
 
 
 

地域のバイオマスを活用した産業化等に必要な施設整備等を支援します。 

  
支援内容 

 【お問い合わせ先】 
    農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 TEL:03-6738-6479 
  最寄りの地方農政局等（77ページの一覧をご覧ください。） 

                                                                                 ＜事業名：地域バイオマス産業化推進事業＞ 

  

 バイオマスを活用した施設を整備したい 

対象となる方 

ご利用方法 詳細は、下記にお問い合わせください。 

①地方公共団体 
②地方公共団体と民間団体（農林漁業者の組織する団体、民間事業者、社団法人、学校

法人、共同組合、第三セクター等）で構成される事業共同体 

   ＜バイオマス産業都市構想づくり＞ 
    バイオマス産業都市として目指すべき将来像や達成すべき目標を設定し、それに向けて 
  具体化する事業化プロジェクト等を盛り込んだ構想づくりを支援します。           
                                                                              【補助率：定額】 
 
  ＜バイオマス利活用施設整備＞ 
    バイオマス産業都市構想に位置づけられた事業化プロジェクトの推進に必要なバイオマ 
   ス利活用施設整備を支援します。  
                                                                                                        【補助率：１／２以内】 

※ バイオマス産業都市とは、木質、食品廃棄物、下水汚泥、家畜排せつ物など地域のバイオマス
を活用した、産業創出と地域循環型エネルギーの強化により、地域の特色を活かしたバイオマス
産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指す地域です。バイオマス関係
府省が共同で行う「バイオマス産業都市募集」に地域のバイオマス産業都市構想案を策定の上、
応募していただき、構想の実現可能性等を審査の上、バイオマス産業都市として選定された地域
を支援します。 

■バイオマス産業都市に選定された地域 

補助 団体 

バイオマス 
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支援内容 

対象となる方 

ご利用方法 詳細については、下記にお問い合わせください。 

バイオ燃料製造施設に係る固定資産税を軽減します。 

  バイオマスから燃料を製造したい 税制 認定 

 農林漁業者等からバイオマス原料の供給を受け、バイオ燃料の製造に 
取り組まれる方 
 *「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律（以 
  下「農林漁業バイオ燃料法」という。）」に基づき、認定を受けた方に限ります。 

＜特例の内容＞ 
 農林漁業バイオ燃料法に基づく「生産製造連携事業計画」の認定を受けてバイオ燃料 
の製造を行う場合、事業の実施に必要な以下のバイオ燃料製造設備を新設する際にかか 
る固定資産税の課税標準を３年間１／２に軽減します。 
 
＜特例の対象施設の種類＞ 
 ①バイオエタノール ②バイオディーゼル燃料 ③ガス（木質、メタン） 
 ④木質固形燃料（例：木質ペレット）  
  ※１ 本税制措置の適用期限は、平成28年3月31日です。 
  ※２ 詳しくは、農林水産省ＨＰ～農林漁業バイオ燃料法～を参照下さい。 
     ⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/bio/nenryoho/index.html 

 【お問い合わせ先】 
    農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 TEL:03-6738-6479 

  ＜法律名：農林漁業バイオ燃料法＞ 

農林漁業者 バイオ燃料製造業者 

連携してバイオ燃料を製造するぞ！ 

バイオマスを需要に
応じて生産し、バイ
オ燃料製造業者に安
定的に供給。 

バイオ燃料製造業者
が、バイオ燃料を製
造し、ユーザーに販
売又は自家利用。 
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  食品残さを有効活用したい 補助 

【お問い合わせ先】 
  最寄りの地方農政局等（77ページの一覧をご覧下さい。） 

                                                    ＜事業名：食品ロス削減等総合対策事業＞ 

対象となる方 

ご利用方法 

メタン発酵消化液を肥料利用する食品廃棄物等のメタン化事業を始めよう
としている又はメタン発酵消化液による食品リサイクルループの構築を検討
している皆様へ 

食品関連事業者、農業者、農業生産法人、再生利用事業者、 
民間団体等 

◆食品ロス削減等総合対策事業のうち新たな食品リサイクルループ構築事業 

支援内容 

詳細については、下記にお問い合わせください。 

・メタン発酵消化液を肥料利用する食品廃棄物等のメタン化事業の具体化に向けた周辺調査、 
周辺住民への説明会開催等の取組を支援します。【補助率：定額（一部１／２）】 
 

 

・メタン発酵消化液による食品リサイクルループの構築に向けた検討会の開催、消化液の 
利用に関する実証試験等の取組を支援します。【補助率：定額（一部１／２）】 

 

