


 

 

はははは    じじじじ    めめめめ    にににに     

 

 我が国において、飼料自給率の向上は畜産業の重要課題であるとともに、食料

自給率向上の一環としても大きな課題である。 

 食品残渣の家畜への飼料利用は、飼料自給率の向上とともに資源リサイクルの

面から注目され、全国各地にその萌芽が見られる。しかし、未だ点として存在し

ているこの動きを面的に拡大することが政策課題ともなっている。 

 本書は、平成15年度から平成17年度の３年間にわたって、日本中央競馬会特別

振興基金により財団法人全国競馬・畜産振興会の助成を受けて「畜産経営におけ

る食品残渣等利活用調査検討事業」として、畜産技術協会が全国農林統計協会連

合会に委託して実施した調査結果をもとに取りまとめたものである。 

 調査は、食品残渣の利用者である養豚を中心とした生産者、供給側である事業

所等、さらには両者の中間で処理加工を行う業者等まで含めて幅広く行ない、そ

の技術内容に加えて、それぞれの立場からの考え方や課題についても整理したも

のである。 

 食品残渣を飼料として利活用するためには、さまざまな先駆的な事例を紹介し、

多様な供給形態、流通形態、利用形態があることを理解していただくとともに、

事例の中から食品残渣の利活用の理念とヒントを見出す一助として活用していた

だければ幸いである。 

 最後に、本書を作成するに当たって、現地調査、意向調査等にご協力頂きまし

た畜産農家（場）の方々及び外食産業等食品残渣供給サイドの関係者の方々をは

じめ、現地調査の段階から報告書の取りまとめまでご協力頂きました４名の委員

の方々に対しまして改めて感謝申し上げる次第である。 

 

平成18年３月 

 

                    社団法人 畜 産 技 術 協 会 会 長 

                     社団法人 全国農林統計協会連合会会長 
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Ⅰ 日本の養豚と食品残渣飼料 

 

１．日本の養豚経営 

１）肥育豚のライフサイクル 

日常の食卓にのぼる豚肉は下記のようなライフサイクルで飼育･生産されるのが一

般的な姿である。日本飼養標準における期待日増体量と風乾飼料量は体重が30～70㎏

の間は0.80㎏/日と2.16㎏であり、70～115㎏の間は0.85㎏/日と3.12㎏である。 

 

                    表１ 肥育豚のライフサイクル 

出生     →    ３ヶ月     →      ７ヶ月(出荷) 

1.4㎏    育成    37㎏     肥育     110㎏前後 

            

２）豚の飼養戸数と頭数 

平成７年から平成16年の間の日本の豚の飼養頭数と戸数を表２に示す。戸数、頭数と

もに低下の傾向にあるが、一戸当たりの飼養頭数は増加傾向である。養豚経営における

法人経営の割合は平成15年で21％と畜産経営の中でも割合が高い。しかし、豚肉の自給

率は低下傾向で推移し、平成15年度の重量ベースでの自給率は53％である。国際化が進

む中でより競争力の強い生産構造を確立するために経営の合理化と高度化を図ること

が必要である。 

 

                     表２ 豚の飼養戸数と頭数の変化 

年度 飼養戸数 頭数（千頭） 

 戸数 前年比 総頭数 子取り用ﾒｽ 肥育豚 

一戸当たり 

頭数 

平成７年 

10年 

12年 

14年 

16年 

18,800 

13,400 

11,700 

10,000 

8,880 

85.1 

93.1 

93.6 

93.6 

94.2 

10,250 

9,904 

9,806 

9,612 

9,724 

970 

939 

929 

916 

918 

8,473 

8,268 

8,209 

8,028 

8,052 

545.2 

739.1 

838.1 

961.2 

1,095.0 

    (農林水産省生産局畜産振興課 ) 

 

３）豚肉の生産費と飼料費 

表３には平成14年度の豚肉生産費を示す。飼料費の割合が61.3％を占める。したがっ

て、この部分を如何に生産効率を低下させずに縮減するかが経営の安定と国際競争力を

持つ生産構造の確立に強く影響する。 
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表３ 豚肉の生産費（平成14年度） 

費  目 円/頭 構成比率％ 

労働費 

飼料費 

光熱水量費 

建物費 

獣医師料･医薬品費 

農機具費 

繁殖雌豚費 

その他 

  4,799 

 17,235 

  1,004 

  1,238 

  1,296 

   700 

   837 

   985 

     17.1 

     61.3 

      3.6 

      4.4 

      4.6 

      2.5 

      3.0 

      3.5 

              (農林水産省生産局畜産振興課) 

 

表４には日本の飼料需給の推移を示す。純国内産の飼料自給率は25％程度と低く、外

国、特に米国からの穀類（トウモロコシ、マイロ＜こうりゃん＞）と大豆に依存した構

造になっている。 

豚肉生産のために使用される配合飼料(配混合飼料)の量は年間610万ｔ程度である。   

 

表４ 飼料需給の推移（％、千ｔ） 

 平成２年 平成７年 平成12年 平成14年 

純国内産飼料自給率 

純国内産濃厚飼料自給率 

配混合飼料生産量(全家畜) 

配混合飼料生産量(養豚用) 

26.3 

9.8 

25,862 

7,463 

25.7 

10.6 

24,866 

6,508 

26.2 

11.0 

24,001 

6,170 

24.2 

9.5 

24,414 

6,137 

 

 日本の多くの養豚農場では輸入のトウモロコシ、マイロ、大豆粕から各地の配合飼料工

場で生産される上記表４の養豚用配合飼料を使用しているが、その価格の調査例を表５に

示す。また、食品残渣乾燥飼料を配合飼料に置き替えて給与した場合の飼料価格を食品残

渣乾燥飼料の価格を㎏当たり15円,20円,25円と設定した場合の飼料給与価格を表６に示す。

試算にあたっては豚の肥育後期(70～115㎏)に一日3.3㎏の飼料を給与し、その時に購入す

る市販の配合飼料価格を表５の非銘柄豚用の飼料の価格(36円/㎏)を用いた。現在、肥育豚

の一農場当たりの飼養頭数は多い。１頭10円の飼料費の低減は500頭飼養の場合、月に15

万円の飼料費の低減が図られる。 

 

表５ 配合飼料の価格 

配合飼料購入価格 
 解答農家数 

平 均 最 高 最 低 

銘柄豚になっている 

銘柄豚になっていない 

      42 

      82 

   40.1 

   36.2 

    65 

    53 

    25 

    26 
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表６ 食品残渣乾燥飼料の配合飼料代替比率と投入飼料価格 

(円/頭/日、3.3㎏風乾物/頭/日として計算) 

20 30 40 配合飼料代替率％ 

飼料価格、円/㎏ 

 0 

 36  15  20  25  15  20  25  15  20   25 

飼料投入価格、円 119 105 108 112 98 103 108 91 98 104 

 

４）豚枝肉の農家販売価格 

豚は食肉センターでと畜解体され枝肉の形で規格が審査され、表７に示すように極上、

上、中、並、等外に格付けされ、セリにかけられて農家の販売価格が決定される。表８

には豚の農家販売価格の推移を、表９には養豚農家の出荷成績例を示す。農家によって

価格は異なる。枝肉への脂肪の付着等、飼養管理を適切に行い、格付けの高い豚肉を生

産することが養豚農場の最大の関心事である。 

 

表７ 豚枝肉価格取引規格と価格 

審査基準 外観(均称：長さ、広さ、もも･ロース･バラ･かたのバランス、充実度) 

    (肉付き：全体の肉付き、赤肉･脂肪のバランス) 

    (脂肪付着：背脂肪、腹部脂肪の適切さ) 

    (仕上げ：疾病等による損傷、汚染、放血の適切さ) 

肉質(肉のしまりおよびきめ：締まりの程度ときめの細かさ) 

  (肉の色沢：鮮明さ) 

    (脂肪の色沢と質：白さ、締まり、光沢、粘り) 

    (脂肪の沈着：適度、普通、過小、過多) 

  格付けと価格(平成17年4月15日、東京市場、売買数1169頭) 

            各付け 

            平均価格、円/㎏ 

極上 

502 

上 

441 

中 

418 

並 

402 

等外 

323 

 

表８ 豚の農家販売価格の推移 

年度 生体10㎏当たり価格、円 110㎏出荷価格、円 

 平成11年 

     12 

     13 

     14 

     15 

     16 

2,800 

2,745 

3,176 

2,996 

2,721 

2,967 

30,800 

30,195 

34,936 

32,956 

29,931 

32,637 

            (農林水産省生産局畜産振興課) 
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表９ 養豚農家の出荷成績例 

農   家 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 

 出荷体重 

 飼料要求率 

 飼料摂取量､㎏ 

 一頭当たり販売価格、円 

 110 

 2.93 

 322 

 36,080 

110 

 3.15 

347 

 31,206 

109 

2.85 

310 

34,319 

111 

3.12 

46 

31,562 

109 

 3.10 

338 

29,878 

110 

3.20 

352 

49,136 

  109 

  2.69 

   293 

 31,391 

 飼料要求率=飼料摂取量/出荷体重 (この値が小さいほど、飼料効率が高い)(中央畜産会) 
 

２．政策としての資源循環型畜産の推進と食品残渣の飼料化 

１）食品リサイクル法 

｢食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律｣(食品リサイクル法)が平成13年5月

から施行されている。この法律の狙いは資源として食品残渣を位置付け、その有効利用

を促進することと食品残渣の発生を抑制することにある(再生利用)。再生利用としては

肥料、飼料、油脂･油脂製品、メタンが、そして減量の方法としては脱水、乾燥、発酵、

炭化が認められている。詳しくはⅥ項｢関連法規｣を参照のこと。 

 

２）バイオマスニッポン総合戦略 

省庁横断的(内閣府、農林水産省、文部科学省、経済産業省、国土交通省、環境省)な

バイオマス(生物量、未利用資源)の有効利用に関する施策(バイオマスニッポン総合戦

略)が平成14年12月に閣議決定され、21世紀の日本の科学技術政策の柱の一つとして資

源循環型社会構築のための方向が打ち出された。バイオマス利用の大きな目的としては

以下の４項目が掲げられている。 

① 地球温暖化の防止：二酸化炭素の排出源である化石燃料･製品をカーボンニュート

ラルであるバイオマスで代替し、京都議定書で提案した我が国の温室効果ガス(二酸

化炭素)の削減数値達成のための手段･手法とする。  

② 循環型社会の形成：異業種の連携の下にバイオマス資源の多面的･横断的な活用を

行い、リサイクルを行うことによって無駄の少ない持続的な社会の構築を行う。 

③ 戦略的な産業の育成 

未利用バイオマス資源の利用を通じて戦略的な産業を生みだし、育成し、それによ

って我が国の産業を再構築する。 

④ 農林漁業、農山漁村の活性化 

バイオマスを活用する地域の産業を育成することによって地域に雇用をもたらし、

農林水産業を活性化する。 

具体的には森林資源、家畜排泄物、作物残渣、食品系廃棄物、水産資源からバイオ

マスエネルギー、飼料、肥料、工業用原材料(機能性素材、生分解性素材等)を作りだ

すための研究開発、収集･輸送システムの構築、モデル整備、情報拠点の整備を行うと

いうものである。 
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３）飼料問題懇談会(農林水産省) 

農林水産省の飼料政策の大要を検討する飼料問題懇談会は平成14年７月に、｢今後の

飼料政策の展開方向～安全･安心な畜産物の安定供給のための飼料供給構造の確立に向

けて～｣を報告書としてまとめた。その中で食品廃棄物の飼料利用の推進が強調され、

現在、工程表に沿った施策が展開されている。 

 

４）養豚問題懇談会(農林水産省) 

平成16年の一年間、養豚業者、農業団体、消費者、飼料メーカー、畜産物加工メーカ

ー、学識経験者等により、農林水産省で日本の養豚に関する課題の摘出と今後の展開方

向が議論され、その報告書が平成17年３月に刊行された。その中で｢飼料自給率の向上、

飼料費の低減、循環型社会の構築のために食品産業からの食品残渣について飼料として

の利用を図る」ことの大切さと、そのための方策が謳われている。この場合の食品産業

とは製造ばかりではなく、卸、小売り、外食までを含むものである。 

より具体的には｢飼料化が可能な食品残渣についての飼料化の技法やリキッドフイー

デング等の給与技術を開発･普及するとともに、牛用飼料への交差汚染の防止等に十分

配慮しつつ飼料化施設・加熱殺菌処理施設等の整備を推進することが必要である。さら

に、食品残渣の利用を加速するためには、食品製造業者、配合飼料製造業者、畜産農家

等が連携した飼料製造・給与システムの構築に取り組むことが必要である。｣としてい

る。 

 

３．食品残渣の素材と飼料化の意義 

食品廃棄物の年間発生量を表10に、その主要な内容を表11に示す。食品製造業から排

出されるヌカ・脱脂粕(小麦製粉時のふすま、大豆搾油後の大豆粕)の再生利用率(飼料

仕向け率)は高いが、卸、小売り、外食産業になると再生利用の比率は低下し、助燃剤

を添加しての焼却処分の割合が高くなる。食品卸･食品小売･外食産業の廃棄物実数の合

計は6,487千ｔになるが、これを乾燥飼料(乾燥歩留まり20％)として飼料化すると乾燥

製品で130万ｔとなる。日本の養豚用飼料の生産量は現在、年間610万ｔであるから、潜

在量として配合飼料の21％を食品残渣でまかなえる力があると考えられる。   

未利用資源の飼料化は焼却をすることによる環境への負の影響を低減したり飼料の

自給率を高めることばかりではなく、｢農業生産と食」の繋がりを国民が改めて認識す

る材料、言い換えれば食育の素材(環境教育)としても格好のテーマである。 

歴史的に家畜は人間の財産(live stock)であり、人間と共生してきた。日常的には人間

と食の競合をしない、人間の食し得ない農産残渣、調理残渣あるいは食べ残しを摂取し，

一朝事ある時に人間に栄養価の高い蛋白質や脂質を供給してくれる存在、しかも、毎日

が家族の一員としての生活(Domestic Animal, Live Stock Animal)をする、という形が本来

的な家畜の姿である。実際に東京、横浜等の都市部の養豚は明治期から昭和30年代の後

半まで、都市の食品残渣を主要な飼料源として肉生産を行ってきた。 

産業革命以降、日本を含めた文明社会では都市への畜産物の大量供給を行う手段とし

て大規模、効率的な生産へ大きくシフトし、穀類という人間と競合する素材を使っての
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家畜飼養を当たり前のように行っている。同時に現代社会は食料生産の場と消費の場と

の地理的、精神的な距離を拡大し、家畜を知らない、食生産の社会的･歴史的意義の認

識度の低い市民を増加させてきている。今、｢改めて家畜とは」、「畜産物とは」を食品

残渣の飼料化をテーマに考えることが食育教育の中で必要である。 

 

          表10 食品廃棄物の年間発生量及び再生利用割合(千ｔ、％) 

再生利用の仕向け割合％ 
区分 実数 比率％ 再生利用率％ 

肥料 飼料 メタン 油脂製品 

食品産業合計 

食品製造業 

食品卸業 

食品小売業 

外食産業 

11,348 

 4,870 

  740 

 2,616 

 3,122 

  100 

  43 

  7 

  23 

  28 

    45 

   73 

   46 

   29 

   15 

   37 

   38 

  39 

  42 

  18 

   36 

   41 

   31 

  21 

  25 

   0 

   0 

   - 

   - 

   - 

     5 

     3 

     3 

    7 

    13 

  (農林水産省統計部、｢食品循環資源の再生利用等実態調査｣、平成15年２月) 

 

表11 食品残渣中の飼料化素材の例 

事業系廃棄物 

 

 

果汁・茶加工品 

酒造加工品 

デンプン工業 

大豆加工品 

乳製品 

パン・麺製造 

野菜カットクズ、野菜・魚・肉調理クズ、食残渣、売れ残り弁当・ 

サンドイッチ、トウフ・納豆・麺類等の売れ残り、ヨーグルト等乳

製品の売れ残り 

ミカンジュース粕、リンゴジュース粕、麦茶絞り粕 

ウイスキー粕、ビール粕、焼酎粕 

カンショデンプン粕、バレイショデンプン粕 

大豆ホエー、トウフ粕 

ホエー 

パンクズ（ミミ）、ウドン・ソバ・ラーメン過剰生産分 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 養豚農場は食品残渣飼料に何を 
期待するか 
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Ⅱ 養豚農場は食品残渣飼料に何を期待するか 
 

（社）畜産技術協会が（社）全国農林統計協会連合会に委託して行われた「養豚農場意

向調査」の結果を利用して、食品残渣利用の現状と養豚経営者の意識をみることにしたい。 

同調査は、北海道、青森、山形、茨城、埼玉、東京、山梨、愛知、大阪、鹿児島の10都

道府県を対象に各農林統計協会事務局を通じて2004年１月から３月にかけて行われた。回

答数は156で、都道府県別の内訳は、北海道14、青森17、山形11、茨城20、埼玉14、東京５、

山梨10、愛知40、大阪５、鹿児島20であった。 

 

１．養豚農家の使用飼料の種類と飼料価格 

１）現在使用している飼料 

現在使用している飼料については、配合飼料のみの経営が６割強、何らかの形で食品

残渣を利用している経営が４割弱であった。食品残渣の利用については、食品残渣のみ

の利用は３戸で1.9％であり、ほとんどが配合飼料との併用となっている。 

 

表１ 現在使用している飼料 

 回答数 割合 

配合飼料のみ 96 61.6％ 

配合飼料＋食品残渣 57 36.5％ 

食品残渣のみ 3 1.9％ 

計 156 100％ 

 

２）利用している食品残渣 

食品残渣を飼料として利用している経営では、どんな食品残渣が使われているのかを

みると、表２のようになっている。 

最も多いのはパンくずであり、上述の食品残渣利用経営60戸の６割以上が利用してい

る。大まかに言えば、食品残渣を利用している経営の３分の２近くがパンくずを利用し

ていることになる。次いで多いのが麺類と米飯類であり、食品残渣利用経営の60戸の３

分の１以上の利用率となっている。これらに続いて多いのが、事業所・家庭の食べ残し、

事業所調理残渣といったいわゆる残飯、キッチン残渣である。 
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表２ 利用している残渣 

 

３）飼料の価格 

「配合飼料のみ」の経営と「配合飼料＋食品残渣」の経営について、肥育豚用の飼料

の購入単価をみると、「配合飼料のみ」の経営の平均単価はキログラム当たり38.7円で

あり、「配合飼料＋食品残渣」の経営では35.7円となっている。配合飼料と食品残渣を

利用している経営の平均単価がキロ当たり３円安くなっている。 

価格帯ごとの戸数割合の分布をみたものが図2-1である。「配合飼料＋食品残渣」の分

布を表す山の形は、「配合飼料のみ」のものよりも左側つまり単価の低い方に偏ってい

ることがわかる。具体的には、キロ当たり35円未満の価格帯では「配合飼料＋食品残渣」

の割合が高く、それ以上の価格帯では「配合飼料のみ」の割合が高くなっている。 

 

残さ 回答数 残さ 回答数

パンくず 38 乳製品 4

麺類 21 家庭調理残さ 4

米飯類 21 スーパー・コンビニからの余剰品 3

事業所・家庭食べ残し 19 肉製品 2

事業所調理残さ 17 魚あら 2

饅頭・菓子パン 13 魚加工品 2

パン生地 9 茶粕・ウーロン茶粕 1

おから 7 麦茶粕 0

大豆加工品 6 清涼飲料水 0

レストラン・市場等野菜くず 5 その他 8

飼料価格の分布

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

24
円
以
下

25
-2
9円

30
-3
4円

35
-3
9円

40
-4
4円

45
-4
9円

50
-5
4円

55
-5
9円

60
円
以
上

戸
数
割
合
（
％
）

配合のみ
配合+食品残さ

戸
数
割
合
(％) 
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２．食品残渣利用の要件 

１）食品残渣利用の意向と要件 

食品残渣利用の意向とその要件については、表３に示されているような結果になって

いる。 

しかるべき要件が満たされれば積極的に利用したいと考えている回答の割合は65％

近くあり、その要件としては栄養価や価格といった食品残渣飼料自体の条件をあげる回

答が37.9％、食品残渣自体の飼料的条件よりもその利用に関わる条件（供給体制やサー

ビス体制）を求める回答が26.4％となっている。つまり、食品残渣の利用を考えている

経営者の６割近くが飼料自体の要件を重視し、４割強が供給体制やサービス体制といっ

た利用に関する条件を重視している。従って、食品残渣飼料の栄養価や価格と行った条

件だけでなく、供給・サービスの条件を整備しないと食品残渣の利用の広がりは限られ

たものなるといえる。 

「関心」という観点でみると、「食品残渣利用への関心はあっても現行の飼養体系を

維持したいので実際の利用は考えない」という回答が25％、「関心がなく利用する意思

もない」という層は１割程度にとどまっている。食品残渣への関心を持つ養豚経営者は

約9割と高い割合になっている。 

 

