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㈱マエダ などの取組

(有)浜道清掃社による収集･運搬

㈱マエダが野菜を購入し販売
（8.5ｔ/年）

東通村の農業者が、この堆肥を年間
36ｔ使用し、野菜（ねぎ、キャベツ、白菜、

レタス）を生産（10.4ｔ/年）

(有)浜道清掃社にて、
副資材約22ｔを加え、
たい肥化（年間36ｔの
生産見込み）

㈱マエダのむつ市内
4店舗の食品残さ：

150ｔ/年

個人消費者等
に年間1.9ｔを
契約販売

食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等
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㈱ウジエスーパー、
㈲クリーン北上に
よる収集･運搬

㈱ウジエスーパーの

仙台市、石巻市、塩釜市
（１０店舗）の食品残さ：４
４ｔ/年

㈱ウジエスーパー などの取組
食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等

㈱ウジエクリーンサービスにて、
副資材0.3 ｔ を加え、たい肥化（４ｔ/
年を 製造）

(有)おっとちグリーンステーションが、このたい肥を
年間４t 使用し、米を生産（４ｔ/年）

㈱ウジエクリーンサービス・㈱ウ
ジエスーパーが購入し、販売。
（４t/年）
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秋田協同清掃㈱による収集･
運搬

㈱イヤタカが購入(0.36t/
年)し、調理提供

秋田協同清掃㈱にて、副資
材2.61t/年を加え、たい肥化
（2.71t/年を製造）

㈱イヤタカの取組

食品関連事業者 再生利用事業者㈱イヤタカの秋田市内の宴
会・パーティー２店舗の食品残
さ：2.61 t/年

農林漁業者等

松橋 稔が、このたい肥2.71t/年を使用し、
アスパラガスを生産（0.36t/年）

３



㈱アース・パートナーによる収
集･運搬㈱タカヤナギが全量購入

（80.46t/年）し、店舗販売

㈱ｱｰｽ・ﾊﾟｰﾄﾅｰにて、た
い肥化（61t/年）

㈱タカヤナギの
秋田県内(17店舗)
の食品残さ：600t/年

㈱タカヤナギなどの取組

再生利用事業者食品関連事業者

農林漁業者等

㈱アース・パートナー及び秋田県内の農業者
９名が、このたい肥61t/年を使用し、水稲米、
野菜（枝豆等）及び果樹（りんご）を生産
（80.46t/年）
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㈱東日本興産による収集･運搬

伊達市の農業者２１名が、この普通肥料を年間
105.1ｔ使用し、野菜（きゅうり、ばれいしょ等）、
果実（もも、いちご等）を生産（123.5ｔ/年）

㈱東日本興産にて、
汚泥等109.9ｔを加え、
普通肥料化
（105.1ｔ/年を製造）

㈱いちい などの取組

食品関連事業者 再生利用事業者㈱いちいの
福島県の店舗(11店舗)
の食品残さ：284.8ｔ/年

・特定の事業者に年間

78.7ｔを契約販売
・直売所きてみらいに

年間30.5ｔを販売委託

㈱いちいが、自社の商品
として購入・販売
（14.3ｔ/年）

農林漁業者等
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㈱結南クリーンセンターによる
収集･運搬ユニー㈱が購入し、店舗販売

(13.8t/年)
(農)むかしの堆肥にて、副資
材48.2t/年を加え、たい肥化
（33.3t/年を製造）

ユニー㈱などの取組

卸売業者に
51.5t/年を販売

食品関連事業者 再生利用事業者ユニー㈱の
茨城県守谷市、栃木県宇都宮
市(２店舗) の食品残さ：51.t/年

㈱レインボーフューチャーが、このたい肥
33.3t/年を使用し、野菜を生産（65.3t/年）

農林漁業者等
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㈱群成舎による収集･運搬ユニー㈱が購入(14t/年)し
店舗販売