○ 調査支援 ○ 説明会等開催支援

・事業予定地における近隣住民や農業者等との
合意形成に必要な資料作成、データ収集、近隣
農業者の消化液の需要量把握調査を実施

・事業予定地における近隣住民や農業者との合
意形成に向けて説明会を開催。

・メタン発酵消化液の肥料利用促進に向けた農業者の
メタン発酵消化液の試験利用を実施

(取組例) (取組例)

※いずれかの取組でも可

○ メタン発酵消化液利用促進支援(補助率1/2以内)
(取組例)

申請書では、地方公共団体と廃棄物処理業の許可についての相談を行い、事業を予定して
いる地域を決定していること等を確認します。

(確認事項)

○ 検討会・研修会等開催支援 ○ 実証試験実施支援(補助率1/2以内)

・食品事業者、再生利用事業者、農業者等で
構成される検討会を設置し、食品リサイクル
ループ構築に向けた検討を実施

・食品リサイクルループ構築に向けて、メタン発
酵消化液の肥料利用の実証試験を実施

・上記検討会で取りまとめた内容を関係する職
員へ説明するための研修会を開催

(取組例) (取組例)

※検討会開催は必須

申請書では、構成員いずれかが廃棄物処理業(メタン化)の業の許可を有している又は有することが確
実であることやループの構築に向けて検討を行うことを構成者間で合意していること等を確認します。

(確認事項)
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食品残さの発生抑制を推進するための具体的な取組は以下のとおりです。 

①各事業者の取組 

・ まずは、食品残さの計量により、適切な発生量の把握が必要 

・ 発生抑制につながる技術・商品開発、賞味期限・表示方法の見直し 

・ フードバンクの活用 等 

②フードチェーン全体での取組 

・ 目標値の設定を契機に、関係者が発生抑制について話し合うことにより、１／３

ルールなどの商取引慣行の改善を図る 

・ 一次産業と連携した食材の仕入れ 等 

③消費者への情報発信 

・ 「消費期限」、「賞味期限」等の正しい表示内容の周知・啓発 

・ ドギーバッグの活用の促進 等 

【参考】発生抑制の目標値について 

食品関連事業者の食品廃棄物等の発生抑制を推進するため、平成26年４月から26業種

について目標値を設定しました。 

今後、定期報告のデータ等を検証し、今回、目標値を設定しなかった業種についても

段階的に目標値の設定が行われることになります。 
 

※ 詳しくは、農林水産省ＨＰ～食品廃棄物等の発生抑制の取組について～ 

  ⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/hassei_yokusei.html 

   を参照下さい。 

 
 
 

  食品残さの発生抑制を進めたいが、具体的な取組方法を教えて欲しい 相談/情報 

情報の内容 

 【お問い合わせ先】 
    農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 TEL:03-6744-2066 
    最寄りの地方農政局等（77ページをご覧ください） 

＜法律名：食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律＞  

 
 

対象となる方 

ご利用方法 

食品残さの発生抑制についての具体的な取組方法等を情報提供していま
す。 

食品関連事業者、再生利用事業者、農業生産法人、地方自治体、消費者、 
民間団体 等 

 詳細については、下記にお問い合わせください。 
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  食品廃棄物の肥飼料化事業を計画しており、そのための資金を借りたい 融資 

融資の内容 

 【お問い合わせ先】 
  農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 TEL:03-6744-2066 

              ＜融資名：食品安定供給施設整備資金（再資源化対策）＞ 

対象となる方 

ご利用方法 

食品加工分野における動植物性残さを再資源化するために必要な加工、
運搬、貯蔵又は回収のための施設の整備に係る資金を融通しています。 

食品の製造又は加工の事業を実施する者 
（流通業者、外食産業、ホテル等は除く。） 

①対象事業 ：食品残さの再資源化（食品残さの選別・堆肥化施設の整備、食品残さから 

       の有用食品素材の抽出・精製など） 

②貸付金利 ：（貸付期間15年の場合） 

       政策金利Ⅰ-1 1.15％（平成27年８月19日現在） 

       政策金利Ⅱ  1.00％（平成27年８月19日現在）  

       ・年間の食品廃棄物等の発生量が100トン以上の者 

       ・主務大臣より再生利用事業者の登録又は再生利用事業計画の認定を受け 

        た者 

③貸付限度額：  ― 

④融資率  ：40％（ただし、北海道、東北地方(新潟県を含む。)は、金融機関との協調 

       融資に支障が生じる場合に限り70％以内） 

⑤償還期限 ：15年以内 

⑥据置期間 ： 3年以内 

  

 ※ 詳しくは株式会社日本政策金融公庫のＨＰを御覧下さい。 

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

 詳細については、下記にお問い合わせください。 

５ 
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  登録再生利用事業者制度のメリットを知りたい 

 再生利用事業計画（食品リサイクル・ループ）認定制度のメリット 
 を知りたい 

相談/情報 

相談/情報 

【お問い合わせ先】 
  農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 TEL:03-6744-2066 
  最寄りの地方農政局等（77ページの一覧をご覧下さい。） 