表３ 食品残渣利用の意向 

 食品残渣利用の意向 回答数 

飼料としての要件を満た

していれば積極的に使う 

53（37.9） 
積
極
派 供給体制・サービス体制が

整っていれば利用したい 

37（26.4） 

 

90（64.3） 

関心はあるが、現在の飼養

体系を崩したくはないか

ら使用しない 

35（25.0） 

消
極
派 関心はない・利用しない 

 

15（10.7） 

 

 

50（35.7） 

 回答数計 140（100）  

 無回答 16  

 合計 156  
 
 

２）食品残渣利用への不安からみた要件 

食品残渣利用に対して経営者がどのような不安を抱いているのかを押さえることは、

利用普及を図るうえで重要なポイントとなる。その不安をクリアすることが食品残渣利

用の要件となる。 

そこで食品残渣を利用した場合に不安に思う問題点について、積極派と消極派に分け

て集計した結果が表４である。 



 

-14- 

表４ 食品残渣利用への不安 

 食品残渣を利用した場合の問題 

 軟脂 風味悪化 肥育期間
延長 

疾病等衛
生問題 

生ゴミ給
与の負の
イメージ 

豚舎の臭
いの悪化 

糞の性状
変化によ
る諸問題 

計 

積極派 69 
(76.7) 

42 
(46.7) 

32 
(35.6) 

44 
(48.9) 

26 
(28.9) 

22 
(24.4) 

15 
(16.7) 

90 
(100) 

消極派 34 
(68.0) 

24 
(48.0) 

19 
(38.0) 

20 
(40.0) 

3 
(6.0) 

16 
(32.0) 

6 
(12.0) 

50 
(100) 

無回答        16 

計        156 

 
 

食品残渣を飼料として利用する場合に、懸念される問題点として、「軟脂」が最も多

くあげられている。次いで「風味の悪化」という肉質問題、「疾病等」の衛生問題、さ

らに「肥育期間の延長」という経営効率の問題があげられている。これら、肉質問題、

衛生問題、経営効率の問題は、積極派、消極派ともに共通したものであるといえる。従

って、衛生管理を徹底させて飼料の安全性を確保するとともに、肉質を低下させない食

品残渣の利用技術や食品残渣を利用した家畜飼養技術の確立と普及が重要となる。 

積極派と消極派の違いについては、基本的に両者は同様の不安を抱いており「これが

問題だから食品残渣は使えない」というような消極的になる決定的な要素は見当たらな

いといえる。唯一違いが出ているとことは、「生ゴミを給与したという負のイメージ」

という不安に表れている。廃棄物利用というマイナスイメージを積極派の３割近くが問

題としてあげているのに対して、消極派は６％にとどまる。つまり、食品残渣の利用に

関心を持ち、利用してみようと考える人ほど食品廃棄物使用というマイナスイメージを

心配するのである。安心して食品残渣飼料を利用するには、消費者に選択されるような

商品をつくるとともに情報宣伝活動によって理解を得ることが重要となる。 

 

３．食品残渣飼料への関心度 

１）関心の高い食品残渣 

食品残渣利用に対する関心は、すでに表２－３でみたように、高いといえる。関心も

なく利用するつもりもないという回答は１割程度にしかならない。ここでは、どんな食

品残渣に目が向けられているのかについてみることにする。関心のある食品残渣につい

てまとめたのが表５である。 
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表５ 関心のある食品残渣（回答者数137名、複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体的にみると、調理くずや食べ残し、小売店から排出される残渣への関心はあまり

ない。パンくずが圧倒的に多く、それ以外では大豆加工品、麺類、米飯類、乳製品が多

くなっている。 

この結果からは、今後食品残渣の飼料化を推進する上で注目すべき残渣は、まず「パ

ンくず」そして「大豆加工品」、「乳製品」、「麺類」「米飯類」であるといえる。 

 

２）経営者意識と食品残渣利用への関心度 

畜産経営の維持発展には、低コスト追求と付加価値追求の二つのベクトルがある。経

営戦略を構想するうえにおいてもこの二つは基本となるものであるが、どちらにウエイ

トを置くかは経営によって異なってくる。食品残渣の利用においても、この二つの方向

性の違いが反映されている。 

現在の購入飼料の単価と食品残渣飼料の要望価格を意向グループ別にみると、表２－

６のようになっている。ここでの食品残渣飼料は、乾燥させたものであり、品質が一定

で定量供給され、異物がないこと、配合飼料に10％から30％の割合で混合給与すること

を前提としている。 

 

回答数 割合

パンくず 102 74.5%

おから 14 10.2%

パン生地 20 14.6%

饅頭・菓子パン 21 15.3%

茶粕・ウーロン茶粕 11 8.0%

麦茶粕 9 6.6%

肉製品 2 1.5%

魚あら 5 3.6%

魚加工品 9 6.6%

麺類 35 25.5%

米飯類 25 18.2%

乳製品 26 19.0%

大豆加工品 38 27.7%

清涼飲料水 1 0.7%

スーパー・コンビニからの余剰品 2 1.5%

事業所調理残さ 3 2.2%

家庭調理残さ 1 0.7%

事業所・家庭食べ残し 3 2.2%

レストラン・市場等野菜くず 3 2.2%

その他 4 2.9%
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表６ 意向グループ別にみた購入飼料価格と要望価格（円/㎏） 

  購入飼料価

格 

食品残渣飼料

の要望価格 

Ａ 
飼料としての要件（栄養価・適正価

格）を満たしていれば積極的に使う 

36.2 

 

18.2 

 

Ｂ 
供給体制・サービス体制が整ってい

れば利用したい 

36.8 

 

36.5 

20.5 

 

19.3 

 

Ｃ 
関心はあるが、現在の飼養体系を崩

したくはないから使用しない 

39.1 22.9 

Ｄ 
関心はない・利用しない 

 

40.5 

 

39.5 

 

 

25.0 

 

23.2 

 

 

 

積極派は、現状での購入飼料価格が相対的に低く、食品残渣飼料に対しても低い価格

を希望している。逆に消極派は、現状での購入飼料価格が相対的に高く、食品残渣飼料

に対しても希望価格は高くなっている。 

さらに購入飼料の平均単価の差の大きさに注目すると、積極派（Ａ、Ｂ）、消極派（Ｃ、

Ｄ）の購入飼料単価については、平均単価が36.5円/㎏、39.5円/㎏と３円の消極派の方

が高くなっている。 

このように現行でグレードの高い高価格の飼料を利用している養豚経営は、高品質の

豚肉を生産する付加価値追求指向の経営層であり、食品残渣飼料価格についても高付加

価値の豚肉を追求するために相対的に高い価格を想定すると考えられる。他方、コスト

低減を最重要視して現行でも単価の引き下げに成功している経営層はさらなるコスト

引き下げのために食品残渣に興味を持ち、食品残渣飼料の要望価格においても低い水準

を要求するとみることができる。 

 

３）ブランド肉生産と食品残渣利用の関心度 

高付加価値の追求という点から銘柄豚生産に着目して、指定配合飼料による銘柄豚生

産と食品残渣利用の意向に関係ついて集計した結果が表７である。 

回答した145戸のうち、約35％にあたる51戸が銘柄豚の生産をしている。 

銘柄豚になっているグループでは現在の飼養体系を堅持したい意向が強く、食品残渣

利用への関心はあっても使用しないという回答が多くなっている。また、飼料としての

要件や供給体制が整えば食品残渣飼料の利用を考えるという積極的な回答は、銘柄豚生

産をしていない生産者と比べて少ない。 

一方、銘柄豚になっていないグループでは、「飼料としての要件を満たしていれば積

極的に使う」の回答が最も多く、次いで「供給体制・サービス体制が整っていれば利用

したい」という回答が多い。現状の飼養体系を崩したくないから残渣を利用しないとい

う意向は２割を切っている。「関心はない・利用しない」との回答は、銘柄豚生産経営

グループにおいても非銘柄豚生産経営グループにおいても、ともに１割強である。 
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表７ 銘柄豚生産と食品残渣利用の意向 

食品残渣飼料に対する関心    
 
 
計 

 
回答数 

飼料として
の要件を満
たしていれ
ば積極的に
使う 

供給体制・
サービス体
制が整って
いれば利用
したい 

関心はある
が現在の飼
養体系を崩
したくない
から使用し
ない 

関 心 は な
い・利用し
ない 

 
無回答 

指定配合によ
る銘柄豚にな
っている 

51 47 
（100） 

15 
（32.0） 

10 
（21.3） 

16 
（34.0） 

6 
（12.7） 

4 

指定配合によ
る銘柄豚にな
っていない 

94 85 
（100） 

35 
（41.2） 

25 
（29.4） 

16 
（18.8） 

9 
（10.6） 

9 

不明 11 8 
（100） 

3 
（37.5） 

2 
（25.0） 

3 
（37.5） 

0 
（0） 

3 

合計 156 140 
（100） 

53 
（37.9） 

37 
（26.4） 

35 
（25.0） 

15 
（10.7） 

16 

 
次に、銘柄豚かそうでないかによって、現行の購入飼料の価格に差があるかどうかを

みたのが、表８である。 

銘柄豚を生産していない経営（非銘柄豚生産経営）では購入飼料の平均価格が36.2円

であったのに対し、銘柄豚生産経営では40.1円とほぼ４円高くなっていた。 

 

表８ 銘柄豚生産と購入飼料価格 

購入飼料の価格（円/㎏）  
戸数 

回答数 平均 最高 最低 

銘柄豚になっている 51 42 40.1 65 25 

銘柄豚になっていない 94 82 36.2 53 26 

 

銘柄豚には使用する飼料が指定されており、とりわけ高価格帯の飼料を使用する経営

においては、グレードの高い飼料によって高価格の豚を販売するという付加価値戦略が

展開されている。従って、飼料に変更を加えることは容易ではなく、現行の飼料給与体

系を変えてまでも食品残渣を利用しようとすることは少ないといえる。 

以上の集計結果を重ね合わせてみると、経営戦略の違いが食品残渣に対する意識の違

いにも表れるといえる。 

銘柄豚など高付加価値を追求する経営では、相対的に高価であってもハイグレードの

飼料を給与して肥育し、高い販売単価を得ることによって利益を追求しようとする。従

って、現行の飼料給与体系を維持しようとする慣性力が大きくなり、食品残渣に関心は

あっても利用はしないという態度が形成される。とくにインテグレーションという経営

環境下にあっては、生産物の出荷・販売と購入飼料とが固定化されており、食品残渣を

利用する裁量の余地がないといえる。 
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一方、コストをかけて高付加価値を狙うことよりも、コストダウンを重視し追求する

経営では、輸入豚肉と競合するために飼料費の低減が至上命題となる。肥育豚の生産費

に占める飼料費の割合は６割を超えており、その飼料費を抑えることはコストダウン効

果がもっとも大きい。現行の飼料においてもすでに単価を抑制する努力が積み重ねられ

ているが、さらなる飼料費低減のために、食品残渣の利用は具体的方策として関心が寄

せられ「積極派」が多くなるといえる。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 食品残渣排出の状況と飼料化の課題 
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Ⅲ 食品残渣排出の状況と飼料化の課題 

 

１．豆腐製造業における残渣の発生と飼料化の状況 

豆腐製造業における加工残さや余剰品の処理、資源化の意向などについてのアンケー

ト調査が、北海道、千葉、新潟、山梨、静岡、三重、兵庫、佐賀、沖縄の１道８県を対

象に平成17年２月から３月にかけて実施された。調査は、生産規模等を勘案して事業所

を抽出し、基本的に訪問面接の形式で実施され、117の回答を得た。その内訳は、以下の

通りである。 

 

調査地域と回答数 

地 域 回答数 地 域 回答数 

北海道 12 三 重 15 

千 葉 15 兵 庫 6 

新 潟 15 佐 賀 15 

山 梨 13 沖 縄 11 

静 岡 15   

 
 
（１）豆腐の生産規模 

 豆腐の年間生産量は、２トンという小規模なものから6,600トンという大規模なもの

まであり、規模の違いが大きい。規模層の構成をみると、10－20トンの規模が22.2％

と最も多く、30トン未満の工場が4割を超している。生産規模の分布幅は広いが、小規

模層の数が多い構造になっている。 

 

豆腐の生産規模 

年間生産量（t） 回答数 割合 

1,000～     4  3.4％ 

500～1,000 7  6.0％ 

300～500 8  6.8％ 

200～300 9  7.7％ 

100～200 12 10.3％ 

50～100  7  6.0％ 

30～50 14 12.0％ 

20～30 12 10.3％ 

10～20 26 22.2％ 

 ～10 12 10.3％ 

不 明  6  5.1％ 

計 117 100％ 
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（２）豆腐のロス率 

豆腐の製造工程で発生する残さや生産余剰によって生産量の何割が廃棄されている

かをロス率として捉え、その分布をみると次のようになっている。 

 

豆腐のロス率 

豆腐のロス率 回答数 割合 

20％ 以上  3  4.4％ 

       10％～20％  8 11.8％ 

        5％～10％ 12 17.6％ 

        2％～ 5％ 12 17.6％ 

        1％～ 2％  7 10.3％ 

0.1％～ 1％  4  5.9％ 

0％ 22 32.4％ 

 合  計 68  100％ 
 

ロスなしという回答が３分の１ほどいるが、ロスがあるという回答では、１％未満

から20％を超えるものまで広く存在している。 

次に、このロス率と生産規模の関係をみたのが、次のグラフである。 

 

豆腐の生産量とロス率（生産量1000ｔ以下）

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0 200 400 600 800 1000

豆腐年間生産量（ｔ）

ロ
ス
率

 

 これは1,000ｔ以下のものについて示したものであるが、ロス率が大きいものは、

生産量が小さい経営に多く、ばらつきが大きい。つまり、生産規模が大きいほど概

してロス率が小さいといえ、10％を超えるようなロス率は小規模層で目立っている。 

 ちなみに年間生産量が1,000トン以上の経営でロス率が判明しているものは３件

あるが、ロス率は１％（２件）、２％（１件）、8.3％（１件）である。 

 以上から、生産規模が大きくなると、ロス率が小さくても廃棄される絶対量が大

きくなり、その損失額も大きくなることからロス対策への意識が強くなること、そ

ロ
ス
率
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して生産設備自体も高性能化することから、ロス率を低める傾向にあるとみること

ができる。 

 

（３）豆腐の販売と廃棄ロス 

3-1）豆腐の販売先 

製造された豆腐の販売先についてまとめたのが、以下の表である。 

 

表１ 豆腐の販売先 

販売先 件数 うち7割以上の依存度 

自家で小売り 68 12（17.6％） 

一般小規模小売店 74 6（8.1％） 

スーパー・デパート等の量販店 56 19（33.9％） 

食品加工業者・総菜工場 18 0（0％）  

飲食店 27 0（0％） 

社員食堂・給食センター 53 1（1.9％） 

その他 13 1（1.9％） 

 
 

最も多い販売先は、一般の小規模小売店であり、次いで自家販売、量販店、社員

食堂・給食センターとなっている。 

販売量の何割をそこに仕向けるかという売り先の依存度をみると、量販店への販

売において依存度が高い。量販店に販売している製造業者のうち、販売量の７割以

上を量販店に販売している業者は全体の３分の１以上になっている。 

 

3-2）豆腐の販売方法とロス率 

集中度合いが高い量販店販売と自家販売について、販売先の依存度とロス率の大

きさをみた。 

量販店販売をしているものと自家販売しているもので、それぞれ依存度が７割を

超えるものとそうでないものについて豆腐のロス率を比較すると、どちらも依存率

が７割を超えるものの方がロス率が大きくなっている。つまり、特定の販売ルート

に依存する度合いが高くなると、ロス率が大きくなる傾向があるとみることができ

る 

 

表２ 販売先とロス率 

 販売依存率 件数 平均ロス率 

70％以上 12 6.4％ 自家販売 

70％未満 21 3.4％ 

70％以上 20 5.2％ 量販店への販売 

70％未満 19 1.3％ 
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そこでこのような販売先のチャネル（この場合、量販店、小売店などの販売先の

業態別種類）の数とロス率の関係をみると（下表）、販売チャネルを多くもつ方が

ロス率が低くなる傾向がみられる。 

つまり、契約の内容にもよるが、販売先がひとつに集中した場合にロス率が高く

なる傾向があり、ある程度販売ルートを分散することがロスを小さくする方法のひ

とつと考えられる。 

 

表３ 販売チャネル数とロス率 

販売チャネル数 件数 ロス率 

1 8 6.7％ 

2 21 4.4％ 

3 12 4.5％ 

4 15 2.3％ 

5以上 9 1.8％ 

 

（４）廃棄豆腐の処理 

4-1）処理の方法 

発生した豆腐のロスは、処理費を払って処理を委託するか、販売するか、無償で

提供することになる。処理方法とその仕向け先をみたものが下表である。これによ

ると、販売しているケースは少なく、ほとんどが委託処理か無償提供となっており、

両者の数はほぼ同数となっている。 

 

表１ 廃棄豆腐の処理 

仕     向     先  

回 

答 

数 

産
廃
業
者 

自
社 

養
豚
農
家 

肉
牛
農
家 

酪
農
家 

養
鶏
農
家 

飼
料
メ
ー
カ
ー 

食
品
食
材
業
者 

堆
肥
セ
ン
タ
ー 

耕
種
農
家 

処理委託 27 19 0 3 3 2 0 1 0 0 0 

販売 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 

無償提供 25 4 1 8 3 4 1 0 0 1 4 

 

 仕向先についてみると、処理委託については、産業廃棄物処理業者に委託するこ

とが多くなっており、処理委託回答者の約７割に相当する割合となっている。 

 無償提供については、畜産経営に提供されることが最も多くなっている。また、

耕種農家、堆肥センターといった肥料利用が想定されるところへの供給が、それに

次いで多くなっている。 

ちなみに処理委託と無償提供の平均取引数量は、処理委託11.9t、無償提供5.0t

と、処理委託の方がかなり大きい。つまり、ロスの発生量が多い場合には処理委託

になることが多く、少ない場合には無償提供の場合がより多くなる。 
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4-2）委託処理の方法 

処理が委託された廃棄豆腐が、実際にどのように処理されているのかについて、

回答があった分をまとめたのが下表である。最も多いの処理方法は焼却であり回答

数の４割を超している。次いで多いのが家畜の飼料化であり、回答数の４分の１程

の割合になっている。その他の堆肥やメタン発酵は少ない。また、委託した先での

処分方法を知らないもの（「わからない」）も、回答数の17％程存在している。 

処理方法として比較的多い焼却と飼料化について、取引数量と処理料金の平均を

みると、数量は飼料化の方が倍以上大きくなっており、処理料については飼料化の

方が低く、焼却に比べると4割くらいの水準である。これをみる限りにおいては、

飼料化は処理料が低いが量が大きく、焼却は量が少なく処理料金が高くなっている。

そして、取引量と料金の両平均の積で単純に取引総額をみてみると、飼料化と焼却

の差は大きくなく、12,000円程度の違いである。つまり、焼却は料金が高くても数

量が少ないことから支払額としては、量が多く料金が比較的安い飼料化と大差はな

くなることも起こってくるといえる。 

 

表２ 委託先での処理方法 

処理方法 回答数 平均取引数量(a) 
（ｔ） 

平均処理料金
(b)（円/ｔ） 

取引総額(a×b) 
（円） 

飼料化 7（24.2） 18.2 6509 118463 

堆肥化 3（10.3） － － － 

焼却 13（44.9） 8.1 16200 131220 

メタン発酵 1（3.4） － － － 

不明（わからない） 5（17.2） － － － 

  回答数計 29（100） 11.9 12394 147488 

 

4-3）無償提供 

 無償で廃棄豆腐を提供する先は、畜産経営になっていように、飼料化が最も多く

なっており、回答数の約６割を占めている。飼料化の次に多いのが堆肥化であるが、

２割強にとどまる。 

 無償の受け渡しについては、委託処理に比べて、量が少ないことが特徴となって

いる。平均の取引数量は、飼料化が最も大きく6.7tであり、次いで大きいのが焼却

の4.7ｔである。 

 処理方法の件数と取引量からみると、無償提供される廃棄豆腐の大半が飼料とし

て利用されているとみることができる。 
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表３ 無償提供先での処理方法 

処理方法 回答数 平均取引数量（t） 
飼料化 13（59.1） 6.7 

堆肥化 5（22.8） 0.3 

焼却 3（13.6） 4.7 

食材利用 1（4.5） 1.0 

不明（わからない） 0（ 0） — 

回答数計 22（100） 5.0 
 

（５）おからの処理 

5-1）おからの処理方法 

 おからは豆腐製造の副産物であるため、豆腐の製造に必然的に生じ、その量は豆

腐の製造量に比例する。 

 この副産物を豆腐製造業者がどのように処理しているのかをみると、半分強が無

償提供、３分の１が処理委託、１割強が販売となっている。製造品である豆腐のロ

スに比べると、無償提供の割合が高くなっている。 

 その仕向先をみると、処理委託先は産業廃棄物処理業者が大半であり、販売先は

食材業者と畜産経営が半々くらいである。無償提供先については、半分以上が畜産

経営であるが、堆肥、耕種農家といった肥料利用も４分の１近くを占めている。 

 