㈱アイル・クリーンテックにて、
副資材22.3t/年を加え、たい
肥化（20.6t/年を製造）

ユニー㈱などの取組

卸売業者に19t/年
を販売

食品関連事業者 再生利用事業者
ユニー㈱の
群馬県高崎市、埼玉県東松
山市の(2店舗)の食品残さ：
140t/年

農林漁業者等

㈱角屋商店が、このたい肥20.55t/年を使用し、
野菜（ネギ、キャベツ、ブロッコリー）を生産（33t/
年）

７
１



㈱群成舎による収集･運搬
㈱イトーヨーカドー、㈱ヨーク
マートが購入(89t/年)し、店

舗販売

㈱アイル・クリーンテックにて、
副資材10.5t/年を加え、堆
肥化（20t/年を製造）

㈱イトーヨーカドーの取組

計画外で市場等にて
44t/年を販売

食品関連事業者 再生利用事業者㈱イトーヨーカドー、㈱ヨーク
マートの埼玉県内の13店舗の
食品残さ：0.4 t/日

農林漁業者等

㈱セブンファーム深谷が、この堆肥20t/年を使用
し、野菜（ねぎ、オクラ、ブロッコリー、カリフラワー、
かぼちゃ、きゃべつ、大根）を生産（133t/年）

８



㈱木下フレンドによる
収集・運搬㈱東武百貨店船橋店が、年間

3.27t購入し、販売

㈱遊楽ファームが、このたい肥12.4 ｔ/
年を使用し、たまねぎを生産（8.3t/
年）

(株)フジコーにて、木
くずを4.4t/年を加え、
たい肥化（12.4t/年を
製造）

㈱東武百貨店船橋店の
食品残さ：20 ｔ/年

㈱東武百貨店の取組

食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等

卸売業者に5.03t/
年を販売

９



横浜環境保全㈱による収集･運
搬

㈱東急グルメフロントが購入
（1.2t/年）し、「そばの薬味」と
して利用

横浜環境保全㈱にて、
たい肥化（3.87t/年を製造）

㈱東急グルメフロントの
横浜市内(しぶそば３店舗)
の食品残さ：38.3/年

㈱東急グルメフロントなどの取組

食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等

㈱あらきが、このたい肥3.87t/年を使用
し、ネギを生産（14.0t/年）

契約取引先に12.8t/年を
販売 10



新潟興産㈱、㈲クボタクリーン
による収集･運搬

ユニー㈱が購入(59.2t/
年)し店舗販売

ユニー㈱ などの取組
食品関連事業者

青果市場に
139.9/年を販売

ユニー㈱（ｱﾋﾟﾀ）の新潟市（2店
舗）の食品残さ：201ｔ/年

再生利用事業者

㈱不二産業にて、副資材（もみ殻、
戻し堆肥、木くず等）を投入し、た
い肥化（64t/年を製造）

新潟みらい農業協同組合（有機資源利用友の会）
が、このたい肥64ｔ/年を使用し、野菜（ねぎ、キャ
ベツ、かぼちゃ等）を生産（199.1ｔ/年）

農林漁業者等
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㈱ウオロク、㈱たかの、㈱もったいない村、
㈲外長商店、㈱こしじ販売、㈱百萬粒、
㈲萩野商店が購入し、生鮮野菜や加工品
を製造・販売計355t/年

㈱ウオロク、㈱たかのなどの取組

農協等に
572t/年を
販売

農林漁業者等

㈱ウオロク、㈱たかの、寺泊中央水産㈱、山六水産㈱、㈱中
央開発、㈱寺泊浜焼センター、㈱雅裳苑、㈲外長商店、㈱こ
しじ販売、㈱もったいない村、㈱百萬粒、㈲萩野商店、㈲うな

ぎの井口の食品残さ：825ｔ/年

㈲徳永農園、㈱たかの、(農) 花の香、㈱ファームくじらなみ、(農)矢田営農組合、㈲小畑
農場、本間伸一郎、中村寛美、田村明生、河合則雄、神林浩二、竹内剛、小沢秀幸、大
島利彦、株式会社孫作、水品照幸、羽鳥始、布施学、佐藤道芳、大島税、石黒信行、鈴
木貴良、㈱もったいない村、㈲とちくぼパノラマ農産、コシヒカリたちの㈲、産地魚沼農家
合同会社、㈱農業法人やひこ、(農) 森光担い手生産組合、(農) よこさわ、(農) 桐沢担い
手生産組合、㈲ヤマセファーム、㈱越後みずほ農園、㈲米山農場、鈴木清隆、服部幸重、
樋口健明、岩本国幸、大久保哲、品川清市、樋口芳曉、大矢幸司、角田保彦、笠原晴彦、
金子幸生、杵渕隆則、蔵部周一、黒金正芳、重野貴明、田村文夫、原寿之、巻口新一、