           ＜制度名：登録再生利用事業者制度＞ 

対象となる方 

ご利用方法 

登録をされると、優良事業者として紹介されるとともに、廃棄物処理
法等の特例措置により、広く食品残さを集めて肥飼料等を作ることが
できます。 

① 農林水産省ＨＰにおいて、優良事業者として事業者名等が紹介されます。 
② 廃棄物処理法における、以下の特例措置が受けられます。 

ア 収集運搬（荷卸し）に係る一般廃棄物の運送業の許可が不要となり
ます。 

イ 一般廃棄物処分手数料の上限規制が解除されます。 
③ 飼料安全法、肥料取締法の特例として、農林水産大臣への製造事業者届

出等が不要となります。 

情報の内容 

詳細については、下記にお問い合わせください。 

農業者、農事組合法人、民間事業者 

  
情報の内容 

対象となる方 

ご利用方法 

【お問い合わせ先】 
  農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 TEL:03-6744-2066 

＜制度名：再生利用事業計画（食品リサイクル・ループ）認定制度＞ 

食品関連事業者、農業者、再生利用事業者、民間団体等 

詳細については、下記にお問い合わせください。 

① 農林水産省ＨＰにおいて、優良事例として紹介されます。 

② 廃棄物処理法における、以下の特例措置が受けられます。 

ア 収集運搬（荷積み・荷卸し）に係る一般廃棄物の運送業の許可が不

要となります。 

イ 一般廃棄物処分手数料の上限規制が解除されます。 

③ 飼料安全法、肥料取締法の特例として、農林水産大臣への製造事業者

届出等が不要となります。 

認定を受けると、優良事業者として紹介されるとともに、廃棄物処理
法等の特例措置が受けられ、特に農林漁業者は、農産物の販路が一定
量確保できます。  

６ 
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飼料製造施設が食品残さの利用を拡大してエコフィード※を増産する取組
を補助します。 

 【お問い合わせ先】 
    最寄りの地方農政局・地域センター（77ページの一覧をご覧ください。） 

                 ＜事業名：飼料増産総合対策事業のうち、エコフィード増産対策事業＞ 

 飼料製造施設と３戸以上の利用農家が連携して組織する団体、３戸以上 
の農業者が組織する営農団体、農協、農事組合法人、農協が株主となって 
いる株式会社 等 

対象となる方 

支援内容 

＜１．食品残さの飼料利用拡大を支援＞ 
 エコフィードの原料として食品残さを活用した場合、食品残さの飼料利用（収集）拡大量
（最低100トン）に応じて助成します。          【助成単価：３千円/トン以内】  

＜２．活用が進んでいない食品残さの飼料利用拡大を上乗せ支援＞ 
 ① 分別の実施 
  エコフィード原料のうち、分別の手間が必要な食品残さについて、分別管理したものを利用

した場合、その利用（収集）拡大量に応じて助成します。 【助成単価：６千円/トン以内】 

 ② 含水率の削減 
  エコフィードの原料のうち、水分含量の高い食品残さについて、食品事業者の事業場で含

水率を低下させたものを利用した場合、その利用（収集）拡大量に応じて助成します。  
            【助成単価：１千円/トン以内】 

 ③ 成分分析等の実施 
  成分が未知又は変動する食品残さ及びそれを活用して生産したエコフィードの成分分析等

を実施した場合、食品残さの飼料利用（収集）拡大量（最大150トン）に応じて助成します。  
                  【助成単価：４５千円/１０トン以内】 

 ④ 国産飼料作物等との混合 

  エコフィードに国産飼料作物等を混合した場合、国産飼料作物等の混合利用拡大量に応じ
て助成します。      【助成単価：１千円/トン以内】 

 ⑤ 他の再生利用手法との一体的なリサイクルの実施 
  エコフィード及び他の再生利用製品の原料とする食品残さを一体的に収集し、リサイクル

を実施することによって、エコフィードの原料とする食品残さの利用を拡大した場合、食
品残さの飼料利用（収集）拡大量に応じて助成します。                          
             【助成単価：４．５千円/１０トン以内】   

＜３．エコフィードの増産に必要な機材の導入を支援＞ 
 １及び２の取組に必要な作業機材のリース料の１/２以内を、事業実施期間中（最大３年間）
補助します。 

  食品残さを飼料として活用したい ８ 補助 団体 

ご利用方法  詳細については、 
下記にお問い合わせください。 

※エコフィード：食品製造副産物、余剰食品、調理残さ、農場残さ等を活用した家畜用飼料 
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民間事業者が実施するマッチングの情報をご利用いただけます。 