表１ おからの処理方法及び仕向先 

仕向先  回

答

数 
産
廃
業
者 

自
社 

養
豚
農
家 

肉
牛
農
家 

酪
農
家 

養
鶏
農
家 

飼
料
メ
ー
カ
ー 

食
品
食
材
業
者 

堆
肥
セ
ン
タ
ー 

肥
料
メ
ー
カ
ー 

耕
種
農
家 

個
人
販
売 

そ
の
他 

処理委託 44 29 0 4 6 2 0 1 0 1 1 － － － 

販売 15 0 1 2 0 3 0 1 7 1 － － 2 － 

無償提供 69 4 5 8 8 16 5 1 2 6 0 10 ― 8 
 
 

5-2）処理委託 

 処理を委託されたおからがどのように処理されているのかをみると、焼却が最も

多く回答数の約３割となっている。続いて飼料化、堆肥化が並んでおりそれぞれ２

割程度になっており、委託した先でおからがどのように処理されているか知らない

という回答も同程度ある。 

 飼料化、堆肥化、焼却の処理方法について、取引の平均数量と平均料金をみると、

数量が最も小さく料金がとび抜けて高いのは焼却であり、飼料化と堆肥化を比べる

と、数量は飼料化の方が大きいが料金は堆肥化の方が高くなっている。つまり、処

理方法については、焼却のように、処理料金は高いが量が少ないものと、飼料化の

ように料金水準は低いが量が多いものが存在する。 
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表２ おからの処理 

 回答数 数量（ｔ） 料金（円/ｔ） 
飼料化 9（20.4） 163.4 5315.1 
堆肥化 9（20.4） 100.4 7665.6 
飼料化と堆肥化 2（4.6） 288.0 3250.0 
焼却 14（31.9） 27.6 12608.0 
その他 1（2.3） － － 
不明（わからない） 9（20.4） 75.6 － 

計 44（100） 95.0 9147.1 

 
5-3）販売 

 おからの販売について販売先での処理方法をみると、食材利用が最も多く、次い

で飼料化である。食材として利用される場合の取引数量は2ｔ程とボリュームは小

さいが料金が極めて高くなっている。飼料化については、取引数量が大きいが料金

は低水準になっている。 

 

表３ おからの販売先 

 回答数 数量（ｔ） 料金（円/ｔ） 
飼料化 4（26.6） 133.3 400.0 
堆肥化 1 （6.7） － － 
飼料化と堆肥化 1  (6.7)  － － 
食品・食材化 9（60.0） 2.2 54250.0 

計 15（100）  166.8 34680.8 

 
5-4）無償提供 

  無償提供先としては、畜産経営が最も多く、次いで多いのが肥料利用を目的とす

る耕種農家や堆肥センターであった。数量としては、無償提供の方が、対価の支払

いを伴う委託処理より大きくなっている。 

 飼料利用は、畜種や頭羽数によって利用するおからの利用量が異なってくるが、

平均の提供数量が280tほどであり、堆肥化の15tを大きく上回っている。堆肥の需

要には季節性があるが、畜産での飼料利用は周年一定量の需要があるみこめるため、

まとまった数量の取引規模を見込めるといえる。 

 

表４ おからの無料提供先 

 回答数 年平均数量（t/年） 
飼料化 35 279.8 
堆肥化 17 15.0 
飼料化と堆肥化 3 469.0 
焼却 1 ― 
食品・食材 4 5.3 
その他 6 ― 
不明（わからない） 1 ― 

計 67 153.9 
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（６）処理料金の上限 

委託処理をする場合に、排出者である豆腐製造業者がその支払い料金の上限をどの

くらいの水準で考えているのかをみると、以下の表のようになっている。 

回答があった処理料金の平均をみると、おから5,874円、廃棄豆腐7,286円、豆乳9,286

円と、水分含量が高くなるほど上限とする処理料金も高くなっている。 

 

表１ 処理料金の上限 

処理料金（円/ｔ） 廃棄豆腐 おから 豆乳 
30,000～ 1 1 2 
20,000～30,000 1 5 0 
10,000～20,000 3 7 2 
5,000～10,000 1 9 1 
3,000～ 5,000 1 4 0 
1,000～ 3,000 4 18 3 

～ 3,000 3 9 0 
0 3 15 0 

平均 7,286 5,874 9,286 
 

ここで、さきほどの現行の処理料金と上限と考える料金水準を比較してみると次の

ことがわかる。 

廃棄豆腐では、上限とする料金の平均は7286円であるが、それと先ほど示した実際

に支払っている現行処理料金とを比較してみると、飼料化（6,509円/t）はこれを下回

っているが、焼却（16,200円/t）はそれをはるかに超えている。おからについても、

焼却（12,608円/t）は上限とする料金水準（5,874円/t）を大きく上回っており、堆肥

化（7,665円/t）も上回っているが、飼料化（5,315円/t）は上限とする水準を下回っ

ている。 

つまり、あくまでも平均値での比較であるが、飼料化は製品ロスの廃棄豆腐におい

ても副産物のおからの処理においても、処理を委託する際の上限料金水準を下回って

いる。 

 

表２ 委託処理の平均料金     （円/t） 

 廃棄豆腐 おから 

家畜飼料化 6,509         5,315         

堆肥化、肥料化 —         7,665         

焼却 16,200         12,608         

 

（７）加工残さや余剰品の資源化について 

発生する加工残さや余剰品の資源化に関する意向をみると、以下の表のようになっ

ている。 
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資源化の意向 

 回答数 割合 

(1)無理な投資でなければ自社において資源化（再生利用）する
ことだ望ましい 23 19.7％ 

(2)多少の経済的負担があっても資源化（再生利用）する業者に
委託したい 22 18.8％ 

(3)資源化や消却処分等の処理方法に関係なく経営的負担が小
さいことが最も重要である 

48 41.0％ 

(4)規制・規定が少なく、あまり神経を使わず手軽にできること
が最も重要である 

12 10.3％ 

(5)資源化（再生利用）は望まない 3 2.6％ 

(6)あまり考えたことがない 26 22.2％ 

(7)その他 5 4.3％ 

 

資源化されるかどうかということよりも経済負担優先であると考える回答（3）が

41.0％と最も高い。多少の経済的な負担があっても無理のない範囲で資源化を指向す

る回答（（1）（2））は38.5％となっており、逆に資源化を望まない回答（5）は2.6％と

低くなっている。つまり、資源化の方向性は求められているといえるが、経済的な条

件次第で現実的対応をとっているとみられる。 

また一方で、資源化についてあまり考えたことがないという回答が2割強あることは、

啓蒙や情報の必要性を示す結果といえる。 

 

（８）望ましい資源化の方法 

望ましい資源化の方法として飼料化が最も多く挙げられている。その理由は、排出

物の性質に合うということと食品由来のものなので食べることを優先するというのが

主たる理由となっている。 

飼料化に次いで多いのが食品・食材化、肥料化であるが、ともに排出物の性質に合

うという理由は共通している。それ以外の理由では食品・食材では食品への利用を優

先、肥料では経済的メリットが挙げられている。 

 

望ましい資源化とその理由 
理     由  

回答数 経済的 
メリット 

排出物の性
質に合う 

技術的対応
が容易 

安全性の問
題が少ない 

社会的 
ニーズ 

食べること
が優先 

手間がかか
らない 

その他 無回答 

食品・食材 14 3 7 0 0 0 5 0 0 - 
飼料 47 6 28 2 2 2 9 3 0 - 
肥料 14 5 6 3 1 0 0 1 0 - 
エネルギー化 2 0 0 0 0 1 0 0 1 - 
資源化方法は問わない 20 2 1 0 0 0 0 0 0 17 
よくわからない 8 - - - - - - - - - 
その他 3 - - - - - - - - - 

 



 

-30- 

（９）飼料化に対する意識 

食品残さの資源化に関して、飼料化に焦点を据えてその意向をまとめたのが下の表

である。 

「食品残さの飼料化は推進すべき」と考えている回答者は、「そう思う」「ややそう

思う」合わせて87％にのぼり、ほとんどの事業者が飼料化を推進すべきだと考えてい

ることがわかる。 

「そのための安全性確保のために積極的に協力する」という回答は、74.8％である

が、それが経済的負担を伴い、多少コストがかかっても飼料化を優先して進めたいと

考える回答者は29.5％に減ってしまう。 

しかしながら、「安全性から飼料化は推進すべきではない」と考えている回答者は

13％にとどまる。 

つまり、排出者の大方は飼料化を望んでおり、そのための協力は惜しまないが、そ

れが経済的負担になると、８割以上いた推進派が3割程に減ってしまう。 

 

飼料化に対する意向 
 そう思う ややそう思う どちらとも言

えない 
あまりそうは
思わない 

そう思わない 

食品残さの飼料化は推
進すべき 

66 
（57.4） 

34 
（29.6） 

10 
（8.7） 

2 
（1.7） 

3 
（2.6） 

飼料化の安全性確保に
積極的に協力したい 

43 
（37.4） 

43 
（37.4） 

18 
（15.6） 

6 
（5.2） 

5 
（4.3） 

多少コストがかかって
も飼料化を優先したい 

14 
（12.1） 

20 
（17.4） 

47 
（40.9） 

23 
（20.0） 

11 
（9.6） 

安全性から飼料化は推
進すべきでない 

9 
（7.8） 

6 
（5.2） 

34 
（29.6） 

24 
（20.9） 

40 
（34.8） 

 

（10）飼料化についての問題点 

食品残さの飼料化を進めて行く上で、何が問題となっているのかについてまとめる

と、次のようになっている。 

食品残さの飼料化の問題点については、コストや価格といった経済的条件が最大の

問題となっている。２番目に多くあげられている補助や公的支援の不足も経済的条件

に関することである。 

これら経済的要因に次いで多くあげられている問題点は、情報の不足、安全性の確

保、労働力の確保である。回答者の３分の１以上が情報不足を挙げていることから、

啓蒙活動や情報宣伝活動が必要であり、そのなかで安全性に関する情報も伝えて行か

なければならないといえる。必要な労働力の確保からは、追加労働力を最小限におさ

えるような作業体系や支援サービス体制を考える必要があるといえる。 

食品残さの飼料化については、ほとんどの事業者が飼料化が望ましいと考えている

にもかかわらず、コスト負担してまでの推進には二の足を踏むのであり、追加的な労

働力を多く必要とするのであれば敬遠されてしまうのである。 
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食品残さ飼料化の問題点 

コスト、価格条件 74（64.3） 必要な技術開発の遅れ 16（13.9） 

補助や公的支援の不足 56（48.7） 焼却等他の料金の安さ 10（8.7） 

飼料化に関する情報の不足 41（35.6） 関係法制度の複雑さ 8（6.9） 

安全性の確保 37（32.2） 商品（畜産物）イメージ低下 6（5.2） 

必要な労働力の確保 34（29.6） 相談、サービスの不足 3（2.6） 
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２．製麺業における残渣の発生と飼料化の状況 

 製麺業における加工残さや余剰品の処理、資源化の意向などについてのアンケート調

査が、平成17年２月から３月にかけて実施された。調査は、生産規模等を勘案して事業

所を抽出し、基本的に訪問面接の形式で実施され、34の回答を得た。対象地域と得られ

た回答数（カッコ内の数字）は、北海道（6）、千葉（4）、新潟（4）、山梨（4）、静岡（4）、

三重（4）、兵庫（4）、沖縄（4）である。 

 

（１）麺の生産規模  

 麺の生産規模は、年間4tから1,200tまで幅広く、1,000t前後がモードであり、平均

の生産量は938tである。比較的中規模層が多く存在する構造になっている。 

 

麺の年間生産量 

 回答数 割合 

2,000 ～  2  5.9 

1,000 ～ 2,000  8 23.5 

100 ～ 1,000 10 29.5 

50 ～   100  6 17.6 

         ～    50  6 17.6 

無回答  2  5.9 

計 34 100 
 

（２）麺の販売先 

 麺の販売については、複数の出荷先をもつことが多く、特定の出荷先に集中するこ

とは、豆腐と比べて少ない。 

 販売の依存度が比較的高いのは、個人の飲食店向けへの販売においてであり、スー

パー等の量販店に対する販売の依存度はそれほど高くはない。豆腐とは異なった特徴

がうかがえる。 

 

麺の販売先 

販売先 件数 うち7割以上の依存度 

自社店舗で利用・販売 5    1（20.0％） 

個人の飲食店 28    9（32.1％） 

外食チェーン店 10 0（0％）  

一般小売店 21    4（19.0％） 

スーパー等量販店 17    3（17.6％） 

食品加工・総菜工場等 11 0（0％） 

社員食堂・給食センター等 17 0（0％） 

その他 10 0（0％） 
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（３）麺の生産規模とロス率 

麺の廃棄ロスについては、０％から5.6％までの幅があり、平均は1.6％である。 

麺の生産規模とロス率の関係をみると、800t以上の規模では2.0％以下のロス率にな

っている。さらにグラフには示していないが、4,000tを超える規模のものが２件あり、

1.7％、1.9％と２％以下のロス率になっている。これらに対して400t以下の小規模層

では3％を超えるものも数件有り、ばらつきが大きくなっている。 

つまり、大規模な生産設備をもつ工場になるとロス率のばらつきが小さくなり、あ

る程度の範囲内でおさまるようになるといえる。 

 

 
（４）廃棄麺の発生原因 

麺のロスの原因は、製造行程での残さが最も多く、次いで製品の余剰部分となって

いる。製造工程でのロスは必然的に発生するものであるが、その大きさは機械装備と

技術等に左右されるものである。他方、製品の余剰は販売先との取引においてある程

度余裕を見込んで生産するために生じるロスであり、マーケティングのためのロスと

いえる。 

これらのロスの発生理由ごとに1位に挙げた製麺業者のロス率の平均をみると、製造

工程あるいは販売のための見込み生産のロス率は1％台であるが、在庫処分や返品など

需要と供給のミスマッチや出荷後に製品が戻されることによるロス率は、それぞれ

3.0％、2.4％と大きくなっている。 

 

麺の生産規模とロス率
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廃棄麺の発生原因 
 製造残渣

部分 
余剰製品 ﾄﾗﾌﾞﾙ等の

製品 
機械のｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
時に排出 

包装印字のｽﾞﾚ
等から廃棄 

在庫処分 返品 

1位 15 7 3 5 0 2 2 

2位 5 6 8 6 1 5 1 

3位 9 1 8 3 1 5 — 
上記理由1位
のものの平均
麺ロス率 

 
1.8％ 

 
1.2％ 

 
1.2％ 

 
1.3％ 

 
— 

 
3.0％ 

 
2.4％ 

 

（５）廃棄麺の処理 

5-1）処理の方法 

廃棄する麺の処理については、処理を委託することが最も多く、委託先のほとん

どは産業廃棄物処理業者である。極めて少ない量であれば一般廃棄物として市町村

に出すケースも存在している。 

 

表１ 廃棄麺の処理 

仕向先   

件
数 

産
廃
業
者 

市
町
村 

自
社 

養
豚
農
家 

肉
牛
農
家 

酪
農
家 

養
鶏
場 

飼
料
メ
ー
カ 

堆
肥
セ
ン
タ
ー 

取引 
平均 
数量 
（t） 

処理委託 28 21 4 2 1 0 0 0 0 1 10.3 

販 売 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 — 

無償提供 7 0 0 1 4 0 0 1 1 1 9.2 

 

廃棄する麺を販売するケースは1件のみであり、堆肥センターに販売している。

無償提供については、廃棄豆腐やおからと比べて多くはなく7件であり、提供先の

ほとんどが畜産経営ないしは飼料メーカーとなっている。 

取引量については、処理委託も無償提供も平均をみるとどちらも10t前後とほぼ

同程度となっている。 

 

5-2）処理委託 

処理を委託した場合、廃棄麺が最終的にどのように処理されているのかをみると、

ほとんどの場合、焼却されており、平均数量は10.5tで処理料金の平均は16351円/t

となっている。 

これ以外については、サンプル数が少ないので一般的なことは言えないが、堆肥

は焼却より量が多く、料金はより低くなっている。 
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表２ 委託先での処理形態 

処理方法 件数 
 

平均数量 
（t） 

平均処理料金 
（円/t） 

家畜飼料 1 — — 

堆肥 2 29.0 15500.0 

焼却 18 10.5 16351.5 

 

 排出時の荷姿については、ビニル袋詰めの状態で搬出されているのがほとんど

である。 

 また、一次処理されているケースは少なく、回答が得られた28件中３件であっ

た。 

 

表３ 排出の荷姿 

排出荷姿 回答数 

ビニール袋 19 

フレコンバック 1 

コンテナ容器 4 

ドラム缶 0 

その他 3 

 

5-3）無償提供 

無償提供のほとんどが畜産経営に向けたものであり、それは飼料として利用され

ている。その平均数量は7.3tである。 

 
表４ 提供先での処理形態 

処理方法 回答数 平均数量（t） 

家畜飼料 6 7.3 

堆肥 1 - 

 

（６）処理料金の上限 

製麺業者が加工残さ等を処理委託する際の処理料金の上限については、以下の表の

ようになっている。 

上限と考える処理料金は、麺生地が最も高く18,143円、次いで麺の14,368円、餃子

の皮11,600円であり、小麦粉、そば粉については、１万円より低くなっている。 

麺について先ほどの現行での処理料金を合わせてみてみると、焼却される場合の処

理料金（平均）は16,000円を超えていたが、それは上限処理料金の水準を超えている。

つまり、焼却処分は製麺業者にとって経済的負担が大きく、他の処理方法を考える意

義は大きいといえる。 
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処理料金の上限   （円/t） 

 麺 麺生地 餃子の皮 小麦粉 そば粉 

平均 14,368 18,143 11,600 7,571 8,833 

最高 50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 

最低 1,000 6,000 1,000 1,000 1,000 

 

（７）加工残さや余剰品の資源化の意向 

製麺業から排出される加工残さや余剰品の資源化についての意向は、以下の通りで

ある。 

資源化や焼却等の処分にこだわらず、経済的負担が小さいことを最優先する意向が

約３割と最も多くなっている。次に、多少の経済的負担があっても資源化に協力した

いという意向とあまり考えたことがないという回答が同じく２割で続いている。自社

での資源化を指向する回答は１割強にとどまっている。おからなどに比べて麺の直接

的な市場性が乏しいことから、自社での資源化の指向性はあまり強く出ず、第三者を

通した経済的な資源化が望まれているものと考えられる。 

 

資源化の意向 

 回答数 割合 

無理な投資でなければ自社において資源化することが望ましい 4 11.8％ 
多少の経済的負担があっても資源化する業者に委託することが
望ましい 

7 20.6％ 

資源化や焼却等の処理方法に関係なく経済的負担が小さいこと
が最も重要である 

10 29.4％ 

規制・規定が少なく、あまり神経を使わず手軽にできることが
最も重要である 

4 11.8％ 

あまり考えたことがない 7 20.6％ 

資源化は望まない 1 2.9％ 

その他 1 2.9％ 

計 34  

 

（８）望ましい資源化の方法と理由 

 資源化する場合の望ましい方法としては、飼料が最も多く考えられている。その理由は、

排出物の性質に合っており、もともと食品や食品加工の残さであることから、飼料化を優

先して考えるというものである。 

 飼料化の次に多い方法として肥料化が挙げられているが、その回答数は飼料化の半分以

下である。肥料化が望ましいと考える理由についてはとくに際立つものがなく、種々の理

由が挙げられている。 
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望ましい資源化とその理由 

理 由   

 

計 

経済的メ
リット 

排出物の
性質に合
う 

技術的に
対応が容
易 

社会的意
義が大き
い 

食品由来
のものだ
から 

手間がか
からない 
 

安全性の
確保が比
較的容易 

食品、食材優先 3 0 0 0 2 0 1 0 

飼料 14 0 8 1 1 5 1 0 

肥料 6 1 1 1 2 1 1 0 

エネルギー化 1 1 0 0 0 0 0 0 

資源化方法は問わず 7 - - - - - - - 

よくわからない 3 - - - - - - - 
 

（９）飼料化に対する意識 

製麺業者においても、飼料化を推進すべきとの考えが7割を超えており、広く支持さ

れているが、安全性確保への協力や経済的負担が必要となると飼料化推進の意向が低

下する。理想や理念として飼料化を思い描いていても、実際に手間やコストがかかる

のであれば、実際にはそれを指向しないケースが多いというのが現実といえる。しか

しながら、飼料化はすべきでないとの考えは15％弱であり、飼料化への方向性は根強

くもたれているとみられる。従って、低コストで食品残さが利用でき、しかも安全で

あれば、食品残さの利用はかなりの広がりをもつものといえる。 

また、飼料化に関する情報が不足していることは7割以上の回答者が認識しており、

情報サービスの拡充が求められる。 

 