永瀧正巳、猪俣明人の農業者が、このたい肥240.3ｔ/年を使用し、米、野
菜、果実を生産（927ｔ/年）

柏崎観光事業㈱による収集･運搬（㈲う
なぎの井口分を除く） ㈱柏崎エコクリエイティブにて、

副資材38t/年を加えたい肥化
（240.3t/年）

再生利用事業者食品関連事業者
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㈱丸大、㈱たかの、原酒造㈱、
JA柏崎が購入し、販売または加工
（92.2t/年）

㈱丸大などの取組

農林漁業者等

㈱丸大、㈱ビップ、㈱ニッカイ米山
からの食品残渣（54t/年）、
㈱たかの、原酒造㈱、JA柏崎から
の米糠（54t/年）

㈱柳農産、相沢勇、㈱たかの、福田敬一、
矢田営農組合、JA柏崎、中村寛美、
株式会社ファーロ、上村一昭が
このたい肥（31.7ｔ/年）を使用し、米、
野菜を生産（92.2ｔ/年）

柏崎観光事業㈱による収集･運搬
㈱柏崎エコクリエイティブにて、
副資材5.0t/年を加えたい肥化
（31.7t/年を製造）

再生利用事業者食品関連事業者

13



㈱開成による収集･運搬

カイセイ農研㈱が、この液肥935ｔ/年を使
用し、米、パッションフルーツ、野菜を生産
（93ｔ/年を生産）

㈱開成にて、
副資材730t/年を加え、
メタン発酵による液肥
935ｔ/年を製造

㈱開成 などの取組

食品関連事業者 再生利用事業者㈱開成、ｶｲｾｲ農研㈱、ホテル汐美荘、
静雲荘、ホテル瀬波観光、瀬波ﾋﾞｭｰ
ﾎﾃﾙ、大観荘、旅館大清、吉田屋、
㈱ﾄｯﾌﾟﾐｭｰｼﾞｯｸ、㈲正広、㈱飛田観
光開発、㈱原信の食品残さ（食べ残し
や調理残さ）：438t/年

㈱開成、ｶｲｾｲ農研㈱、ホテル汐
美荘、静雲荘、ホテル瀬波観光、
瀬波ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ、大観荘、旅館大
清、吉田屋、㈱ﾄｯﾌﾟﾐｭｰｼﾞｯｸ、
㈲正広、㈱飛田観光開発、㈱原
信が購入（9.6ｔ/年）し、調理・加工

して施設利用者に提供 農林漁業者等

14



㈱原信などの取組

ＪＡ津南町による収集･運搬

㈱原信、㈱ピーコック、㈱新印カネ
シン、津南町森林組合、㈲村山物
産が、自社の商品または商品の原
材料として購入

ＪＡ津南町において、
たい肥化

牛糞、廃菌床5,975ｔ/年
を加え、3,539ｔ/年の肥料
を生産

ＪＡ津南町組合員の農業者が、この
たい肥を使用し、野菜を生産（3,133
ｔ/年）

540ｔ/年の
野菜を提供

特定の事業者に
1,928ｔ/年を契約
販売するほか、市
場等経由して665
ｔ/年を販売

新潟県10市町の
㈱原信34店舗
㈱ピーコック、㈱新印カネシン2店舗、
津南町森林組合及び㈲村山物産の各
事業所の食品残さ1,179ｔ/年

食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等
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クリーン産業㈱、稲林豊氏によ
る収集･運搬ユニー㈱が購入(10t/年)し

店舗販売

富山グリーンフードリサイクル
㈱にて、副資材58.9t/年を加
え、たい肥化（18.4t/年を製
造）

ユニー㈱などの取組

農協に55.7t/年を
販売

食品関連事業者 再生利用事業者ユニー㈱の
富山県富山市(３店舗)
の食品残さ：142.35t/年

農林漁業者等

なのはな農業協同組合が、このたい肥
18.4t/年を使用し、梨を生産（65.7t/年）

16



㈱トスマク・アイ、藤ビルメンテ
ナンス㈱による収集･運搬ユニー㈱が購入し、店舗販売

(23.9t/年)

㈱トスマク・アイにて、副資材
5.8t/年を加え、たい肥化
（23.4t/年を製造）

ユニー㈱などの取組

卸売業者に42.9t/年
を販売

食品関連事業者 再生利用事業者ユニー㈱の
石川県金沢市、白山市の(3店
舗)の食品残さ：155.6t/年

松任市農業協同組合が、このたい肥23.4t/年を使用
し、野菜（きゅうり、トマト、スイカ、小松菜、
ほうれん草、白ネギ）を生産（66.8t/年）

農林漁業者等
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長谷川造園㈱による収集･運
搬しつつ、一次発酵処理ユニー㈱が全量（47.4t/年）