支援内容  食品残さを排出する食品事業者と、それをリサイクルする再生利用事業
者、リサイクル製品である飼料や肥料の利用を希望する農業者等を結びつ
けるため、民間事業者が実施するマッチングの情報をご利用いただけます。 

ご利用方法  詳細については、下記にお問い合わせください。 

 【お問い合わせ先】 
 食品リサイクルマッチングサイト窓口 TEL：03-5737-2744（受付時間 9:00～17:00） 
  ⇒http://www.or2.or.jp/eco/public/Index 

 ※運営団体(以下の２団体で運営しています） 
  ・公益財団法人 Save Earth Foundation 
   ⇒http://or2.or.jp/ 

  ・全国食品リサイクル登録再生利用事業者事務連絡会 
   ⇒http://shokuri.jp/ 

 食品残さを活用するための情報（食品残さの排出者、再生利用事業者、 
 利用農家の情報等）が欲しい 

相談/情報 ９ 

民間事業者が収集した、食品残さの飼料化試験の結果等の情報をご利用
いただけます。 

支援内容  全国の試験研究機関等で実施された食品残さ等の未利用資源の飼料化試
験の内容、原料の特性・成分、飼料化方法・効果等の情報をご利用いただ
けます。 

ご利用方法   詳細については、下記にお問い合わせください。 

 【お問い合わせ先】 
 公益社団法人 中央畜産会 経営支援部   TEL：03-6206-0843 
    ⇒ http://ecofeed.lin.gr.jp/ 
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食品残さを利用して生産した飼料又はその飼料を給与して生産した畜産物
を民間事業者が認証します。 

支援内容  食品リサイクルへの関心と理解を深めることを目的
に、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
とともに、認証エコフィードを給与して生産した畜産
物を「エコフィード利用畜産物」として認証します。
認証された製品には「エコフィード」の名称の利用と
認証マークを貼付することができます。 

ご利用方法  詳細については、下記にお問い合わせください。 

 【お問い合わせ先】 
 ＜総合相談窓口＞ 
  公益社団法人 中央畜産会 経営支援部   TEL：03-6206-0843 

 ※認証団体 
  ＜エコフィード認証制度＞（飼料の認証） 
  一般社団法人 日本科学飼料協会 技術部  TEL：03-3297-5631 
      ⇒ http://kashikyo.lin.gr.jp/ecofeed/eco.html  

  ＜エコフィード利用畜産物認証制度＞（畜産物の認証） 
  公益社団法人 中央畜産会 経営支援部   TEL：03-6206-0843 
       ⇒ http://ecofeed.lin.gr.jp/ 

 
 
 

  食品残さを飼料化する取組をアピールしたい 相談/情報 

＜認証マーク＞ 
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木質バイオマス利活用に必要な施設の整備に対して支援します。 

支援内容 

 【お問い合わせ先】 
  林野庁林政部木材利用課 木質バイオマス推進班  TEL:03-6744-2297 

       ＜事業名：森林・林業再生基盤づくり交付金のうち、木質バイオマス利用促進施設の整備＞ 

 木質バイオマスの利活用に取り組みたい 

 地方公共団体、森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、木
材関連業者等の組織する団体、地方公共団体等の出資する法人、ＰＦＩ事業
者、民間事業者等 

11 

対象となる方 

ご利用方法 本事業の活用については、都道府県林務担当課にご相談下さい。 
事業の詳細については、下記にお問い合わせ下さい。 

 木質バイオマスをエネルギー又は製品の原料として、安定的かつ計画的に供給・利用する
ため、以下の整備に対し、費用の一部（１／２又は１／３）を支援します。  
 （１）未利用間伐材等の収集・運搬機材 
 （２）チップ製造施設、ペレット製造施設等の木質バイオマス供給施設 
 （３）木質バイオマスボイラー、木質ペレットストーブ等の木質バイオマスエネルギー 
    利用施設 
 
 なお、長期・安定的に木質バイオマスの利用を図る観点から、支援対象は、 
 ○ 地域に賦存する木質バイオマスの総合的かつ計画的な利活用のために必要な施設・ 
  機材又は、 
 ○ 木質バイオマスの安定取引協定（年間５千㎥かつ５年以上）に基づく施設・機材の 
  整備に限定します。  

手続きの流れ 

都
道
府
県
、 

市
町
村
等 

事
業
主
体 

① 計画を申請 

② 計画を採択 

③ 交付申請 

④ 交付金を交付 

チップボイラー など 

移動式破砕機 燃料用チップ製造施設 

補助 団体 

バイオマス 74 


	スライド番号 65
	スライド番号 66
	スライド番号 67
	スライド番号 68
	スライド番号 69
	スライド番号 70
	スライド番号 71
	スライド番号 72
	スライド番号 73
	スライド番号 74