飼料化に対する意識 

 そう思う ややそう思
う 

どちらとも
言えない 

あまりそう
は思わない 

そう思わな
い 

食品残さの飼料化は推
進すべき 

16 
（47.1） 

8 
（23.5） 

9 
（26.5） 

1 
（2.9） 

0 
（0） 

飼料化の安全性確保に
積極的に協力したい 

7 
（20.6） 

11 
（32.4） 

13 
（38.2） 

2 
（5.9） 

1 
（2.9） 

多少コストがかかって
も飼料化を優先したい 

3 
（8.8） 

7 
（20.6） 

12 
（35.3） 

9 
（26.5） 

3 
（8.8） 

安全性から飼料化は推
進すべきでない 

1 
（2.9） 

4 
（11.8） 

14 
（41.2） 

10 
（29.4） 

5 
（14.7） 

飼料化の条件や技術に
関する情報が少ない 

14 
（41.2） 

11 
（32.4） 

7 
（20.6） 

1 
（2.9） 

1 
（2.9） 

 

（10）飼料化についての問題点 

製麺業から排出される残さや余剰品を飼料化するにあたって、問題点と考えられて

いることは下表の通りである。 

まず注目すべき点は、コストや価格といった経済的条件とともに情報の不足が挙げ

られていることである。さらに、畜産関係者とのつながりがないという問題がこれら

に次いで多くあげられている。このことからは、食品残さの飼料化の推進のためには、

ネットワーク化による連携の形成や情報の交流・利用が重要となることを指摘できる。 
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また、飼料化に伴って追加労働力が必要となることから、労働力の確保の問題点も

比較的多く挙げられている。食品残さ飼料化の普及には、食品残さ飼料が利用現場で

無理なく導入できる性質のものであること、そして利用のためのサポート体制が整備

されることが望まれる。 

 

飼料化の問題点 

コスト、価格条件 19（55.9） 必要な技術開発の遅れ 3（8.8） 

飼料化に関する情報の不足 18（52.9） 関係法制度の複雑さ 3（8.8） 

畜産関係者とのつながりがない 14（41.2） 焼却等他の料金の安さ 2（5.9） 

補助や公的支援の不足 11（32.4） 商品（畜産物）イメージ低下 1（2.9） 

安全性の確保 9（26.5） 相談、サービスの不足 1（2.9） 

必要な労働力の確保 7（20.6）   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 食品残渣飼料の養豚・肉用牛農場における 
使用例と留意事項 
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Ⅳ 食品残渣飼料の養豚･肉用牛農場における使用例と留意事項 

 

１．試験研究の成果と養豚用飼料として使用する場合の留意点 

１）食品残渣と豚肥育用配合飼料の化学組成 

表１には各種食品残渣の、表２には豚肥育用配合飼料の組成の例を示す。また、表３

には日本飼養標準に示されている豚の栄養素要求量を示す。素材を混合し食品残渣飼料

を製造する場合には飼養標準に示されている要求量に沿った配合をすることが重要と

なる。その場合、特に留意すべきは粗蛋白質の含量、粗脂肪の含量、必須アミノ酸であ

るリジン・メチオニンの含量がある。特に粗脂肪の含量は豚枝肉の格付けに影響すると

ころから、飼料風乾物中の含量として５％以下が推奨されている。表４には国内各所で

製造された食品残渣乾燥飼料の分析例を示す。製造された飼料の中には粗蛋白質や粗脂

肪の含量の非常に高い製品があるが、このような飼料は給与時に配合飼料などで希釈し

て給与することになる。 

 

表１ 食品のグループ別化学組成（水分以外は乾物中％） 

 水分 粗蛋白質 粗脂肪 炭水化物 カルシウム リン リジン チオニン 

 野菜 

 ごはん 

 パン 

 麺類 

 魚類 

 肉類 

 大豆製品 

 おから 

  92.7 

  60.0 

  38.0 

  68.3 

  66.0 

  64.3 

  63.8 

  75.5 

18.3 

6.3 

15.0 

13.1 

68.7 

61.4 

41.9 

24.9 

3.8 

0.8 

7.1 

2.0 

26.7 

34.6 

41.3 

14.6 

66.5 

92.8 

75.3 

83.6 

1.1 

0.6 

12.0 

56.3 

0.42 

0.01 

0.05 

0.03 

0.06 

0.01 

0.57 

0.33 

0.46 

0.09 

0.13 

0.10 

0.73 

0.53 

0.60 

0.40 

1.00 

0.63 

0.35 

0.58 

5.95 

4.87 

2.92 

0.13 

0.24 

0.43 

0.24 

0.44 

2.09 

1.53 

0.66 

0.33 

 

表２ 養豚用配合飼料の配合例と化学組成・栄養価 

   配合割合（風乾物％）  ﾄｳﾓﾛｺｼ62.6%、ﾏｲﾛ15.0%、大豆粕20.0%、炭酸ｶﾙｼｳﾑ0.83%、 

 ﾘﾝ酸3石灰0.65%、食塩0.20%、ﾋﾞﾀﾐﾝ剤0.4%、 

微量ﾐﾈﾗﾙ0.2%、ｱﾐﾉ酸混合物(ﾘｼﾞﾝ･ﾒﾁｵﾆﾝ･ﾄﾚｵﾆﾝ)0.32% 

  成分含量（風乾物中％） 

   粗蛋白質 

     粗脂肪 

     糖・デンプン類 

     総繊維 

   栄養価（風乾物中％） 

     可消化養分総量（ＴＤＮ） 

     可消化エネルギー含量（Mcal/㎏） 

 

  15.0 

   3.4 

  53.6 

  13.7 

 

   76 

  3.46 
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表３ 日本飼養標準･豚(1998年版)における肥育豚の栄養素要求量 

体   重 30～70㎏ 70～110㎏ 

 期待日増体量、㎏ 

 風乾飼料量(水分含量、約12％) 

 風乾飼料中の成分･栄養価、％ 

    粗蛋白質 

  可消化養分総量（ＴＤＮ） 

  カルシウム 

  非フイチンリン 

  ナトリウム 

  塩素 

  リジン 

  メチオニン＋シスチン 

0.80 

2.16 

 

15.0 

75   

0.55 

0.25 

0.10 

0.08 

0.75 

0.46 

0.85 

3.12 

 

13.0 

75   

0.50 

0.20 

0.10 

0.08 

0.55 

0.34 

 

表４ 食品残渣乾燥飼料の化学組成と栄養価の例 

（その１ 素材の混合割合） 

製品No 素材の混合割合（原物％） 
１ 
 
 
２ 
 
 
 
３ 
 
 
４ 
 
５ 

米飯類20％、パンクズ30％、野菜クズ10％、フスマ5～10％、弁当30～35％ 
（各社 製造弁当、おにぎり、炊き込みご飯、天カス・タレ、混ぜご飯） 
 
米飯類20％、パンクズ30％、野菜クズ10％、フスマ5～10％、レストラン残
渣30～35％（トリガラ、唐揚げ、麻婆豆腐、惣菜、キノコ、野菜煮、野菜ミ
ンチ、コロッケ等） 
 
米飯類20％、パンクズ30％、野菜クズ10％、フスマ5～10％、スーパーマケ
ット残渣30～35％（豚肉、牛肉、鶏肉、魚等） 
 
魚腸骨53％、廃棄魚22％、脱脂米ﾇｶ15％ 
 
野菜クズ40％、パン20％、調理残渣30％、コーヒー豆10％ 

 

表５ 食品残渣乾燥飼料の化学組成と栄養価の例 

（その２ 組成と栄養価、風乾物中％） 

製品Ｎｏ １ ２ ３ ４ ５ 
 粗蛋白質 
 粗脂肪 
 炭水化物 
 可消化養分総量（ＴＤＮ） 
 リジン 
 メチオニン 
 食塩 

3.2   
5.0 
67.3 
81.3 
0.38 
0.21 
2.1 

15.0 
6.7 
64.1 
84.4 
0.46 
0.21 
2.1 

19.9 
10.4 
55.4 
86.8 
0.86 
0.38 
2.0 

32.2 
18.8 
24.5 
80.7 
- 
- 
- 

17.5 
4.8 
63.2 
66.1 
- 
- 
- 

 

２）食品残渣乾燥飼料を用いて行われた豚肥育試験成績の例 

埼玉県農林総合研究センター畜産研究所で行われた試験成績(山井ら、養豚の友2003

年10月号、38～41、2003、埼玉県農林総合研究センター畜産支所･平成15年新技術情報)
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を紹介する。 

 ①飼料の製造 

粗脂肪の含量、蛋白質の含量および炭水化物の含量を肥育豚の養分要求量に近似さ

せることを念頭におき、表６に示すようにパンクズ、トウフカス（おから）、魚あら、

野菜クズ、小麦クズを混合している。混合物に好気性発酵菌（バチラス属）を添加し、

熟成させた後、80℃で乾燥し、乾燥粉末を得ている。 

②市販の肥育豚用配合飼料よりも食塩の含量は多いが、粗蛋白質、粗脂肪、炭水化物の 

含量は近似する製品が調製されている。 

③増体量、飼料摂取量、飼料要求率には配合飼料給与区と発酵乾燥飼料給与区との間に 

は有意な差はなかった。 

④枝肉重量、枝肉歩留まり、背脂肪厚さには配合飼料給与区と発酵乾燥飼料給与区との 

間には有意な差はなかった。 

⑤発酵乾燥飼料を給与した豚の肉色は市販飼料の肉よりも薄いピンクの色調を示し、脂

肪色も白色度が高かった。 

⑥発酵乾燥飼料を給与した豚の不飽和脂肪酸は市販飼料のものよりもやや高い値を示

したが、融点の値からは軟脂の傾向は見られなかった。 

⑦食味テストでは香り、食感、味の評価において配合飼料給与区と発酵乾燥飼料給与区

との間に差はなかった。 

 

表６ 試験飼料（発酵乾燥飼料）の混合割合と化学組成 

素材の混合割合（原物％） トウフカス5.9％、魚あら3.4％、パンクズ30.1％、米飯4.9％、 
野菜クズ1.0％、小麦クズ8.6％、戻し発酵飼料11.3％、ふすま 
34.9％ 

化学組成（水分以外は乾物中％） 
  発酵乾燥飼料 
  配合飼料 

水分 粗蛋白質 粗脂肪 炭水化物 リジン 食塩 
 11.8    17.3       3.5    75.3   0.66   0.86 
 13.7    18.1       4.8      73.1    0.77   0.29 

 

表７ 飼養試験成績と枝肉の成績・性質 

  発酵乾燥飼料   配合飼料 

 飼養試験成績 
    頭数 
    開始時体重、㎏ 
    終了時体重､㎏ 
    平均日増体量、㎏/日 
    平均飼料摂取量、㎏/日 
    飼料要求率 
 枝肉成績 
     枝肉重量、㎏ 
     歩留り、% 
     背脂肪厚、㎝ 
腎周囲脂肪融点 ℃ 

 
6 
58.5 
109.0 
0.90 
2.71 
3.01 

 
76.1 
68.0 
3.6 
44.2 

 
6 
59.5 
111.7 
0.93 
2.86 
3.09 

 
78.1 
68.4 
3.6 
45.3. 



 

-44- 

２．Ｓ牧場（肉用牛）・・・交雑種に食品残渣を多給して低コストで良質牛肉を生産 

１）経営概況 

埼玉県行田市にある交雑種牛を中心とする肥育専門の企業的農家である。現在700頭

程の肥育牛を飼養している。牛舎で働く従業員は現在３名（通常は４名だが、１名けが

のため休暇中）。牛舎は、自宅に隣接した牛舎、自宅から数㎞離れた水田地帯にある牛

舎、それに宮城県にある育成用牛舎の３カ所に分かれている。 

順調な経営を続けていたが、平成13年のＢＳＥ発生後、F1の肥育牛は特に買いたたか

れ、20万円程で導入した子牛が、肥育後の売値が10～15万円という悲惨な状況で、困難

な経営がしばらく続いた。その後状況は回復し、F1を中心に肥育するというスタイルは

変えていない。 

経営のポイントは、F1を利用することで素牛への費用を削減し、各種食品残渣を活用

することで飼料コストも削減して、大衆向けの牛肉（３クラス）を低コストで生産する

ことである。F1は食品残渣主体の飼料でもしっかりと食い込み、丈夫なので、この戦略

に適している。 

肥育している牛の品種は黒毛和牛、褐毛、ホルスタインと黒毛和牛のF1、黒毛と褐毛

の交雑種、短角と黒毛のF1、それに試験的にではあるがニュージーランドから導入した

アバディーンアンガスと黒毛和牛のF1の合計６種である。肥育期間は和牛が22～23カ月、

外来種は17～18カ月、褐毛は15～16カ月程度である。平成16年の畜産廃棄物に関わる法

律の施行に伴い、酪農現場での担い手の問題が深刻になっており、F1の素牛の供給も今

後難しくなる可能性がある。そこで海外からのF1素牛の導入を検討している。中でもニ

ュージーランドで生産するアバディーンアンガスと黒毛和牛のF1については大きな期

待を寄せている。 

 

２）飼養状況 

食品残渣の利用状況の項で後述するような食品残渣と、下記に示した飼料を利用して

いる。これらの飼料をＴＭＲミキサーにより混合して給与している。ミキサーの動力に

は廃車になったトラックのジーゼルエンジンを使用するなど、コスト削減を徹底してい

る。 

肉質向上のためのビタミンＡコントロールは当初水腫や盲目等の問題が生じたが、現

在では経験が豊富になり、特に問題はなくなった。 

①丸粒大麦と丸粒トウモロコシの利用。 

濃厚飼料については丸粒トウモロコシ、丸粒大麦を購入して、所有する機械で粉砕

することで、飼料費を削減している。丸粒飼料の価格が圧ペンや挽き割りに比べて単

価が安いため、粉砕機の導入コストを考慮してもコスト削減になる。 

②稲発酵粗飼料 

稲発酵粗飼料については、平成15年200個弱使用し、平成16年は300個使用する予定。

育成のみに給与している。その他の粗飼料としては稲藁とライグラスストローを利用

している。 
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３）食品残渣の利用状況 

使用している食品残渣は基本的に乾燥された物が中心である。入手可能な多様な残渣

を利用しているが、生粕に関しては管理の手間のため、現在使用していない。 

①利用している食品残渣類 

乾燥パン屑 

オカラ、液卵、豆乳の混合物の乾燥品 

乾燥オカラ（生のオカラは以前使っていたが、輸送の手間のため、乾燥にした） 

大豆皮  

酒粕（今は使っていない） 

酒米ヌカ 

脱脂粉乳 

酢粕（供給が安定せず、過剰時、堆肥に混ぜたところ悪臭が発生し、使用をやめた） 

グリーンピースの粉（乾燥品） 

紫色のトウモロコシ（中国産、鳩のエサ用の規格外品） 

小麦粕（ビール工場から排出される残渣） 

クズ麦 

②もみ殻 

稲わらの入手が困難なことと価格の問題から、もみ殻の粗飼料としての利用を先進

的に取り組んできた。これまで膨軟化したもの（１立方600円）も利用していたが、現

在、処理していないもの（無料）を利用している。仕上げにはもみ殻を分離給与して

いる。 

 

４）食品残渣利用のメリットと課題 

現在、飼料代は１頭あたり、12～13万円程度と非常に安価に仕上がっており、飼料コ

スト低減の効果が大きい。生粕の利用についてはハンドリングや悪臭の発生の問題があ

り、現在全く使用していない。斉藤牧場で有効に利用できることを示した残渣について

他の農家でも利用されるようになり、その結果価格が上昇し、利用しづらくなるケース

が多い。その悪循環から、常に新しい食品残渣を探して利用することになっている。 

乾燥液卵等、動物由来の資源については関係行政機関に確認をとった上で使用してい

る。 

 

５）食品残渣利用の今後の方針 

F1を利用することで素牛への費用を削減し、各種食品残渣をしっかり食い込まして、

大衆向けの良質牛肉を低コストで生産する戦略をより深化するため、新たな食品残渣を

探索しながら、より良質と考えられるニュージーランド産F1の利用を推進する。 
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写真１ もみ殻の粗飼料としての利用   写真２ ＴＭＲミキサーの動力源は中古の 

ディーゼルエンジン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ ＴＭＲミキサーと斉藤さん  写真４ オカラ､液卵、豆乳の混合物の乾燥品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ グリーンピースの粉（乾燥品）      写真６   乾燥パン屑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ もみ殻の貯蔵庫           写真８ 導入したF1 



 

-47- 

 
３．Ｓ物産（肉用牛）・・・野菜残渣等地域資源を活用した肉用牛向け乳酸発酵飼料の 

開発製造 
 
青森県の畜産畑作地帯で野菜残渣、リンゴジュース粕等の地域飼料資源を活用し肉用牛

向け乳酸発酵飼料の開発製造に取り組んでいる事例であり、畜産、畑作を主体とする農村

地帯での野菜及び食品加工残渣の飼料利用に関する有用な情報といえる。 

 

１）事業体の業務と考え方 

 飼料開発製造の研究事業に取り組む会社名はエドヴイック(EDOVIC)であり、その由来

はEnvironment Development Organic Vital Identity Circulate （環境開発・有機活力・
循環性）の頭文字による。 

 ｢新しい地域循環型社会を構築し、地域経済、土壌改善、国民の健康に貢献する｣を理

念とし以下の事業活動を行っている。 

 ①有機性廃棄物の再生利用に関するコンサルタント業務 

 ②産業廃棄物･一般廃棄物の処理機械およびシステム設計・製造・販売・各種リース 

 ③上記処理機械・システムに関する設置工事およびメンテナンス業務、 

 ④有機性廃棄物の再生利用販売 

 ⑤事業に関する講演会・展示会・各種イベントの企画・開催・コンサルタント業務 

 

２）有機性資源の飼料化に関する事業･研究内容 

①当社のグループ会社である相和物産(株)では従来から食品加工残渣、汚泥、バーク等

を材料に堆肥を製造・販売しながら、食品加工残渣の中で飼料利用に適するものを混

合処理機で飼料化し、肉用繁殖牛の飼料として自家利用してきた。しかし、品質の安

定性、長期貯蔵性、安全性、大量調整法などが不明で商品化するまでには至らなかっ

た。 

②こうした中(株)エドヴイックはＳ物産(株)の方式を受け継ぐ型で平成15年から３年

間の計画で国の中小企業創造活動促進法に基づく県の資金支援を受けながら｢農産物

残渣等地域飼料資源を活用した自給型発酵飼料の開発および製造ｼｽﾃﾑの確立｣の研究

開発事業に着手した。事業の趣旨は｢青森県の野菜生産販売業者･食品加工業者が排出

し、廃棄処分に付されている植物性残渣(大根、人参、長いも、リンゴジュース粕、

トウフ粕等を活用して地域自給型乳酸発酵飼料を開発し、その商品化を図ると共に、

当該飼料の製造システムを確立し、製造マニュアル・原料処理プラントの販売提供に

資する｣である。 

③飼料製造原料の選定基準は以下である。１）定時に定量入手出来ることを基準として

食品製造副産物と農産廃棄物に限定している、２）安価で良品質であること、３）飼

料成分、飼料価値が明確であること  

 

３）立地条件と食品廃棄物の収集と飼料製造および給与 

①立地条件：当地青森県北部上北地域は青森県の大家畜の40～50％が飼育されており、

同時に野菜生産地帯でもあることから、耕作方式は、牧草と野菜の輪作システムがと
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られている。したがって、野菜の集出荷時には規格外の野菜(人参、長いも等)が集荷

場から、また、スーパー、漬物加工会社からは野菜クズが大量に排出されるが、これ

が飼料原料として有効に利用できる。 

一方、当該地帯の西部に位置する津軽地方では米とリンゴが主産であるが、そこか

らはモミガラとリンゴジュース粕が廃棄物として排出される。株式会社エドヴイック

のグループ会社（相和物産株式会社）が産業廃棄物処理業であるところから、これら

の植物性廃棄物の収集と利用が一体的に行えるという利点を組織として持っている。

また、青森県全域から排出される豆腐粕の利用も上記の理由から可能である。 

②原料収集の課題：規格外の野菜（人参、長いも等）は農協の選別所からは泥付きのま

まの状態で入ってくることが多く、これを洗浄することが必要となる。選別所で洗浄

がしてあれば飼料化の効率は良くなり、それはコストにも反映する。地域の事業とし

て考えた場合、それぞれの役割分担を考え、それをシステムとして実行するようなネ

ットワークを考えねばならないであろう。  

③飼料製造：飼料原料としては表１に示す品目を利用しバッチ方式有機資源循環処理機

(U-HSCF100 200㎏/一運転)を用いて混合飼料を調整し、これをフレコンバック（内

袋はビニール）に詰めこみ、完全密封して、乳酸発酵飼料を製造している。 

調査時(平成15年)はプロジェクト研究の初年目であるが、弘前大学との共同研究で

原料配合割合と乳酸発酵飼料の品質との関係を調査するほか、繁殖牛向け乳酸発酵飼

料の製造を実証した。 

 

表１ 飼料原料 

原料区分 原料種類(品目) 

  農産物残渣 
  農産副産物 
  食品加工残渣 

大根、人参、長いも、ジャガイモ 

イネワラ、モミガラ、ふすま、米ヌカ 

リンゴジュース粕（乾燥品と生粕）、トウフカス 

 