購入し店舗販売

長谷川造園㈱にて、副
資材27.4t/年を加え、
たい肥化（33.8t/年を
製造）

ユニー㈱の
福井県(１店舗)の食品残さ：
48.4t/年

ユニー㈱などの取組

花咲ふくい農業協同組合が、このたい肥
33.8t/年を使用し、野菜（すいか、トマト
等）を生産（47.4t/年）

食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等
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ジャーナル商事㈱による収集･
運搬ユニー㈱が購入(14.8t/年)

し店舗販売
㈲いいだ有機にて、副資
材550.6t/年を加え、たい
肥化（249.2t/年を製造）

ユニー㈱などの取組

農協に342.5t/年
を販売

食品関連事業者 再生利用事業者ユニー㈱の
長野県飯田市(１店舗)
の食品残さ：57.3t/年

農林漁業者等

みなみ信州農業協同組合が、この
たい肥249.2t/年を使用し、野菜
（ねぎ）を生産（357.3 t/年） 19



株式会社マテリアル東海
において、牛糞・木くず
等81t/年を加え、たい肥
化(55.3t/年を製造)

株式会社マテリアル東海が
収集･運搬

飛騨農業協同組合、JAグリーン
株式会社、株式会社東海環境
ディベロップが5.6ｔを引取り、小
売販売または食材として利用

岐阜県下呂市内の
飛騨農業協同組合Ａコープ5店舗、
ＪＡグリーン株式会社、
株式会社東海環境ディベロップ
の各事業所の食品残さ19.5ｔ/年

飛騨農業協同組合などの取組

株式会社東海環境ディベロップが

このたい肥を利用し、野菜を生産
（23t/年）

食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等

17.4ｔを計画外として
販売 20



静岡油化工業㈱による収
集･運搬

ユニー㈱が購入し店舗販売
(3.9t/年)

静岡油化工業㈱にて、副資
材を214t/年を加え、肥料化
（30.3t/年を製造）

ユニー㈱などの取組

卸売業者に26.4t/年を
販売

食品関連事業者 ユニー㈱の
静岡県静岡市、山梨県中央市
の(2店舗)の食品残さ：5.6t/年

再生利用事業者

農林漁業者等

㈲遠中農園が、この肥料30.3t/年
を使用し、さつま芋を生産（303t/
年） 21



ユニー㈱ などの取組

ﾃﾞｨｰｱｲﾃﾞｨｰ㈱等
3社による収集･
運搬

計画外で年間
692.6ｔを販売

一宮市、江南市、
稲沢市及び豊山町の
ユニー㈱(ﾕﾆｰ13店舗)及び
㈱ｻｰｸﾙKｻﾝｸｽ(71店舗)
の食品残さ：826ｔ/年

㈱ユニー等2社が、年間289ｔの
野菜･果実・米を購入し販売

ﾃﾞｨｰｱｲﾃﾞｨｰ㈱にて、
副資材463ｔを加え、
たい肥化（年間477ｔ
の生産見込み）

愛知県経済農業協同組合連合会
(JAあいち海部、JA愛知西)の農業者が、
たい肥を年間477ｔ使用し、野菜・果実・
米を生産（1,218ｔ/年）

食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等
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㈲三功による収集･運搬

