技術研修会の開催

等。

＜事業実施主体及び補助率＞

民間事業者（公募型） 定額

４ 国産飼料資源活用促進総合対策事業

うち、未活用資源の飼料化の促進（農畜産業振興事業、新規・拡充）

６，８６７（１，４１９）百万円の内数

＜内容＞

（１）地域エコフィード利用対策確立支援（新規・拡充）

関係者による連携、地域情報の分析等を行うとともに、食品残さの飼料化

を事業化しようとする地域的取り組みを成功に導くための地域研修会の開催

及び専門技術者を設置。（定額）

（２）未活用・低利用資源の飼料化促進（拡充）

小規模店の豆腐かす、パンくずやＤＤＧＳ等新たな飼料原料について、利

用方法を検討。

＜事業実施主体及び補助率＞

民間事業者（公募型） 定額

５ 畜産経営生産性向上支援リース事業（農畜産業振興事業、新規）

１３，４０９百万円

＜内容＞

生産性向上に資する機械等を畜産農家等にリースする事業実施主体に対

し、当該機械の購入費の１／３を助成。

＜事業実施主体及び補助率＞

民間事業者（公募型） １／３以内

６ エコフィード利用促進対策事業（JRA予算、新規(20-21年度)）

５０百万円

＜内容＞

（１）企画検討委員会の開催

事業の実施設計を行う企画検討委員会の開催

（２）栄養特性分析機器開発事業

分光光度計を用いたエコフィードの簡易な栄養特性分析手法について、安

価かつ迅速に実施できる機器を開発。

（３）栄養特性評価手法の開発

栄養成分の変動がみられるエコフィードについて、畜産農家等が適正に利

用できるように、他の飼料のと組み合わせや給与方法を検証し、エコフィー

ド配合設計用マニュアルを作成。
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＜事業実施主体及び補助率＞

（社）配合飼料供給安定機構 定額

７ リサイクル飼料（エコフィード）利用畜産物の評価調査事業（JRA事業、継

続(19-21年度)）

１５０百万円

＜内容＞

（１）企画検討委員会の開催

事業の実施設計を行う企画検討委員会の開催

（２）エコフィードを利用した生産実証試験

エコフィードについて、品種及び飼料形態（乾燥、リキッド）毎の給与実

証試験を実施

（３）畜産物等の科学的評価

エコフィードを利用した畜産物についての理化学分析、食味官能試験及び

環境負荷評価の実施並びにＰＲ

＜事業実施主体及び補助率＞

（社）配合飼料供給安定機構、（財）日本食肉消費総合センター 定額

８ 地域バイオマス利活用交付金（一般、継続）

１１，１２９（１４，３４６）百万円の内数

＜内容＞

（１）地域バイオマス利活用推進交付金（ソフト支援）

① バイオマスタウン構想の策定

② バイオマスタウン構想実現のための総合的な利活用システムの構築

（２）地域バイオマス利活用整備交付金（ハード支援）

① 地域における効果的なバイオマス利活用を図るために必要なバイオマス

変換施設及びバイオマス供給施設・利用施設の一体的な整備

② 新技術を活用したバイオマス変換施設のモデル的な整備

③ 家畜排せつ物等有機性資源の利活用に必要なたい肥化施設等の共同利用

施設等の整備

＜事業実施主体＞

（１）ソフト支援

市町村、農林漁業者の組織する団体、第３セクター、消費生活協同組合、

事業協同組合、ＮＰＯ法人、食品事業者、食品廃棄物のリサイクルを実施す

る事業者、バイオマスタウン構想書を策定した市町村が必要と認める法人

（２）ハード支援

都道府県、市町村、農林漁業者の組織する団体、ＰＦＩ事業者、共同事業

体、第３セクター、消費生活協同組合、民間事業者等

＜交付率＞
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１／２以内（但し、民間団体は原則として１／３以内）

○融資制度

１ 食品安定供給施設整備資金（農林漁業金融公庫）

＜内容＞

（１）対象事業者

食品又は飼料の製造、加工又は流通の事業を営む者およびこれらの者の組

織する法人

（２）対象事業等

飼料の製造又は流通の合理化に資する事業に必要な次に掲げる施設の改

良、造成又は取得

① 原料又は材料の受入、保管又は供給に必要な施設

② 製品の製造、保管又は配送に必要な施設

③ その他製造又は流通の合理化に資する事業に必要な施設及び関連施設

（３）融資率

４０％（土地の取得に係るものは３０％）

（資本の額又は出資の増額が３億円を超え、かつ常時使用従業員が300人を

超える会社が行う事業は３０％（土地の取得に係るものは２０％））

（４）金利

政策金利Ⅰ－１（１.７５～２.０５％）（金利水準は平成２０年３月１９日現在）

２ 飼料供給体制整備合理化事業（日本政策投資銀行）

＜内容＞

（１）対象事業者

配合飼料の製造及び流通の合理化に資する施設整備を行う者

（２）対象事業等

配合飼料の製造及び流通の合理化に資する施設の整備事業（当該施設の立

地は原料の搬入及び製品の需要地への供給に適したものであること）

（３）融資率

４０％

（４）金利

政策金利Ⅰ（金利については日本政策投資銀行に確認して下さい。）