④乳酸発酵飼料の貯蔵と給与：フレコンバッグサイロでの長期貯蔵方法を明らかにする

とともに、繁殖雌牛給与試験を行い、安全性で適正な調整給与方法を明らかにした。 

⑤生産目標：乳酸発酵飼料の製造目標としては以下を掲げている。１）日生産量、2.4

～2.8ｔ、２）年間生産量、600～1200ｔ、３）生産コスト、６～11円/㎏以下、４）

販売価格27円/㎏以下  
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東奥日報提供東奥日報提供東奥日報提供東奥日報提供    
平成平成平成平成15151515年９月年９月年９月年９月27272727日日日日    
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株式会社株式会社株式会社株式会社    日報アイ・ビー日報アイ・ビー日報アイ・ビー日報アイ・ビー    
循環経済新聞提供循環経済新聞提供循環経済新聞提供循環経済新聞提供    
平成平成平成平成15151515年３月１０日年３月１０日年３月１０日年３月１０日    
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株式会社 日報アイ・ビー 
循環経済新聞提供 
平成15年１月１３日    

日本経済新聞提供 
平成15年１月１０日    
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デーリー東北新聞社提供 
平成1４年１２月１６日    

東奥日報提供 
平成1４年１２月１４日    
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４．Ｓ畜産（養豚）・・・食品廃棄物乾燥飼料を配合飼料に20％代替えして給与する 

大規模養豚 
 
Ｓ畜産は関東地域に４つの農場を持ち、調査した茨城牧場（茨城県旭村）では従業員９

名が母豚600頭、肥育豚を常時7,700頭飼養する大規模な養豚農場である。ここでは東京都

の一般廃棄物処理業者が生産する食品残渣乾燥飼料を使用飼料の20％と位置付け、有効に

利用している。大規模養豚農場での食品残渣乾燥飼料利用に際しての指針が示される例と

して紹介する。 

 

１）飼料調達と給与の変遷と発酵乾燥飼料の特性 

①1983年(昭和58年)に農場を建設した当初は自家配合を行っていた。 

②鹿島臨海工業地帯に多くの配合飼料工場が出来、農場からの距離も近いことがあって

市販養豚用配合飼料に切り替えていった。 

③同時に豚の健康面と嗜好性を考えて配合飼料と同時に発酵飼料、あるいは酒粕類の乾

燥飼料を少量給与してきた。 

④一方で産業廃棄物処理業者との付き合いの中から、種々の食品製造副産物が供給され、

その給与量も増加してきた。それは飼料価格低減に大きな貢献をした。 

⑤肥育豚の生産コストに占める飼料費の割合を40％以下にすべく努力している。そのた

めに使用している食品残渣あるいは食品残渣乾燥飼料は以下の４種類である。１）ク

ッキー粉砕物に小麦粉を塗したもの、２）パスタ（粉砕物または生地）、３）パンク

ズ（ミミが主体）、４）発酵乾燥飼料 

⑤月間の総飼料給与量は300～320ｔであるが、その20％程度、約60ｔの食品残渣･食品

残渣乾燥飼料が飼料として利用されている。その中で発酵乾燥飼料は月、30ｔである。 

⑥発酵乾燥飼料は東京の上山商店でパンクズと都市厨厨芥(排出側が分別を徹底)から

表２の製造方法によって作られ、フレコンバックで茨城県の農場まで配送されている。 

 

表１ 発酵乾燥飼料の製造法 

１）混合物を灯油で加熱  ２）バチルス属の生菌剤添加  ３）80℃で乾燥･微生物分解 

４）３時間で乾燥状態に（水分含量10％前後） ５）フルイでの選別 

６）フレコンバッグ（500㎏）に充填 

 

⑦発酵乾燥の化学組成を表２に示すが、特徴的なことを以下に記す。  

１）製造ロットの成分変動：平成15年の11月に２回の飼料採取を行ったが、一般成

分含量にはロット間の差が殆どなく、原料素材の設計・混合が的確に行われていると

評価される。２）粗蛋白質含量：肥育前期と後期の粗蛋白質要求量はそれぞれ原物中

15％と13％であるが、発酵乾燥飼料の粗蛋白含量はそれよりも５～７％高い値である。

３）粗脂肪含量：配合飼料原物中の粗脂肪含量は３～４％であるが、それよりもはる

かに高い値である。飼料のエネルギー含量は高くなるが、軟脂の豚肉を作り枝肉格付

けの低下を招きかねない。したがって、給与飼料中の脂肪含量が５％以下になるよう

に配合飼料等で希釈給与する必要がある。  
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その点を考慮すると肥育後期の豚では配合飼料への代替率は20％以下としなければ

ならない。しかし、肥育前期あるいは育成期の豚に給与する場合には、より多くの代

替率とすることも可能である。３）必須アミノ酸リジンの含量：リジンの豚の育成後

期－肥育前期－肥育後期の要求量はそれぞれ、1.07％、0.75％、0.55％であり、製造

飼料のリジン含量はそれよりも低い値である。例えば、肥育前期用の配合飼料に発酵

乾燥飼料を20％代替したとすると、リジンの充足率は90％と減少する。代替率を低く

するか、あるいはアミノ酸サプルメントの添加を行う措置が必要となる。４）ミネラ

ル含量：カルシウムの要求量は育成末期、肥育前期、」肥育後期でそれぞれ、0.65％、

0.55％、0.50％である。発酵乾燥飼料のカルシウム含量は0.13～0.37％と要求量より

も低い値であり、育成後期飼料として配合飼料を発酵乾燥飼料で20％代替した場合に

は給与飼料のカルシウム充足率は72～78％、育成前期飼料の場合には85～92％の充足

率となる。特に、育成後期に利用する場合にはカルシウムの添加が必要となる。微量

要素では亜鉛が要求量（55ppm）に比して発酵乾燥飼料の含量が低く、添加が必要であ

る。 

また、ナトリウムと塩素から計算される食塩の含量は1.5％前後で要求量の約８倍と

なる。食品残渣飼料の場合、食塩含量が高くなることは飼料の属性としてある程度、

容認せねばならない。1.5％の値はこの種の飼料としては決して高い水準とはいえない。

配合飼料への一部代替で濃度は減少する。給水制限することなく、十分の水を与える

ことによって食塩中毒の心配をすることはない。 

 

表２ 発酵乾燥飼料の成分含量 

    11月６日製造   11月11日製造 

 一般成分含量、原物中％ 
   粗蛋白質 
   粗脂肪 
   糖・デンプン・有機酸類 
   総繊維 
 アミノ酸組成、原物中％ 
   リジン 
   マチオニン＋シスチン 
 ミネラル組成、原物中％ 
   カルシウム 
   リン 
   ナトリウム 
   塩素 
   亜鉛、ppm 

 
        20.9 
         9.9 
        59.2 
         3.7 
 
         0.49 
         0.36 
 
         0.37 
         0.28 
         0.70 
         0.76 
        19 

 
         19.4 
         11.6 
         60.2 
          3.5 
 
          0.42 
          0.47 
 
          0.13 
          0.23 
          0.63 
          0.79 
         20 

 

２）食品残渣･食品残渣乾燥飼料の給与法 

食品残渣･食品残渣乾燥飼料は以下のように豚の成育時期を考慮して使用されている。 

①クッキー、パンのミミ、パスタ生地はデンプン含量が高いところから肥育の後期に主

に用いている。 

②発酵乾燥飼料は蛋白質含量が高いところから、次の３つのステージで用いている。(1)
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分娩舎での授乳期用として(母豚に離乳時の22日くらいまで) 、（2）人工乳(後期用)

給与の補助として(体重が30㎏くらいまで)、(3)肥育前期(体重が60㎏くらいまで) 

  

３）食品残渣飼料給与の利点 

 ①飼料費の低減に直結する。 

  ②製品によっては配合飼料よりもパワーで優れたものもある。 

  ③発酵乾燥した飼料にはニガミがなく、豚の嗜好性がよい。 

 

４）食品残渣飼料給与の欠点 

 ①粉砕･配合に手間がかかる。 

  ②運搬物（フレコンバック等）を吊す機械設備、配合機等の付帯設備が必要となる。 

③栄養素の低含量が問題となることがある。現在、20％程度の混合量に制限しているの

はそのためである。これ以上の混合量（代替率）ではビタミン・ミネラルサプルメン

トが必要となる。そのような状況では必ずしもコストダウンにはならない。 

 

５）食品残渣飼料利用に関する農場主の考え方 

①日本のゴミ処理にかけているコストと環境負荷を考えた場合、日本の養豚でその一部

を担ってゆかねばならないと考える。また、海外からの穀類の輸入分を一部でも食品

廃棄物によって代替し、飼料自給率を向上させねばならないであろう。 

②この地域では配合飼料の実勢価格が㎏当たり26～30円程度である。こういう環境下で、

食品残渣飼料に求められる価格は㎏当たり15円が付帯設備と労力を考えて適切であ

り、上限で㎏、20円であろう。 

③配合飼料工場が食品残渣乾燥飼料を配合原料として用いてゆくことが、食品残渣飼料

の拡大に貢献する。 
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５．Ｍ牧場（養豚）・・・市民ボランティアと連携を図った養豚経営 

１）経営概要 

長岡市の郊外の山間地にある牧場で、長岡市を見下ろす風光明媚な場所に立地してい

て、６haを有する。オーナーのＷさんは２代目で、父親は長岡の市街地で牛の肥育を行

っていたが、宅地化のため郊外に引っ越し、また、輸入穀物依存の飼養体型への不安の

ため、残さ利用を推進しようと、豚の一貫経営も始めた。 

平成16年10月の震災以前は、Ｆ１の雌牛の肥育牛250頭ほどを飼育していたが、牛舎が

全壊したため、現在は飼養していない。また、ログハウスや200名程度が利用できるバ

ーベキュー場、ハイキングコース等があり、年間２万人ほどの利用があったが、建物の

被害とアクセスする道路の崩壊のため全く使用できない状況にある。地震の被害が甚大

で、一時は廃業も考えたが、地域循環ネットワークの強いサポートにより、どうにか復

興しつつある。地震直後は、地域循環ネットワークが収集した残さを飼料化しているも

う一軒の養豚家ＮさんがＷさんの豚すべて引き受けて下さるとともに、収集した給食残

さをすべて引き受けるため、Ｎさんが別途受け入れていた残さは断って、地域循環ネッ

トワークの活動の維持を支えたそうである。 

豚は母豚40頭を有し、種豚はデュロックとバークシャーを有し、一部人工授精も行っ

ている。現在ＬＷＤが主体であるが、試行錯誤をしながら、今後はＬＷＢが一つの目標

となっている。離乳は21～30日で行い、離乳舎で約２ヶ月、30kgほどになるまで飼養す

る。餌付けから離乳後しばらくは市販の配合飼料を利用するが、徐々に自家配を混ぜ、

その割合を増やしていく。肥育前期は80kgまでとして、魚のアラ等、動物性タンパク質

の多い自家配を利用し、肥育後期は動物性タンパク質がほとんど含まれない自家配を給

与して、120－130kgほどで出荷している。出荷時の平均日齢は210日程度である。全農

が経営すると場に出荷する。ここではセリはなく、格付けに応じて売買される。上物率

は３割程度で、格落ちの原因は厚脂が多い。しまりについては問題ない。牛の肥育が中

心だったころは豚の肥育についてさほど手をかけず、等外になるものが９割以上だった

そうである。現在の年間出荷頭数は600頭ほどである。Ｗさん、奥さん、息子さん、そ

れにパート１名で3.5程度の労働力である。 

10年前から肉の直売を始め、弟さんが経営している。牛については素牛が比較的安い

Ｆ１のメスだけを肥育し、月に２－３頭分販売していた。今は仕入れた牛肉を販売して

いる。豚については出荷したもののうち、週2.5頭ほどを買い戻し、「牧場ちゃん」とい

うブランド名で販売している。 

 

２）飼料の調製・給与 

学校からの給食残さは野菜屑や卵の殻等、細かく分別されて段ボール箱で収集されて

くる。搬入された残さは200kgもしくは300kgのプラスチック製のタンクに入れ、ＥＭぼ

かしと交互に積層していく。その中に１－２日間置き、水切りを行う。一日に搬送され

る残さはこのタンクに８個ほどになるので、総量約1.6トンほどである。 
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肉豚用飼料の配合設計 

原    料 量 

柿の種 ２００ｋｇ 

せんべい ２４０ｋｇ 

デンプン ６０ｋｇ 

おから ５０ｋｇ 

脱脂大豆 １００ｋｇ 

米ぬか ３０ｋｇ 

肉豚用残さ（野菜屑と食べ残し等） ４００ｋｇ 

第２リンカル ５ｋｇ 

ライトミネラル ５ｋｇ 

炭酸カルシウム １０ｋｇ 

EMぼかし、炭  

 
 

 飼料調製機は２台あり、それぞれみのり産業の製品で、１台はＭ牧場が平成９年に

導入し、平成15年にオーバーホールしたものである。もう１台は長岡市からの委託費

で循環ネットワークが平成14年に導入したものである。燃料は灯油で、食用廃油を

25％程度利用している。夏はこの割合を増やし30％程度にする。 

 まず、肉豚用残さ以外の原料を調製機に投入し、混合しながら40分間加温する。そ

れから肉豚用の残さを30分間あけて２回に分けて投入する。加熱する時間は合計２－

2.5時間程度で、その後、火を止めて合計５時間ほど混合する。ここで水分は35％程

度になる。40℃で発酵資材を添加して２－３日おいてから給与する。飼料は朝夕の２

回、すべて手作業で給与する。 
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写真１ 収集容器 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真２ 乾燥機 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真３ 飼料 
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６．Ｋポーク（養豚）・・・飼料化工場を設け、環境面に優れ、高品質な豚を生産 

１）はじめに 

Ｋポークは、パン、菓子類を飼料として大量に用い、味の良い高級ブランド肉を生産

している。その肉はデパートなど有名食肉店で扱われている。Ｋポークは、戦後、残飯

養豚から発展したが、飼料化工場を造り、最近では食肉販売まで始めている。また、環

境面でも特筆すべきものがある。地道に進めてきたＫポークの戦略は養豚家がリサイク

ル飼料を利用する好例となる。 

 

２）経緯と飼料 

Ｋポークの現社長は４代目である。最近、養豚場は大阪から滋賀県に移転し、現在、

大阪枚方市ではパン類を中心とした産業廃棄物処理、飼料製造販売、食肉販売を行って

いる。養豚場周辺は、丘陵地帯で、酪農家や観光農場があり、自然に恵まれた場所であ

る（写真１）。車による交通のアクセスはよく、高速道路を用いると大阪まで１時間強

である。 

養豚は弟さんとともに経営し、正規従業員は４人である。以前は肥育専門であったが、

最近、繁殖豚も導入し、一貫経営となった。豚舎は３棟あり（写真２）、現在の肉豚は

3000頭、母豚は約100頭で、大阪の時期に比べると拡大しているが、ブランド化された

豚肉の需要が高いことから、なお規模拡大の希望を持っている。 

子豚用飼料としては大豆粕、トウモロコシ、パン、菓子類、脱脂粉乳、魚粉、アミノ

酸・ビタミン添加剤、肉豚用飼料としては、菓子パン、大豆粕、アミノ酸・ビタミン添

加剤などを利用し、配合器（写真２）によって自家配合されている。パン類の使用量は

１週間で30ｔに上り、次に示す大阪の飼料化工場より乾燥したもの（写真４）を購入し、

市販配合飼料に比べると㎏あたり５円以上安くなっている。肉豚生産費の６割は飼料費

であるので、そのうち２割をコストダウンしていることになる。 

製造飼料の蛋白質含量は飼養標準を充足しているが、アミノ酸バランスがやや良くな

いため、発育は劣るが、むしろそれらを利用して、高品質の豚肉を得るため、じっくり

育てている。肥育期間は普通より１ヶ月ほど余分にかかっているため、飼料費がかかり、

回転が悪くなるが、仕上げ体重は大きめで、肉質がよく、安定的に高く売れている。そ

れは、リサイクル飼料が安価であることを利用して、肥育期間を延長し、肉質を上げる

という大阪の肉質向上研究会の当初の戦略でもある。 

 

３）飼料化工場 

 飼料化工場（写真５）は大阪府南部に位置し、養豚場とは高速道路でアクセスできる。

工場付近は住宅も多く、大きな倉庫のような社屋で、閉鎖システムや脱臭システムを採

用し、騒音や臭いが漏れないようになっている。従業員は正社員が６人で、パンの収集

と乾燥、配達などを業務としている。なお、会社は産業廃棄物処分業、産業廃棄物収集

運搬、飼料製造業、再生利用事業者登録、食肉処理販売業などの許可も得ている。 

 パンの収集は大阪を中心として正月も含め毎日で、持ち込まれるものもあるという。

パンのみみ（写真６）は兵庫から滋賀まで全部取りに行っているとのことであった。１
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日20ｔ以上を収集し、製品で12～13ｔになるとのことであった。 

 乾燥器は市販品で、連続式パンみみ用１台（１日処理能力５ｔ）とバッチ式菓子パン

用２台（10ｔ）がある（写真７、８）。熱風乾燥システムを利用し、熱風温度は菓子パ

ン210℃、パンみみ160℃で、１台の処理能力は１時間あたり500～700㎏/hであった。エ

ネルギーとしては、工業用ブタンガスで、㎏あたり５～７円かかる。もし、産廃処理さ

れれば、焼却費として50円/㎏かかるのだという。 

 できた飼料は、菓子パン類は滋賀の養豚場で主に使い、パンみみ類はメーカー（大手

含む）３～４箇所、農家７軒に販売している。大手メーカーとの契約も成立した。 

 大阪の時代には菓子パン（写真９）の袋取り作業に２～３人ほどかかっていたが、こ

こでは機械化されている。いろいろ探したあげく、非常に上手く、迅速に処理できる機

械（写真10、袋カッター）が見つかり、導入した。このため、効率が上がり、大幅な労

力と時間の削減になったという。その他のパン類や菓子類は日を置かず、処理されてい

る。 

  課題としては、原材料が集まりにくくなっていることを上げている。 

 

４）飼養環境 

 ここの特筆すべきことは環境面の良さでもみられる。環境面で周辺に迷惑をかけない

という経営者の意志が施設に強くあらわれている。豚舎は３棟建設されており、それぞ

れ、少しづつ違っている。いずれの豚舎へもリサイクル飼料は太いパイプラインで１日

２回自動給餌されている（写真11）。床面は勾配がつけられ、斜面上部よりオガ粉を投

入している。オガ粉床は踏み込み式ではなく、わずかな厚さしかなく、勾配を豚の動き

によって斜面下部に設けられた堀のような溝に自然に滑り落ちるようになっている。豚

は給餌場所の反対面で斜面下部に糞尿をする特性があるので、汚れず、大変清潔に飼育

されている（写真12）。溝は毎日、機械で清掃されている。 

 さらに、脱臭の工夫として、コーヒー粕にオガ粉を混ぜて撒くようにしている。コー

ヒー粕は産業廃棄物として大量に排出され、脱臭効果は確実に見られるという。さらに

脱臭のため乳酸菌等の微生物を飲水投与していた。清潔に飼育されることは豚肉生産に

とっても大切で、不潔な条件で飼うと悪いニオイが豚肉にも移行することが知られてい

る。Ｋポークは飼料面と環境面から美味しい肉を作り出しているといえよう。 

 

５）おわりに 

 現在、Ｋポークは食品残渣として、パン類を中心に利用しているが、種々のものを利

用してゆきたいとのことであった。糞尿処理など周辺環境への配慮も充分なされ、この

点でも優良事例である。養豚部門も肥育から繁殖部門も含めた一貫経営へ、さらなる大

幅な増頭計画もあり、豚価が安い時でさえ、元気さがみられた。養豚、飼料事業だけで

なく、最近は食肉販売から後継者も育っている。 

 現在、牛肉生産で導入されているトレーサビリティシステムの導入が豚肉にも適用す

ることが考えられている。Ｋポークは、リサイクル飼料を利用して、安心で高品質な豚

肉を生産する優良事例として参考になる。 
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写真１ 豚舎周辺                          写真２ 肥育豚舎   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    写真３ 飼料配合器                        写真４ 乾燥したパン飼料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 飼料化工場 

 

                        写真６ 収集されたパンのみみ 
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     写真７ 乾燥装置                  写真８ 乾燥装置と袋詰めされた飼料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真９ 収集された袋詰めの菓子パン        写真10 袋カッター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真11 パイプラインによる自動給餌        写真12 清潔な豚房 
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７．Ｙ市農協（養豚）・・・自治体が先導し養豚農家と飼料製造業者が連携して 

ブランド豚肉生産を達成した例 
 
 養豚農家、自治体、廃棄物処理業者(飼料製造)、畜産技術に関する研究者･普及者、環境

コンサルタント会社および環境問題研究者が一体的にネットワークを形成し、食品残渣を

用いた銘柄豚の生産にまで発展させた横浜市の例（平成15年12月現在）を紹介する。自治

体が先導して体制作りを行い、成熟段階で養豚業者と飼料製造者が主体的に事業を推進す

るという形のモデルともなろう。事業の推進状況を時系列的に整理する。 

 