ユニー㈱が45.7t/年を
購入し店舗及び通信
販売

㈲酵素の里が、このたい肥362ｔ/
年を使用し、野菜、果実、米、大
豆、花を生産（284ｔ/年）

ユニー㈱ などの取組
食品関連事業者

農林漁業者等

再生利用事業者

㈲三功にて、たい化（362ｔ
/年を製造）

直売所や他社
に238.3t/年を
販売

ユニー㈱（ｱﾋﾟﾀ及びﾋﾟｱｺﾞ）の
三重県（５店舗）の食品残さ：
525.6ｔ/年

23



㈱辻建設による収集･運搬

㈲ジョイクックおくだ などの取組

食品関連事業者 再生利用事業者

㈲ジョイクックおくだ、㈱
いととめが購入（1.6ｔ/
年）し、店舗にて販売

㈲ジョイクックおくだ、㈱いとと
め、レストランベイクックの京都
府１市の食品残さ（魚の内臓以外の
調理残さ、期限切れ食品）：24t/年

農林漁業者等

契約取引先に
3.5t/年を販売

㈱辻建設にて、たい肥
化（3.75ｔ/年を製造）

久美浜商事㈲が、このたい肥3.75ｔ/年を
使用し、米を生産（5.1ｔ/年） 24



豊興サービス(株)による収集･運搬
大阪いずみ市民生協
が169t/年を購入し店舗
にて販売

大阪いずみ市民生活協同組合などの取組
食品関連事業者

卸売業者他に
158t/年を販売

大阪いずみ市民生協の大阪府内
（12店舗）の食品残さ：425ｔ/年

㈱いずみエコロジーファーム 他
堺市の農業者が、このたい肥60ｔ/
年を使用し、野菜（トマト、小松菜、
キュウリ等）を生産（327ｔ/年）

農林漁業者等

大阪いずみ市民生協 （ﾃｸﾉｽﾃｰｼﾞ
物流ｾﾝﾀｰ 生ごみ処理工場）
にて、たい肥化（60ｔ/年を製造）

再生利用事業者
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㈱関西ｽｰﾊﾟｰマーケットが
2.7t/年を購入し、各店舗
にて全量販売

丹波ひかみ農業協同組合が、
このたい肥29.182 ｔ/年を使用し、
米を生産（2.7ｔ/年）

マツダ㈱神戸工場にて、
副資材0.712ｔを加えたい肥
化（29.182t/年の生産）

㈱関西スーパーマーケット などの取組

食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等

㈲ナガタ商会による
収集・運搬

㈱関西スーパーマーケットの
神戸市内1店舗の食品残さ：
29.182t/年
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㈱明雪運輸、ムラグチ運送㈱、
㈲クールポート関西、㈱睦商興に
よる収集･運搬

㈲Ａ&Ｓ、㈱ヴェジﾌｧｰﾑ、平岡 健治、松下 悟

志、山本 健輔、松野 明、田淵 大勝、山上
美樹彦、菅原 博、小針 敦司、小尾 一彦が、
このたい肥221ｔ/年を使用し、野菜を生産
（3,710 ｔ/年）

ハリマ産業エコテック㈱
にて、たい肥化（221 ｔ
/年を製造）

スターバックスコーヒージャパン㈱ などの取組
食品関連事業者

再生利用事業者
スターバックスの滋賀県
（7店舗）、京都府（13店
舗）、大阪府(23店舗）、
兵庫県（20店舗）、奈良
県（３店舗）からのコーヒー
豆粕：443 ｔ/年

農林漁業者等

契約取引先に
1,009t/年を販売

㈱鵜鷹商店、㈱姫路農産流
通センター、㈱喜久屋産業が
購入した野菜（2,701ｔ/年）
のうち、スターバックスが購
入（53.8t/年）
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イオングループ などの取組

兵庫県のﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ7店舗、ｲｵﾝ4店
舗、ダイエー1店舗、ｲｵﾝフードサプラ
イ、その他ｲｵﾝPB製造委託会社の食
品残さ1,580t/年

大栄環境㈱にて、木くず521t/
年を加えたい肥化（316t/年
を製造）

大栄環境㈱、木村工業㈱
による収集･運搬

ｲｵﾝアグリ創造㈱にて、このたい肥316t/年
を使用し、野菜（キャベツ・白菜）を生産
(430t/年）

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ、ｲｵﾝ、ﾀﾞｲｴｰ、ｲｵﾝ
ﾌｰﾄﾞｻﾌﾟﾗｲ、その他ｲｵﾝPB製造委
託会社が購入し、店舗販売または
加工（301t/年）

イオンリテール㈱

食品関連事業者 再生利用事業者

マックスバリュ西日本㈱

農林漁業者等

ダイエー㈱

契約取引先に
129t/年を販売 28



アースサポート㈱による収集･運搬

㈲アースファームが、この液体肥料を年間
237.3ｔ使用し、野菜（たまねぎ、にんじん、
さといも、トマト）を生産（2.8ｔ/年）

アースサポート㈱にて、
副資材2.9ｔを加え、
液体肥料化
（237.3ｔ/年を製造）

㈱ふくしま などの取組

食品関連事業者 再生利用事業者㈱ふくしまの
島根県の店舗(4店舗)、
青果ｾﾝﾀｰ、惣菜ｾﾝﾀｰ

の食品残さ：135.6ｔ/年

特定の事業者
に年間2.4ｔを
契約販売

㈱ふくしまが自社の商
品として購入・販売
（0.4ｔ/年）

農林漁業者等
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アースサポート㈱、㈲東部清掃、
㈲新生清掃社による収集･運搬

㈲アースファームが、このたい肥206.9ｔ/年
を使用し、野菜（たまねぎ、にんじん、さと
いも、トマト）を生産（2.5ｔ/年を生産）

アースサポート㈱にて、
副資材2.5t/年を加え、
たい肥化
（206.9ｔ/年を製造）

㈲神の湯 などの取組

食品関連事業者 再生利用事業者㈲神の湯、㈲大橋館、㈲グラン
ドホテル水天閣、㈲野津旅館、
浅利観光㈱、㈲なにわ旅館、㈲
松平閣の食品残さ（食べ残しや調
理残さ）：118.2t/年

㈲神の湯が、全量（2.5
ｔ/年）購入して調理し、
食事として提供

農林漁業者等

（松江市の旅館業）
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㈱サニーマートによる収集･運搬

高知市・四万十市・土佐清水市の農業者が、
この普通肥料を年間13ｔ使用し、野菜（ほうれ
んそうを含む26品目）及び米を
生産（86ｔ/年）

㈱ｴｺデザイン研究所にて、
汚泥416ｔを加え、普通肥料
化（13ｔ/年を製造）

サニーマートグループ などの取組

食品関連事業者 再生利用事業者・㈱サニーマート(7店舗)
・㈱サニーフーヅ(2店舗)
・㈱ぴーたーぱん(1店舗)
の高知県内店舗の食品
残さ：104ｔ/年

年間17ｔをＪＡ
へ販売委託

㈱サニーマートが、自社
の商品として購入・販
売（69ｔ/年）

農林漁業者等
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㈱トワードによる収集･運搬

ロイヤルホスト㈱などの取組
ロイヤルホスト㈱、ロイヤル㈱、ロイヤル空港高
速フードサービス㈱、福岡インフライトケイタリ
ング㈱の福岡県３市、佐賀県１市、熊本県１市の
食品残さ（厨房残さ、廃棄食品、調理くず）：125t/年

契約取引先や道の駅に
126t/年を販売

㈲鳥栖環境開発綜合センター
にて、副資材を加え、肥料化
（13.2ｔ/年を製造）

食品関連事業者

ロイヤル㈱が、たまねぎ４０ｔ/年を引取
り、同社セントラルキッチンにて加工調
理し、各店舗に供給

再生利用事業者

農林漁業者等

㈱トワードが、この肥料13.2ｔ/年を使用し、野
菜（たまねぎ、ジャガイモ、だいこん、さつま芋）、
ソバを生産（166ｔ/年）

福岡インフライトケイタリング

ロイヤル空港高速フードサービス

ロイヤルホスト
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㈱トワードによる収集･運搬

㈱サッポロライオンなどの取組

㈱サッポロライオン福岡市２店舗、
小林青果㈱佐賀県神埼市の食品残さ
（厨房残さ、廃棄食品、調理くず）：
26t/年

契約取引先や道の
駅に10t/年を販売

㈲鳥栖環境開発綜合センター
にて、副資材を追加し肥料化
（2.7ｔ/年を製造）

㈱サッポロライオン、小林青
果㈱が、たまねぎ17ｔ/年を
引取り、カット野菜等として
供給

再生利用事業者

農林漁業者等

㈱トワードが、この肥料2.7ｔ/年を使用し、
野菜（たまねぎ）を生産（27ｔ/年）

食品関連事業者
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株式会社大橋による収集･運搬

㈱アニーなどの取組

株式会社アニーの１店舗（佐賀県神埼
市）の食品残さ：24ｔ/年

アスタラビスタ他に39t/年を
契約販売するほか、
道の駅等で16t/年を販売

㈲鳥栖環境開発綜合センターに
て、副資材を加え、肥料化（2.3ｔ
/年を製造）

食品関連事業者

株式会社アニーが、野菜5.8t/
年を引取り、店舗にて販売

再生利用事業者

農林漁業者等

株式会社大橋が、この肥料2.3t/年を
使用し、野菜（ジャガイモ、玉ねぎ、大根、
その他）を生産（60.8ｔ/年）
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