１）平成11年度 

横浜市環境事業局が事務局となり学識経験者と試験研究機関、横浜市緑政局の関係者

を中心とする｢生ゴミ飼料化研究会｣を組織し、以下の基盤的な情報の収集･整理を実施

した。 

①飼料原料調査:横浜市内の６つの小学校における給食残渣の量とその化学組成の定量

的な調査を実施し、素材の一部については高温発酵処理によって乾燥飼料飼料を製造

し、化学組成および養豚用飼料としての栄養価を査定した。 

②養豚農家へのアンケート調査とヒアリングの実施：神奈川県全域の養豚農家に対して、

｢食品残渣の飼料利用｣に関するアンケート調査とヒアリングを行い、飼養頭数が

2,000頭以上の大規模農家で食品残渣飼料利用について積極的な姿勢を示しているこ

とが確認された。 

③飼料製造メーカーへのヒアリング調査:横浜市内の３社に食品残渣飼料利用に関する

ヒアリング調査 を実施し、関心度、今後の課題等について整理した。 

④飼料化のシステム：飼料素材の収集、加工、給与、肉生産、流通の体系についてのシ

ステム構築の構想が議論された。 

 

２）平成12年度 

「生ゴミ飼料化研究会」は「食品循環資源（生ゴミ）飼料化研究会」と名称変更し、

神奈川県専門技術員（畜産技術普及）と横浜市内の２養豚農家を構成員として新たに加

え、基盤的情報整備を継続すると同時に事業化に向けての課題整理が行われた。 

①事業系食品残渣の状況調査:横浜市内で１日10㎏以上の食品廃棄物を排出する4,265

事業所を対象として、食品残渣の発生量、食品残渣の内容、食品残渣の分別状況、食

品残渣の処理状況、資源化に関する考え方、食品リサイクル法の認知度等についてア

ンケート調査を行い飼料化可能量の予測を行った。表１～４にはその調査結果の一部

を示す。 

②飼料化事業の課題として、「排出業者への分別指導・ＰＲ」、「食品残渣の収集運搬」、

「飼料化手法」、「飼料化プラントの建設と運営」、「処理料金」、「飼料化事業への支援」

等についての検討が行われた。 
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表１ 事業所の食品残渣の処理に関する調査結果 

処理方法、仕向先（％） 

業種（件数） ゴミ処理業者 堆肥化業者 生ゴミ処理機 養豚農家 

  スーパーマーケット(13) 
  コンビニエンスストアー(19) 
  弁当･仕出し店(24) 
  ホテル(24) 
  学校(74) 

     95.3 
     82.6 
     85.7 
    100.0 
     93.7 

   15.1 
   0.0 
   14.3 
   4.2 
   0.0 

    0.0 
    8.7 
   14.3 
    4.2 
    5.1 

   3.5 
   0.0 
  10.7 
   4.2 
   2.5 

      (食品循環資源飼料化調査事業報告書、平成13年3月、横浜市環境事業局) 

 

                   表２ 事業所の食品残渣の処理に関する調査結果 

食品残渣の内訳（％） 

業種(件数) 調理クズ 返却･食べ残し 賞味期限切れ 売れ残り 

  スーパーマケット(84) 
  コンビニエンスストアー(19) 
  弁当･仕出し店(28) 
  ホテル(20) 
  学校(73) 

   64.5 
   14.2 
   55.5 
   55.5 
   42.5 

    2.7 
    0.0 
    13.4 
    35.5 
    55.5 

     14.3 
     69.8 
     8.9 
     3.4 
     0.8 

   18.5 
   15.9 
   22.2 
    5.6 
    1.3 

(食品循環資源飼料化事業報告書、平成13年３月、横浜市環境事業局) 

 

表３ 事業所の食品残渣の処理に関する調査結果 

分別の状況（％） 

業種(件数) 分別していない 専用容器に分別 

  スーパーマーケット(86) 
  コンビニエンスストアー(23) 
  弁当･仕出し店(28) 
  ホテル(24) 
  学校(79) 

     47.7 
     65.6 
     89.3 
     62.5 
     45.6 

      33.7 
      26.1 
      10.7 
      33.3 
      51.9 

(食品循環資源飼料化調査事業報告書、平成13年３月、横浜市環境事業局) 

 

表４ 事業所の食品残渣の処理に関する調査結果 

表３で分別していないとした事業所への分別可能性の問への回答（％） 

業種(件数) 分別可能 分別不可能 

スーパーマーケット(41) 
コンビニエンスストアー(16) 

  弁当･仕出し店(25) 
  ホテル(15) 
  学校(36) 

61.0 
81.3 
63.0 
86.7 
72.2 

34.1 
12.5 
32.0 
13.3 
25.0 

(食品循環資源調査事業報告書、平成13年３月、横浜市環境事業局) 
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３）平成13年度 

過去２年の蓄積を基礎として事業化に向けた以下の実質的な取り組みが開始された。 

①事業所モデル回収実験：平成12年度のアンケート調査で食品残渣の飼料利用に関心

が高く、異物分別に対応可能であると回答した事業所に関してヒアリング調査を行

い、排出量・排出時間･回収ルートを考慮し、17事業所をモデル事業所と決定し、収

集と乾燥飼料製造を開始した。 

②小学校モデル回収実験：磯子区と金沢区、計36校から排出される食品残渣を回収し、

乾燥飼料の製造を開始した。 

③豚の飼育試験：横浜市内の３戸の養豚農家の協力を得て、45頭の肥育豚を供試して

豚の飼育試験と豚肉質の評価が行われた。その内容は、 

◎飼料給与は市販配合飼料の30％を食品残渣乾燥飼料で代替する形で実施 

◎健康･発育状況は対象豚(市販配合飼料100％給与)と差がないことを確認 

◎飼料要求率は3.78～4.01と高い。 

◎脂肪付着･豚糞の臭気減少が課題 

◎肉質については、「肉汁や臭気がない」、「脂肪の色も肉色もよく、柔らかい」とい

う感想あり。平成13年度報告書では、肉質に関して以下の総括がなされている。 

「総合的に評価すると、本試験で得られた豚肉は枝肉規格の範囲内にあると考え

られ、食肉の流通に乗っても何ら問題がないものと考える」 

④事業の成果を市民に広報すると同時に今後の取り組み課題を検討するために市民フ

ォーラムが開催され、コーデネーターとして学識経験者・畜産技術者・養豚農家の

他に消費者代表（横浜市生活学校連絡会長）、排出業者（ホテル、社員食堂）も参加

した。 

 

４）平成14年度 

「横浜市食品循環資源飼料化研究会」を「横浜市食品循環資源協議会」と改組し、事

業化体制を強化する方向で「養豚農家アンケート」、「小学校給食残渣の飼料化」、「豚飼

育試験」、「試食会・アンケート調査」、「事業の方向性決定」が行われた。 

①養豚農家アンケート：市内養豚農家を対象に食品残渣を使うという前提に立ったアン

ケート調査が行われ、排出先、栄養価、飼育試験参加への意向、飼育試験内容、飼料

製造、飼料価格についての要望等に関して具体像を明確にした。 

②飼料製造:市内35の小学校から43日間、約33ｔの食品残渣を回収し、横浜市有機リサ

イクル協同組合プラントでボイル乾燥方式で乾燥飼料を約5.6ｔ製造した。 

③豚飼育試験:市内５戸の養豚農家で85頭の肥育豚を用いた飼育試験が実施された。給

与した食品残渣飼料は上記学校給食残渣由来のものと、横浜市有機リサイクル協同組

合において、それとは別に、日常的に生産している事業系一般廃棄物からの乾燥飼料

を等量混合したもの を用いた。配合飼料への食品残渣乾燥飼料の混合割合は３戸の

養豚農家で50％、２戸の 養豚農家で30％と設定された。 

④試食アンケート：飼育試験豚の試食会が横浜市のホテルで開催され、「食味」と「購

買意欲」等を内容とするアンケートが実施された。参加者は市内養豚農家、スーパー

マ－ケット等排出業者、教育委員会関係者、小学校教職員、横浜食肉市場関係者等67
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名であった。結果の概要は以下である。 

  ◎対象の豚肉（普通豚肉）に比べて食品残渣飼料給与豚肉（はまポーク）は旨い。 

  ◎はまぽーくの肉色は濃い。 

  ◎はまぽーくは脂ののったこってりとした肉だ。 

  ◎総合評価：はまぽーくは普通豚肉と遜色がないばかりか十分美味しい肉である。 

◎店頭販売された場合の購買意欲では、「値段が他と同じなら買いたい」が22人、「美

味しければ買いたい」が17人。普通の豚肉と同じ条件で販売ルートに乗せることが

可能と判断された。 

◎食品残渣を給与して育てた豚肉であることへの抵抗感については、「全く気にしな

い」が26人（58％）、「特に気にしない」が14人（31％）で90％の人が抵抗感はない

としている。「やや抵抗がある」は４人で、その理由としては「安全性に若干の不安

がある」と「イメージの問題」をあげている。 

◎はまぽーくの定義（案）：現在検討中であるが、基本方針としては以下が提示されて

いる。 

(1)市内で発生する食品循環資源を原料とした飼料を使用していること。 

(2)飼料は原材料が明らかにされ、異物除去が確実に行われ、かつ安全性が確保されて

いること。 

(3)市内の養豚農家で肥育された豚であること。 

 

５）今後の事業展開 

平成14年度までの実績を踏まえ、事業として自立出来る体制を確立することが平成15

年度の課題となっている。その課題としては、１）はまぽーく生産組合の体制確立、２）

飼育方法の改善、３）はまぽーく普及方策の検討、４）学校給食や消費者を巻き込んだ

活動の展開等、が上げられている。 

飼育方法の改善をも念頭に置きながら、平成15年夏以降、市内８養豚農家で約4,000

頭の肥育豚に対して横浜有機リサイクル協同組合で生産した食品残渣乾燥飼料（事業系

廃棄物と学校給食残渣）を給与する体制に入っている。 

  事業展開のイメージを図１に示す。 
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図１ 今後の飼料化事業のイメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（食品循環資源飼料化事業報告書、平成15年３月、横浜市食品循環資源飼料化協議会） 

 

小学校 (食品循環資源収集) 民間飼料化施設 (飼料供給)

各種事業所

横浜食肉市場 (豚肉出荷) 養豚農家

小売店

学校給食

↑

横浜市による支援 ◎ｼｽﾃﾑ全体のｺｰﾃﾞﾈｰﾄ

◎飼料分析等による安全性確保

◎｢はまぽーく｣の認定

◎飼料化協議会の開催

◎消費者普及･啓発
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８．Ｓ農場（養豚）・・・簡易な給餌システムでリキッド発酵飼料を利用 

１）はじめに 

都市部の食品残渣を用いてリキッド状で乳酸発酵させ、タンクローリーで自然豊かな

農場まで運び、豚に給与し、できた畜産物がブランド化され、村興しにまで貢献してい

る例がある。その安価なシステムが生産者に注目され、他都市にも導入予定で広がりつ

つある。Ｓ農場はリキッド発酵飼料を利用した山梨県西八代郡上九一色村にある生産現

場の１つである。 

 

２）発酵リキッド飼料の製造 

発酵リキッド飼料は、都市部にある食品加工業、販売業、ホテル、スーパー、レスト

ランなどから回収される食品残渣で製造される。ご飯、麺類、パン（生地も含む）など

が多く、天ぷらカスなど肉質に悪影響を与えるものは回収しない措置が講じられている。

食品残渣は指定容器に入れてもらい、保冷車で毎日回収されている。 

収集された食品残渣は自動投入装置で飼料製造ラインに投入され、最初に加熱処理さ

れ殺菌される。その後、乳酸菌が添加され、タンク内で発酵処理される。発酵期間は豚

に給与されるまでの１～２日であるという。発酵処理のメリットは有害微生物の成育を

抑え、嗜好性を向上させ、糞尿の臭気が抑えられることにあるという。 

製造された発酵リキッド飼料は、Ｓ農場のような中規模養豚農家（700～2,000頭）に、

概ね80％水分含量のもので５円/㎏で販売されている。これは乾物換算あたり配合飼料

価格の約半値である。試算すると配合飼料価格は30円/㎏で肥育期間に250～300㎏の飼

料を消費する（価格ベースで7,500～8,000円）ことになる。一方、発酵リキッド飼料で

は１日６～７㎏、総量で800㎏摂取するので、4,000円程度とみなされる。つまり、農家

は生産コストの６割を占めるといわれる飼料費を安く抑えることができることになる。

乾燥方式だとエネルギーを消費し、コスト高になるため、リキッド方式が選択されてい

る。 

 

３）リキッド飼料の給与方式 

Ｓ農場は富士の裾野の風光明媚な場所に位置している（写真１）。既存の豚舎はリキ

ッド飼料向けに一部改良されていた。まず、２つの豚舎の間に、廃車になったタンクロ

ーリーが置かれ、このタンクを飼料貯蔵場所として利用していた（写真２）。このタン

クにリキッド飼料が毎日運ばれてくる。タンクからは各豚舎にそれぞれ２本づつパイプ

が設置されている。 

リキッド飼料送出用のパイプと圧力調整で戻ってくるパイプである。パイプは安価な

手作りの塩ビパイプで、豚舎内に張り巡らされ、飼槽上部にそれぞれ開口している（写

真３）。リキッドの送出はコンプレッサーで行い、パイプ配管は400mにも及んでいるそ

うであるが、詰まりや漏れなどのトラブルもなく、うまくいっているという。 

開口部の近くにはレバーが付けられ、レバーの開閉によって給餌を行う。自動給餌に

比べると、レバー操作は手間と時間がかかるが、豚の観察を同時に行うので、都合がよ

いとのことであった。豚の観察は、生き物であるが故に、経営を左右する重要なことで、
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お金をかけて自動化するよりも、妥当であろう。設備コストを最小限に抑えているため、

1,000頭規模で200、300万円ですむとのことであった。生産者にとって初期コストの低

さは魅力となろう。 

豚は、25～30㎏の子豚を導入し、４カ月程度発酵リキッド飼料で肥育するという。通

常のリキッド飼料同様、嗜好性は良い。ただし、成長が早すぎると一般的に肉質は良く

ないという。 

また、Ｓ農場は畜産環境面でも配慮がなされていた。糞は処理装置によって発酵処理

され（写真４）、良好な堆肥となっていた。豚糞堆肥は肥料成分に富み、特に近隣のお

茶農家に好評であるという。農場内ではメタン発酵のテストプラントも置かれていた。 

なお、発酵リキッド飼料給与の場合、糞量は減るが、尿量増えるので、良好な堆肥作

りには堆肥のバランスに工夫がいったとのことであった。 

 

４）リキッド方式の課題と展望 

本方式を立ち上げた高橋氏によると、今まででもっとも問題であったのでは食品廃棄

物処理などの許認可を得ることにあったとのことであった。つまり、市の積極的な支援

を受けたものの、環境省などの条件が厳しく、手間がかかっただけでなく、環境アセス

メントだけでも2,000万円の費用がかかったという。また、問題にはならなかったが、

既存の産廃処理業者との調整を事前にうまく行ったのでスムーズに事が運んだという。 

製造からみた本方式の試算では、１日あたり30ｔの食品残渣処理量がないと採算があ

わないという。40t以上なら収益が上がり、飼料の品質も安定するとのことであった。

また、飼料化工場は都市部に立地する必要があり、輸送コストを考えると、農場までの

飼料運搬距離は100㎞圏内に限られるとのことであった。 

また飼料製造ラインでは、肥育期別の栄養にあった３種類の飼料を製造するためには、

１ラインでは困難で、２ラインが好ましい。また、飼料にならないものはゴミとして処

理されているが、これをメタン発酵などによってガス化し、乾燥エネルギーに使うなど

の工夫も考えられるだろう。 
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 写真１ 豚舎横からみた周辺の景色     写真２ リキッド飼料貯蔵用タンクと 

配管パイプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 豚舎内部              写真４ 発酵堆肥化装置 

（肥育豚と給餌パイプライン） 
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９．Ｍ畜産（養豚）・・・都市厨芥を液餌利用する養豚経営 

１）経営概要 

Ｍ兄弟畜産は愛知県の知多半島南端の南知多町に位置する養豚経営であり、南知多道

路の南知多ＩＣがすぐ近くにあって交通アクセス条件に恵まれている。 

当経営は、兄弟４人で経営しており、従業員を２名雇用する母豚550頭の一貫経営で

あり、愛知県養豚協会食品残渣利用部会のメンバーとなっている。以前は南知多町に繁

殖、豊明市で肥育を行っていたが、1986年に宅地化が進む豊明市から肥育部門をこの地

に移転させ、一貫生産体制を集中化した。 

豚の品種はオスがハイポー、メスがＬＷあるいはＷＬの雑種で、純粋種はランドレー

スと大ヨークシャーを有している。離乳は生後18日、体重４～５㎏で行い、その週に生

まれた子豚をまとめてオス・メスに分けて20頭ずつにして子豚舎に移す。体重30㎏から

70㎏が肥育前期、70㎏から110㎏を肥育後期としている。肥育期間は豚房あたり12頭入

れている。分娩豚房は120ある。離乳が早いのは分娩舎の余裕があまりないことに起因

する。出荷日齢はおよそ190日である。 

出荷先は、高畑市場（約４分の１）、ＪＡ愛知経済連（約４分の１）、三河畜産（約２

分の１）となっており、出荷頭数は月に700から800頭である。ブランド化はしていない。

上物率は50％程度で、厚脂がその原因となっているが、しまりの問題はない。病気に関

しては肺炎が問題となっている。 

 

２）飼料給与と食品残渣利用 

利用している食品残渣は、調理くず、残飯、豆腐工場の余剰品、乾燥パン屑などであ

る。これらを粥状にしたものと配合飼料を給餌している。配合設計は配合飼料（通常の

量販品）を供給している飼料業者が行っている。 

粥状残渣は肥育後期のみで利用している。利用する残渣は名古屋市内、豊明市内の病

院、企業の食堂の残飯、トウフ工場の余剰製品等である。収集先は16箇所ほどあり、収

集には２通りのコースが設定されていて交互に回るようになっている。従業員が１名、

４ｔトラックに乗って毎日午前中どちらかのコースで６～８箇所を回り、空のドラム缶

と交換に合計20本ほど収集する。名古屋市内までは南知多道路で50㎞ほどの距離であり、

収集の所要時間は毎日午前８時出発で戻ってくるのは11時30分頃とほぼ半日仕事とな

っている。収集は正月３日間休むだけである。これらの収集先とは、５年間の契約書を

取り交わしており、処理料金も５年間据え置きである。なお、収集先の多くは、豊明市

から移転する前から収集していたところであり、移転によって収集先までの距離が延び

ている。また、移転前の収集先のなかには、名古屋市北部など距離的にかなりの負担と

なるところは収集を取りやめている。 

収集した残渣は２基ある容量４ｔの煮沸用タンクにスクリューオーガーにより投入

する。缶の洗い水が入る程度で加水はしない。２日で満タンになり、ボイラからのスチ

ームにより５時間加熱する。翌日、粉砕しながら２ｔの混合タンクに移し、カポック粕

を４㎏投入・混合してパイプラインにより１日１回豚房の飼槽に入れる。夏はなかなか

冷えないので一日中攪拌している。 
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パン屑の利用に対してはカルシウムやリジンを添加している。配合飼料はウェットフ

ィーディングにより不断給餌している。 

食品残渣の給与量は１日１頭あたり２㎏程度である。配合飼料と食品残渣の給与量の

比率は、現物でおよそ７：３の割合となっている。 

食品残渣については異物の混入がないよう排出者に依頼しているが、若干の混入はあ

るために、ドラム缶からタンクに移す際に目視で除去する。異物としてはプラスチック

類、皿、ビン、しゃもじ、ナイフ、フォーク等があり、年１回のタンク掃除の際に金属

類の異物がタンク底に見つかる場合がある。またプラスチック類がメインパイプ（直径

75㎜）から飼槽へのパイプ（50㎜）の継ぎ目に詰まることがあり、この部分は清掃用に

パイプを開けられるようにしてある。ただし、異物による豚の事故はこれまで生じたこ

とはない。繰り返し排出者に依頼することで異物の数は減少してきた。香辛料や脂質等

を多く含む残渣を入れないように依頼することはなく、全ての食品残渣を受け入れる。

残渣に由来する疾病等は発生したことはなく、排出者と契約を結ぶ際、ＰＬ法に関連す

る事項は含まれていない。 

排出量に応じて月５～10万円の処理料を受け取っている。排出者により、冷蔵保存を

している場合や室温に置いている場合等、それぞれである。平成８年に処理料を値上げ

したところ、何軒かが残渣の処理依頼を取りやめた。そのため、数年前に比べ残飯の利

用量は半分程度になった。取りやめた排出者は、他業者に依頼を切り替えたり、病院な

ど大口の排出者は生ゴミ処理機を導入するなどといった選択をしている。値上げ前は、

月２万～３万円の水準であったが、月６万円くらいになると、リース等により生ゴミ処

理機の導入が可能となってくることから他の処理方法との競合が現れてくる。 

出荷近いブタについては毎週１回、半日かけて300頭ほど体重を測定し、112㎏以上で

出荷する。体重測定に労力がかかるが、それにより均一なブタを出荷でき、出荷豚に対

する信頼を確保している。母豚については交配した順番にきちんと並べてあり、管理が

しやすくしてある。豚舎は２棟、業者に建築してもらった以外は、堆肥の処理施設や残

飯処理施設も含めて自ら建造し、ブタの運搬車の荷台についても自家製造した。板金等

の加工工場も有しており、独自性が強く、緻密な管理を行っている。 

 

３）食品残渣利用の考え 

収集・処理の手間、豚肉のしまりの問題等を考えると現在の利用量が適正といえる。

しかしながら、食品残渣を持ち込んでくれるところがあれば、受け入れても良いと考え

ている。 

その理由は、食品残渣、とくに残飯については、収集の手間がネックとなっているか

らである。現状では従業員１名をそれにあてているので可能である。労働力規模がある

程度なければこの頭数規模では残飯利用は成り立ち難い。 

経済的にみれば、残飯の収集によって得られる処理料の収入が収集費用（人件費、車

両費、燃料費）および調製費をカバーできればよいと考えている。つまり、「タダのエ

サ」であればよく、それが満たされている限りは残飯利用を継続していく意向である。 

栄養面では、加熱処理によって損なわれる栄養分があることが気になっているが、と

くに問題が出ていないので成分分析は過去１回したのみである。 
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その他、粥状残渣を給与していることによって、当該飼槽の周辺のコンクリートすの

こは傷みが激しく、交換時期が早くなるという影響がある。その分、粥状残渣によって

間接的にコスト負担が増えることになる。 

 

４）課題 

本経営では、リスクを考慮して無理のない範囲で食品残渣を利用し、コスト低減を図

りながら、処理料によってプラスアルファの収入を得るといった位置づけである。 

現在のところ、粥状残渣の利用は肥育後期豚のみであり、その量は１頭あたり２㎏程

度、乾物率を20％と推定すると400ｇ程度の給与であり、摂取量の10～15％程度と思わ

れる。現時点では肉質への影響も考慮して食品残渣の利用率についてこれで満足してお

り、新たな資本投入、あるいはさらに労力をその収集・調製にさくことは考えていない。 

今後、一層のコスト削減を考えると、肥育前期での利用を含め、全体的にその利用率

を高め、それに応じた特別の配合飼料利用が必要となることが考えられる。 

 

Ｍ畜産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真１ 飼料調製施設            写真２ 加熱釜 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真３ 粥状の残渣        写真４ 収集ためのドラム缶と車輌 
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写真５ 豚舎              写真６ 豚舎内部 
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10．Ｉファーム・・・地元食品加工業者との連携による残渣の乾燥飼料利用 

１）経営と食品残渣利用の概要 

Ｉファームは、三重県伊勢平野の西にある青山高原の麓に立地している。伊勢自動車

道のＩＣに近く交通のアクセスに恵まれた条件にある。当経営は、母豚500頭の一貫経

営であり、年間の売上が３億円を超える比較的大規模な養豚経営である。役職員の数は

11人で、平均年齢は39歳と若い。当農場で生産された豚肉は、大手デパートの肉専門店

でもブランド肉として売られたこともあり、肉質には定評がある。 

この経営では、食品加工から出る食品残渣を積極的に利用することによって、資源循

環に寄与し社会貢献に努めようとしている。現在利用している食品残渣は、コーングリ

ッツ、コーンフレーク、アイスクリーム用コーンカップ、菓子くず（肉まん・あんまん）、

ラーメンくず、小麦粉（掃除粉）である。保存性を考えて水分量が低く、現存の施設で

対応できるものを選んで利用している。これら食品残渣の種類と量には季節変動が多少

あるものの、月40～45ｔを利用しており、子豚用の飼料の約２割、肥育豚用の飼料の約

３割が食品残渣となっている。 

 

２）食品残渣利用による飼料費の低減 

 食品残渣の配合の割合は第１表に示されているが、コーングリッツ、コーンフレークと

いったとうもろこし類が10％、小麦粉、アイスクリームコーン、菓子くず、ラーメンくず

といった小麦主体のものが20％となっている。ここで用いられている菓子くずは、農場の

近郊にあるＩ製菓の肉まん・あんまんを乾燥させ、粉砕したものである。 

 このような食品残渣の利用によって飼料単価がどのようになっているのかについては、

同じく第１表に示されている。ここでは食品残渣の購入価格と給与量から平均単価を算出

してある。それによると、コーンフレーク類や菓子くず（肉まん・あんまん）などの食品

残渣の購入単価は12.0円/㎏となっており、肥育用配合飼料の購入単価である29.6円/㎏の

約４割の水準である。配合飼料を含めた飼料全体の単価は24.4円/㎏となっている。購入配

合飼料の単価と比較すると、食品残渣の利用によって飼料全体の総単価を5.2円/㎏引き下

げていることになる。つまり、食品残渣を飼料に３割混ぜることによって、17.6％の飼料

単価の低減効果を引き出している。 

 

表１ 事例経営の飼料単価 

 配合量（㎏） 配合割合 単価（円/㎏） 
配合飼料 2500 70% 29.6 
コーングリッツ 200 6% 
コーンフレーク 150 4% 
アイスクリーム用コーン 250 7% 
菓子くず 200 6% 
ラーメンくず（乾麺） 50 1% 
小麦粉（掃除粉） 200 6% 

 
 

12.0 

 
 

24.4 

 注：聞き取り調査による。 
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３）食品残渣利用に掛かる諸費用 

上記の単価の違いのみでは、食品残渣利用の経済的有利性をいうことはできない。食

品残渣の収集運搬をするための労働負担、新規投資など食品残渣を利用することによっ

て新たに負担となる費用を考慮したうえで有利性を検討しなければならない。 

この経営では、食品残渣利用のための新規投資をしていない。機械施設面ではすでに

所有していた攪拌機とトラックを使用しているので追加投資はないといってよい。換言

するならば、既存施設で利用できる食品残渣を選択している。 

食品残渣の収集については、コーングリッツ、アイスクリーム用コーンの収集が月２

回あり往復５時間かかっている。菓子くずの収集は週２回往復70分であり、ラーメンく

ずの収集については月２回30分程かかっている。月単位で収集に要する時間は20.3時間

となるが、この経営では労働力が11人いるため、食品残渣収集のための労働調整は比較

的容易である。この収集作業労賃と車両燃料費を合わせて、収集に要する追加費用を算

出すると収集飼料１㎏当たり1.4円程である。なお、コーングリッツ、小麦粉は、先方

が持ち込むものであり、運賃込みの取引価格となっている。 

さらに、飼料分析から食品残渣利用によるアミノ酸、ミネラル分の低下がみられたた

め、それらを追加補給しており、その費用は給与飼料１㎏当たりでみると1.2円/㎏とな

っている。 

以上の食品残渣の利用に関わる費用の増加を考慮すると給与飼料単価は25.9円/㎏と

なり、１㎏当たり1.5円/㎏の増加となる。これを考慮した飼料費の引き下げ額は3.7円/

㎏となる。 

このように食品残渣利用による費用の増加分を考慮しても、食品残渣を利用すること

によって飼料費を12.5％引き下げていることになる。 

 

４）肉質向上と販売対応 

同経営の食品残渣利用は、当初ラーメンくずを１割程配合飼料に混ぜるというもので

あり、飼料費の低減をねらったものであったが、やがて肉質を重視するようになり、小

麦粉（掃除粉）、アイスクリームコーン、菓子くずといった小麦系の食品残渣を意識的

に利用するようになっている。その取り組みによって肉質向上が図られ、大手デパート

でもブランド品として売られるようになった。 

しかしながら、それは同経営の販売単価には反映されないことから、2004年９月から

豚肉の直売を開始している。販売価格は第２表の通りである。現在のところ週170㎏ほ

どの販売量となっている。肉に対する消費者の意見がダイレクトに伝わるため、豚の飼

養方法を考えるよい刺激となっている。またそのことは、従業員の意欲向上にもよい影

響を与えている。今後も、直売を伸ばして行きたいと考えている。 

食品残渣の利用に関しては、Ｉ製菓の肉まん・あんまんの生産が９月頃から４月まで

の季節生産であるため周年供給が難しいという問題があるが、大手餃子店から餃子の残

渣などの話が来ている。実際に、食品残渣を利用することによって情報網ができ、いろ

いろなオファーが入ってくるようになった。これまで培ったノウハウを活かして、経営

に合った残渣の利用を展開して行く考えである。 
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表２ 豚肉販売価格（100g当たり） 

部位 スライス価格 ブロック価格 

 ロース 260円 240円 

 肩ロース 200円 180円 

 バラ 180円 160円 

 モモ 170円 150円 

 

Ｉファーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 豚舎             写真２ 攪拌機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ にくまん・あんまん粉砕粉       写真４ ラーメンスナック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

写真５ コーングリッツ          写真６ 販売用豚肉 
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11．Ｏ養豚・・・煮沸し粥状にした食品残渣による個人経営の養豚 

１）概要 

本島南部の豊見城市で、母豚80頭の一貫経営により年間1,000～1,200頭出荷している

養豚家である。35年前、父親が養豚業を開始し、３年前に本格的に後を継いだ。１名常

時雇用し、もう１名半日雇用している。厨房残渣と食べ残し等をホテル１社（２カ所）、

自衛隊１カ所、飲食店３～４カ所から朝５時から８時に、学校給食センター（豊見城市

の生徒5,000名に供給）からは午後4時頃、120Lのポリバケツで毎日収集している。合計

で概ね２ｔだが、学校給食は休みには入手できない。これ以外にかまぼこの余剰品を100

～200㎏収集している。 

 

２）飼料の調製 

収集された残渣は釜で１時間煮沸し、翌日再び１時間煮沸して、台車のついたドラム

缶に移し、その翌日豚に給与する。ボイラの燃料には廃食油を利用している。その利用

には技術が必要で、従業員では管理できない。給与する前にふすま、ミネラル等のサプ

リメント、配合飼料を混合する。フスマと残飯の混合割合は現物で概ね３：７程度。こ

の混合物と配合飼料の混合割合は30㎏の豚で２：８程度、慣れてくると徐々に混合物の

割合を増やし、最終的には７：３程度にする。成分に関する分析は過去に実施したこと

はあるが、頻繁には行わず、豚の反応や枝肉を見ながら、長年の経験を基にこのような

割合に決めてきた。残渣を利用した結果の事故としては、混入していた串の誤飲があっ

た。異物の混入については神経質になっている。残渣に関連した病気の問題はないが、

肺炎についての問題は通常の農家と同様であり、ワクチンで対応したい。 

 

３）枝肉 

枝肉は南部の食肉センターでと畜している。平成12年10月に残飯を給与している養豚

家で生産された枝肉は一律㎏250で売買することが一方的に決められた。その後、カポ

ック粕の利用等により肉質の改善を行い、交渉の結果、格付けに応じた価格で売買して

もらえるようになった。しかし、上物に格付けされる豚はこれまで一頭もなく、格落ち

の理由は均称もしくは脂肪質となっている。沖縄の食肉センターではセリはなく、３日

ほど前の本州における大手と場の格付け毎の価格に従って、そこから手数料として70円

引いた額で売買される。この格付けに関しては大きな不満があるそうだ。 

 

４）課題 

残飯養豚を行っている農家間のネットワークは強くなく、買い取り価格の問題が生じ

た時に三十数名が一度集まっただけである。本農家の規模が残飯を利用している農家の

中では一番大きい部類に入る。零細な農家が多く、高齢化・後継者問題や畜産環境問題

のため残渣を利用する農家は減少傾向にある。本農家は残渣利用について後発であった

ことから、パンクズや麺等の使い易い残渣についてすでに引き取り手が決まっており、

入手できない状況にある。しかし、残渣利用農家が減少しつつあることから、今後幅広

い残渣の入手が可能になるのではないかと期待している。経営規模の拡大は検討してい
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ないが、残渣を多用して、特徴的な豚肉を生産してブランド化を目指したい。自ら生産

した枝肉を買い戻して食べたところ、非常においしいことを確認しているので、ブラン

ド化に関して自信を持っている。長男が一時期養豚を手伝いながら継ぐことを検討した

が、その後就職が決まったため、後継者についてのめどはない。現在60歳前でこれから

十数年は続けるつもりである。休みは全くなく、余裕を見いだして、ブランド化に関す

る取り組みや、残渣を利用した養豚家との連携をとりたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 豊見城市学校給食センター    写真２ 収集される残渣 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 収集された食べ残し    写真４ 調理残渣（野菜屑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 金城さん（左から二人目） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 収集と製品化の実例から 
食品残渣飼料化の課題を探る 
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Ⅴ 収集と製品化の実例から食品残渣飼料化の課題を探る 

 

１．Ｃクリーンサービス・・・廃棄物処理業者の収集とリサイクルについての理念 

外資系の会社に勤務していた現社主が外国人の持つ環境保全意識に触発され、1970年初

頭の横浜市周辺のゴミ投棄の状態を改善すべく、1972年、社主が30歳の時に会社を創設し

た。現在の社員数は53名である。社主は平塚市の環境問題に関する審議会の委員を以前か

ら務めている。 

業務内容は一般廃棄物収集運搬業および産業廃棄物収集運搬業を主体とし、一般廃棄物

の収集運搬の対象市町村は平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、藤沢市、厚木市、伊勢原市、秦

野市、大磯町、二宮町、中井町、寒川町、海老名市、愛藍川町の７市、７町と広域である。

現在約400の企業･事業所を対象として業務を展開している。ＪＲ42駅の一般廃棄物をも収

集している。 

食品廃棄物収集の基本的な考え方が述べられているとこらから、社主からの聞き取り内

容を以下に紹介する。 

 

１）業務の展開内容と廃棄物処理の考え方 

①一般廃棄物処理の仕事は、ア）ゴミの収集、イ）中間処理、ウ）リサイクル、焼却、

埋め立て、が主要なものであるが、ゴミ処理費の70％が移動収集費であり、30％が処

理費である。そのために、移動費を如何に引き下げてゆくかが課題であり、そのため

に、収集地域をいくつかの拠点に分け、常にその地域で滞車の状態を維持している。

排出業者が納得するシステムを作っておかねばならない。 

②排出業者の廃棄物に対する考え方を整理すると以下のようになる。 

ア）「収集処理費が安ければよい」と考える事業者が大半であり、環境問題の視点でゴ

ミ問題を考える事業者は少ない。事業主が環境に関心を持っていても、店頭等で実

際にナマゴミに触れるのはアルバイト等の臨時的な被雇用者で、粗雑な措置になっ

てしまいがちである。 

イ）「食品リサイクル」を行うと収集処理費が安くなると考えている。「いくら安くな

る？」ということに関心を持つ。今までは売り上げの２/1000程度が処理費としての

負担額であったが、今は処理料金の上昇した所では５/1000くらいになっている。 

③排出業者の中には昔は養豚農家との交流･連携を持っていた所も多い。養豚農家が離

農や移転でその交流が途絶え、その結果、一般廃棄物処理業が養豚農家の機能を代替

するという性質をも持っていた。しかし、養豚農家が対象であった時期、日常的に実

施されていた、｢飼料に使うものだから分別をする｣という行為と意識が希薄となり、

分別せず全てを混合して処理に出すという状況となっている。これを何とか、昔の姿

に戻したい。 

④一般廃棄物をどのようにしてリサイクルに乗せるか。 

ア）排出処理業者に極力、分別することを依頼している。「利用出来る物」と「焼却に

廻すもの」であり、それを実施することにより、「どれだけ出ているか」、「何が出て
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いるか」を定量的に知ってもらい、取引の透明性をもたせることが狙いである。そ

の結果、何が起きるかというとゴミの量の減少である。全てを混ぜこぜにして廃棄

していた時には感じなかった･見えなかった部分が見えてくるようであり200kgのナ

マゴミが80kgに減少した例もある。分別は減量につながるのである。<表１に可燃物

発生量の例を示すが、月間変動が少ないということは管理が適切に行われているた

めとも考えられる> 

⑤可燃物発生量の事業所毎の月間変動 

表１には収集先の月毎の可燃物の発生量の変動の例を示す。極端に大きな変動はな

い。可燃物の20～30％は野菜等のリサイクル利用が可能なものである。これを飼料利

用するためには店毎に冷蔵庫等の保管施設を具備して分別された新鮮なものを収集す

ることが必要となる。しかし、高いテナント料金の中でｺﾞﾐ処理施設を設置するスペー

スの確保は経営的な面からは難しいというのが現状である。 

 

表１ 可燃物発生量の月別変動（ｔ） 

スーパー等食品店 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 平均 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 

Ｆ 

1.58 

4.86 

2.54 

8.60 

2.30 

12.00 

1.64 

5.21 

2.43 

8.45 

2.09 

11.88 

1.89 

4.87 

2.48 

9.22 

2.03 

13.24 

1.90 

5.34 

2.61 

8.44 

2.01 

11.75 

1.89 

5.70 

2.47 

9.11 

1.98 

12.36 

1.99 

5.95 

2.44 

11.77 

2.06 

12.55 

1.90 

5.95 

2.22 

9.89 

1.78 

12.29 

1.83 

5.41 

2.46 

9.36 

2.04 

12.30 

 

⑥現在の収集物の仕向け 

収集物は「分別され飼料化・堆肥化のリサイクルが可能なもの」と「混合ゴミ」と

に分かれる。リサイクル可能なものは現在一ヶ所、堆肥製造に供給している。飼料化

を行う業者があれば、その方面にも供給できる体制は整っている。しかし、今は食品

残渣の殆どが自治体の焼却場で焼却処分に付している。混合ゴミは埼玉県で建設中の

「彩の国資源循環工場熱分解ガス化施設」（埼玉県ＰＦＩ事業、平成18年開業予定)へ

発電材料として供給の予定でいる。 

 

２）リサイクルを成立させるための要件 

以下には社主が考える｢リサイクルを成り立たせる為に必要なこと｣を紹介する。 

①社会的な教育の必要性 

自然界の循環は見事なものであり、無理のない形で次世代への食料を再生産するシ

ステムを回転させている。しかし、人間の発明・開発した様々な物質、例えばＰＣＢ

や有機水銀のような化学物質は自然界に負の影響を与え、正常な循環を妨げる大きな

要因となっている。 

我々人間はこれらの特異的な化学物質を自然界に放置することは許されない。人間

の責任で処理しなければならない。そのようなことを社会が認識するためには子供の
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頃から環境教育を受け、理解を示す人間を増やさなければならない。しかし、残念な

がら今は未だこのような教育は実践されていない。 

まだまだ、「所詮ゴミだ」、「目の前からゴミが消えればよい」という人が大多数であ

る。このような現状で食品リサイクルを行うためにはやはり教育が必要であり、それ

は次のように区分してなされねばならない。 

(1)排出者（ゴミを出す人）に対する教育 

(2)処理業者（ゴミを処理、リサイクルする人）に対する教育 

(3)使用者（畑･稲農家や養豚業者等､リサイクルされた品物を使う人）に対する教育 

②法的な規制と罰則の必要性 

日本には昔から｢御上のお達しには従う｣という伝統と｢処罰がなければ従わない｣と

いう風潮があり、残念ながら自発的な行動を積極的にはとらない。そのような中、教

育の効果が浸透するまでは法律でのしばりが必要である。｢規制と処罰と行動理由｣を

作ることで｢やらなければならない｣、｢違反したら厳しく罰せられる｣という状況を作

ることである。 

③リサイクルが成り立つためには 

リサイクルには大変な費用が必要となる。これは国民にも負担を求めねばならず、

「自分が出したゴミのリサイクルの費用は自分で負担する」ということを説明しなけ

ればならない。また、説明するうえで、費用の説明は絶対不可欠である。費用負担の

仕組みを上手に作らねばならない。現在、軌道にのっているシステムには下記がある

が、食品リサイクルは下記のどのタイプを選ぶのか、未成熟なだけに「費用は誰が負

担するのか」という問題はこれからの検討課題である。 

(1)自然界と同じように、需要と供給のバランスがなりたつもの、つまり、廃棄物を

欲しがる人達がいる分野→紙、鉄、非鉄、ガラス等→製紙や製鉄等の各メーカー

の大切な原料 

(2)排出者が特定できるもの→家電リサイクル法、自動車リサイクル法 

(3)税金で処理するもの→包装容器リサイクル法 

(4)法律の規制で処理できるもの→建設リサイクル法 

 

３）焼却処理とリサイクル利用の比較 

動植物性残渣を焼却処理する場合とリサイクル処理する場合の費用負担、運搬費負担、

保管方法、品質確認、責任範囲に関する比較を社主の整理として紹介する。 

①費用負担 

(1)焼却処理：一般廃棄物の処理施設は主に地方自治体によって運営されている。この

ため、運営費の相当部分は税金等で賄われるので、利用者の負担は少ない。 

(2)リサイクル利用：施設は主に民間企業によって運営される。運営費は利用者の負担

となる。 

②運搬費用 

(1)焼却処理：各市町村毎に焼却施設が設置されているので、集荷から搬入までの移動

距離が短い。そのため、移動に要する費用は少ない。 

(2)リサイクル利用：リサイクル施設自体が未だ少ないため、長距離の輸送が多くなり、



 

-90- 

移動に要する経費が嵩む。 

③保管方法 

(1)取り扱うために保管場所や容器も複数用意する必要がない。また、保管費用は一ヶ

所分で済む。 

(2)リサイクル利用：異物の混入は許されないために保管場所と保管容器はリサイクル

用と可燃物用の二つに分け、しっかりとした分別を行わなければならない。二ヶ所

分の保管費用と分別費用が発生する。 

④保管期間 

(1)焼却処理：腐敗等による臭気の問題はあるが、処理的には何日か経過したものでも

処理が可能。処理上において保管期間による大きな問題はない。 

(2)リサイクル利用：堆肥、飼料利用では保管中の微生物による変質を防止するために

保管期間は出来るだけ短くしなければならない。 

⑤品質確認 

(1)焼却処理：可燃物であれば焼却可能であるため、基本的には品質確認は不要であり、

搬入物の数量確認だけでよい。 

(2)リサイクル利用：原料となるものが堆肥あるいは飼料として適切であるか、リスク

が無いかを確認しなければならない。搬入段階での相応のチェックが必須となる。 

⑥責任範囲 

(1)焼却処理：焼却施設に搬入した時点で概ね排出者の責任はなくなる。 

(2)リサイクル利用：家畜の疾病や畑の土壌汚染等の問題を引き起こさない事を確認出

来るまで排出者の責任はなくならない。 

 

４）責任の所在 

現在、実施されているリサイクルの多くは排出者、処理業者、利用者のお互いが｢顔

のみえる｣関係で事業が推進されているが、今後、リサイクルの輪が拡大し、不特定多

数の排出業者と不特定多数の利用農家が関与する場面ではリスク管理（責任の所在）を

明確にしておかなければならない。この点に関する社主の考えを以下に整理する。 

①排出業者の責任 

(1)リサイクルを目的として搬入した動植物性残渣が検査の結果リサイクルには不向

きであった場合→リサイクル目的の資源化物ではなく、新たに廃棄物として処理す

る。廃棄物処理責任。 

(2)搬入した動植物性残渣を原料として製造された飼料や肥料が原因でリサイクル業

者や農家に損害が生じた場合→発生した損害の賠償責任。但し、この場合、検査を

実施したリサイクル業者にも責任がある。 

②収集運搬業者の責任 

(1)回収効率を上げるために委託された以外の物を混載して運搬し、それが原因でリサ

イクル業者や農家等に損害が生じた場合→発生した損害の賠償責任。但し、この場

合、排出業者にも責任がある。 

(2)運搬上の理由（予定外の時間の経過等）で委託された動植物残渣が変質し、搬入出

来なくなった場合→排出業者への賠償責任 
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③リサイクル業者の責任 

(1)リサイクルに適さないものが搬入されないように必ず適正な検査が行われなけれ

ばならない。→適正な検査の実施責任。 

(2)検査漏れが発生しているのに肥料や飼料を製造してしまい、商品として出荷出来な

い場合、→販売できない商品の処理責任 

(3)商品として出荷した飼料や肥料が原因で農家に損害が生じた場合、→発生した損害

の賠償責任。但し、この場合、排出業者にも責任がある。 

④責任を明確化するための手段(契約) 

廃棄物処理法では、産業廃棄物が排出されてから最終処分に至るまでの過程で生じ

た問題は、原則的に全て排出事業者の責任としており、また、２者間での契約の締結

も義務付けている。 

ところが、食品リサイクルの課程で発生する問題は、必ずしも排出業者だけの責任

とは言いきれない側面がある。そこで、生じた問題に関する関係者間の責任を明確に

するために、お互が納得できる内容の契約書を作成し、その契約に基づいた問題解決

がなされるという状況を作っておくことが重要となる。 
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２．Ｃ株式会社・・・廃棄物処理業のＣ株式会社が行うホテル、学校などの 

食品残渣の高温発酵乾燥処理による飼料化 
 
１）会社の概要 

Ｃ社は神奈川県厚木市を中心として産業廃棄物処理、一般廃棄物処理、循環資源製造･

販売、建築物・機械清掃管理、建築物各種営繕、排水管・側溝清掃、緑地総合管理、環

境資材機器販売、解体工事業等を行っている。なかでも廃棄物の収集、中間処理を主な

業務とし、環境ISO1401も取得している。再資源化工場では収集された廃プラスチック、

紙、木、繊維、ガラス、金属、食品などの溶融・選別・破砕といった中間処分を行って

いる。 

Ｃ社は食品廃棄物に関しても、廃棄物から有用物を創出する「循環資源の開発・製造」

を基本理念としており、食品残渣を可能な限り、価値の高い飼料として利用するとして

いる。既に社内では処理プラントを備え、2000年から実証試験に入っており、2005年に

は専用の食品廃棄物生成処理プラントを竣工させる予定である。ここでは、社内の既設

実証プラントと新プラントの計画、さらに排出場所であるホテル、学校、リハビリセン

ターについて紹介する。 

２）実証プラントと新プラントの計画 

Ｃ社は既設の飼料化実証プラントとして乾燥装置を２基設置している（写真１）。処

理方式は高温発酵乾燥法で、処理能力は日量約1.5ｔである。このシステムは、タンク

内に分別された食品残渣と水分調整材及び複合有効微生物を添加し、撹拌しながら高温

（品温80～90℃）で発酵乾燥を繰り返すものである。５～７時間で微生物が残存する乾

燥した飼料あるいは肥料（水分10％程度）が生産される。 

原料の食品残渣は現在、ホテル、学校、リハビリテーションセンターなどから収集さ

れる。現在、収集はポリ容器(45㍑容)の分別で実施されており、大きく分けると、①米

飯類、②野菜類、③パン・麺類、④魚・肉類等である。分別は排出場所によって若干異

なる。 

収集された内容物はまず確認後、選別される。なお魚・肉類は飼料原料としては利用

されない。種々の材料は、それぞれ飼・肥料の設計と製法に応じて乾燥装置の反応槽（ホ

ッパー）内に水分調整剤、微生物と共に投入される。水分調整剤としてはパン、米糠が

主体であり、フスマなども利用される。微生物はバチルス群の土壌菌、放線菌、糸状菌、

桿菌等の高温複数菌種である。 

撹拌はリボンスクリューで連続的になされ、同時に灯油で高温化された空気を通風し

ながら好気発酵、粉砕、乾燥される。製造された飼料は、均一な、焦げ過ぎのない良好

な茶褐色の製品に仕上がっていた（写真２）。 

発生時の臭気は装置内のバーナーで燃焼処理されるため、処理時において気になる臭

気は発生していなかった。また、回収した容器は衛生的に洗浄後交換される。将来の実

用規模では容器は大型にしたいとのことであった。 

新規プラントはリソースセンター内に新しく工場を建設し、その２、３階部分で、面

積は1,525㎡としている。処理方式は実証プラントと同様の高温発酵乾燥方式（株式会

社オークス製）で、さらに大型装置を導入する予定である。処理能力は日量約10ｔとな
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る。また、飼料分析室も設置する予定である。 

実証試験実施にあたっては日本大学、神奈川県畜産研究所等と共同研究し、発育、肉

質に問題がないことを明らかにしている。さらに実用化にあたって飼料の供給先が重要

となるが、既に複数の養豚農家に供給しており、好評で、販売の目途がたっている。穀

類飼料へのリサイクル飼料の混合率は30％を考えており、プラントが完成すると29,000

頭分の養豚飼料が供給されることになる。 

 

３）排出側の状況 

（１）ホテル 

Ａホテルは系列ホテルの１つで（写真３）、150室以上の客室、大規模宴会場、複数の

レストランを備えている。食品残渣は厨房から日量約210kgが出され、①米飯（余剰の

もの）②ご飯類（下げ膳、具の入ったパン類）、③野菜類（調理残渣）、④麺、パン（具

の入っていないもの）⑤魚・肉類（未利用の調理残渣）、⑥その他（卵殻、コーヒー粕）

にきちんと分別される。収集は土日を除き、それぞれ前日分を午前中に収集している。

土・日曜日分は冷蔵し、月曜日に回収される。収集量は１日あたり概ねポリ容器10個分

である。 

（２）学校給食 

市内には21校の小学校があり、うち14校は自校の給食室で給食を、７校は給食センタ

ーでまとめて給食を作っている。残渣は以前は焼却処分されていたが、Ｃ社が入り、で

きるだけ飼料化することとなった。 

Ａ小学校では給食後、生徒達が分別収集に協力していた。当初、生徒達がきちんと分

別できるのか、手がかかるのではないかと懸念されていたが、低学年の生徒達でも既に

慣れた様子で、次々と要領よく分類していた（写真４）。学校では飼料にできる残渣物

類、パン類、ゴミとして処理する残渣類、飲み物等に分別され、他に調理場から排出さ

れる野菜類、卵殻などの調理残渣も収集される。Ｃ社への収集はその日のうちになされ

る。特筆すべきは、こういった活動が優れた子供達の環境教育となっていることである。 

（３）リハビリセンター 

Ｋリハビリテーションセンターは、心身障害のある方々に対し、医学、教育、職業、

社会等各専門分野を集め、診断、治療、総合評価、看護、リハビリテーション訓練、生

活支援などを一貫して行っている大規模な施設である（写真５）。 

給食残渣が毎日排出され、①ごはん類（余剰なものと下げ膳）、②野菜類（未利用、

調理屑など）、③パン・麺類、④魚・肉類等に分別される。指導が行き届いており、不

適切な物は混ざっていない。回収は毎日行っており、１日の量はポリ容器15個分である。 

 

４）おわりに 

上記の飼料化の実現はやはり会社の理念と中心人物の存在が大切であると考えさせ

られた。具体的には、Ｃ社の理念と鈴木貢氏による貢献が大きい。手間のかかる分別収

集をしてもらわねばならず、リハビリセンターではスタッフの理解が、学校では市や先

生方の了解と子供達の協力が、ホテルでは経営者だけでなくシェフやスタッフの理解が

必要であった。結局、それを実現するためには熱意と人間関係を築くことに基づいてお
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り、そのための啓蒙活動、会議や講習会などが鈴木氏によって数多く行われた。 

残渣の焼却処分は容易ではあるが、利益のみや処理のしやすさにこだわらず、より質

の高いリサイクル飼料化という明確な目標を持ち、さらに環境問題に対する熱心な啓蒙

活動を繰り広げながら実現に近づいている優良事例であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        写真１ 高温発酵乾燥機           写真２ 生産された飼料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真３ Ｒホテル          写真４ Ａ小学校での分別作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真５ Ｋリハビリテーションセンター  



 

-95- 

３．Ｓ農協・・・馬鈴薯加工残渣の発酵飼料化による耕畜の連携 

１）飼料化施設の概況 

Ｓ農協は、馬鈴薯をはじめ地元農産物の加工を通じた付加価値生産によって士幌町を

飛躍させた歴史をもち、全国にその名を知られている。馬鈴薯については、士幌馬鈴薯

施設運営協議会（北十勝の５ＪＡ＝上士幌町、士幌町、音更町、鹿追町による馬鈴薯一

元集荷の実施組織）所有の「馬鈴薯コンビナート」（馬鈴薯集出荷貯蔵施設、生食用撰

果施設など）と呼ばれる大型施設を持っております。 

その隣に士幌町農協が「生産から加工・消費まで」のスローガンのもと、馬鈴薯を主

体にした「食品加工工場」を設置、一貫処理加工して馬鈴薯加工製品を全国各地に出荷

している。 

その農協に建設された食品リサイクル施設は、食品加工工場から排出される馬鈴薯の

残渣（皮、カットくず等）を飼料化するための施設である。町内で発生する食品製造残

渣を飼料として活用して地域資源循環を形成することを目指して施設の導入が図られ

た。現在、町内の馬鈴薯の加工施設では、チップス、フレンチフライ、コロッケが生産

されているが、加工段階で発生する馬鈴薯加工残渣が当施設で飼料化されている。 

この施設は、平成14年度の生産振興総合対策事業で建設されたものであり、平成15年

10月に操業を開始した。総事業費は2億1千万円（うち国庫補助が１億円）であり、その

内訳は、建物が約50％、機械とコンテナが約50％である。 

飼料の製造に際しては、町内の畜産経営の協力を得て給与試験を行い、事前調査をし

ながら製品化を進めてきた。この間、徳島県のくみあい飼料など道外の視察も行い検討

を重ねてきている。 

 

２）飼料とその製造工程 

ここで製造される飼料は、馬鈴薯の加工残渣（50％）と配合飼料（50％）を混合し、

発酵調製したものである。この製品は、「士幌ポテトサイレージ１号」という飼料名で

販売されている。製品すべてにバーコードのロット番号がつけられており、トレーサビ

リティーへの対応がなされている。供給先は町内の畜産経営農家で、主として肉牛経営

農家に販売されている。その実績は、2004年８月で肉牛経営11戸に対し381ｔ、酪農経

営２戸に対して31ｔの販売となっている。年間の製造計画は6,000ｔで現在概ね９割程

度の達成度である。販売価格は単味飼料価格が変動された場合、４半期ごとに価格の見

直しを行う。 

飼料の製造工程のフロー図は、次頁に示す通りである。 
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スチームピーラーにより除去した馬鈴薯の皮（ピーラースラッジ）はすでに加熱して

あるので、そのまま飼料原料とする。一方、加熱処理をしていないトリミングロスやポ

テトチップ製造時の馬鈴薯の皮はクッカーにより加熱処理する。この両者と同量の配合

飼料に、乳酸菌（パイオニア）を添加して混合し、内袋を装着した鉄製コンテナ（容量

1.5t）もしくはトランスバッグ（800kg）に詰め込み、約１ヶ月間専用貯蔵庫で発酵さ

せて、出荷する。 

 

３）飼料成分 

飼料は、獣医師の資格を持つ農協職員が設計した。製品の原材料は以下に示す通りであ

る。 

　「士幌ポテトサイレージ 1 号」の製造工程

食品工場馬鈴薯残さ（50％）

加熱済残さ

（ピーラースラッジ）

未加熱残さ

（生・トリミングロス）

蒸気加熱

クッカー

単味混合飼料

（50％）

撹拌混合ミキサー

排出袋詰・脱気密封

鵜

発酵貯蔵

出　荷

原料投入 20 分

1バッチ 4ｔ

1時間

撹拌混合 20分

排出袋詰 20分

コンテナ（約 1.6t）×2基

＋及びトランスバック（800Kg）

＝4ｔ

約 1 ヶ月

コンテナ（約 1.5t）

　↓

バラ出荷

及びトランスバック（800Kg）

計量 計量
計量

2台

乳酸菌添加

「Ｓ農協ポテトサイレージ１号」の製造工程  

排出袋詰・脱気密封
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 原料の区分 配合割合 原材料名 

残渣利用 その他 50.0％ ポテトパルプ、炭酸カルシウム、ラクトバチ

ルス、ブヘネリ 

そうこう類 25.0％ フスマ、コーングルテンフィード 

穀類 24.5％ とうもろこし、小麦 

単味混合 

植物性油かす類  0.5％ 大豆油かす 

 
成分値については、粗蛋白6.5％以上、粗繊維3.0％、粗灰分3.0％以下となっており、

pHは4.3以下、水分は53～55％である。この飼料は、サイレージ特有の甘酸っぱい香り

が有り、適度な湿り気があることから嗜好性が高い。 

 

４）農家の評価と課題 

現在、利用者の評価を集約しているところである。畜産経営が町内に150戸ほど存在

するが、この飼料の利用農家は今のところ13戸（肉牛経営11戸、酪農２戸）にとどまっ

ている。農協は、この飼料をビール粕の発酵飼料の代替飼料として位置づけて販売を考

えているが、農家の側は水分量が多い故に割高感をもたれるようである。また、肉牛経

営は値段次第で需要が増大するものと考えられるが、酪農経営は乳量への影響を懸念し

ており、普及は簡単ではない。また、酪農経営からの注文はデントコーンが豊作である

と減り、そのストック（コーンサイレージ）が切れる頃になると注文が増えるといった

行動パターンもみられ、それが供給量の変動の要因にもなっている。 

このように供給価格が普及の重要なキーとなっているが、施設投資額が大きいために

その低減は簡単ではない。また、排出される食品残渣は任意に増やすことができず、飼

料の消費も飼養頭数で決まってくる。このような構造の中でコスト低減を図るには、複

数製品化等によって施設の稼働を高めることを考えるのも一案であるといえる。 
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Ｓ農協食品リサイクル施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 施設外観          写真２ クッカー 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  写真３ 攪拌機            写真４ コンテナへ充填 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    写真５ 製品           写真６ 専用貯蔵庫での発酵 
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４．Ｔ飼料株式会社・・・地域の農産物加工残渣を活用したＴＭＲ発酵飼料化 

１）食品残渣飼料化への取り組み 

Ｔ飼料株式会社は、十勝管内の畜産農家に配合飼料を販売する中部飼料系列の会社で

ある。十勝は馬鈴薯の加工副産物に恵まれた地域であることからそれを飼料として利用

することを考え、1997年から馬鈴薯加工副産物を利用したＴＭＲ発酵飼料の商品化に着

手し、98年にＴＭＲ発酵飼料設備を導入している。さらに2000年に現在の所在地（音更

町下士幌）に移転し、発酵飼料の温度管理のための発酵ドームを建造し2004年１月より

その使用を開始した。従業員は14名で、そのうちＴＭＲ発酵飼料の調製と配達に６名が

あたっている。ＴＭＲ発酵飼料は、試行錯誤を経て、ホルスタイン肥育素牛生産農家を

ターゲットにして販売することにした。それは、ホルスタイン肥育素牛生産は多頭飼育

であるため量を見込めることと、供給先の肥育素牛生産ではもともとビール粕主体の飼

料を利用しており、馬鈴薯加工副産物とビール粕を利用する当社の考え方が合致したこ

とによる。主要な取引農家は４軒で、小さい農家を含めると７～８軒となる。いずれの

農家も十勝管内で、車で１時間以内の範囲にある。月に700～800ｔを販売している。Ｔ

ＭＲ発酵飼料の種類は農家と牛のステージ毎に異なり、20種類にものぼる。 

この馬鈴薯加工残渣の飼料化のための投資は、ミキサー２台が2,000万円、梱包機等

の機械費が5,000万円、建物が3,500万円、発酵ドームが3,500万円、特注のフレコンバ

ック、2,000万円、フォークリフトや廃水処理装置等を加えると２億円近い金額となっ

ている。 

 

２）飼料製造 

馬鈴薯加工副産物はＫ株式会社、Ｓフーズ、から入手している。それぞれの工場から

排出後、当日もしくは翌日には調製する。ビール粕については生で入手し、ふすまによ

り水分調整して発酵調製したもの飼料原料として使用する。４ｔのミキサーが２台あ

り、一日通常10バッチ、多いときは12～13バッチ製造する。撹拌時間は用いる粗飼料の

切断長により、細かい場合３分程度、長い場合10分程度である。アメリカからバーミュ

ーダヘイとアルファルファヘイを切断し混合しもの（32円/㎏）を輸入して主に使用し

ている。道産のチモシーヘイ（浜中町産）についてもカット後ベールされたものを購入

して一部利用している。 

スターターとグロアー用の配合設計の例を下に示す。 



 

-100- 

 

原料 スターター グロアー 

ピール皮 6.39  7.20  

大豆粕 8.63    

食塩 0.35    

ビール粕 12.24  13.90  

ミネグレット 0.22  0.22  

プラスワン８８ 10.82  10.00  

オークリーフグロアー 49.26  55.10  

バーミューダミックス 12.00  13.60  

ガーリック 0.01    

ラクトエース 0.10  0.10  

 

ミキサーで混合後、プラスチックの内袋を装着したフレコンバッグに詰め込む。内袋

なしでも気密性を保持しうるフレコンバッグの利用を目指し、特別に開発したバッグを

利用したが、結果が芳しくなく、現在は内袋を使用している。詰め込み後、発酵ドーム

で３週間発酵させてから、農家に搬送し、農家ではほぼ即日に給与している。発酵ドー

ム建設前は、屋外でフレコンバッグを置いて発酵させており、冬期間の牛の食い込み量

が落ちたが、ドームを利用している現在は冬期間でも食い込み量が落ちなくなってい

る。 

このようにしてできたＴＭＲ発酵飼料の販売価格は、36～37円/Kgである。採算状況

は改善されてきているが、採算性を考えると40円/Kgの水準が望まれる。 

 

３）将来方向 

地域の食品加工残渣を飼料化することは、廃棄物を資源化する社会貢献といえ、今後

も追求する予定でいる。 

現在、でんぷん粕については利用していないが、来月より試験的に300ｔほど入手し

てサイレージ調製し、ＴＭＲの原料として利用する予定である。その結果が良好ならば

来年度規模を拡大したいと考えている。でんぷんの生産は、９月から11月にかけての季

節生産であるため、利用するでんぷん粕はトレーラーで収集し、ストックしておくこと

になる。水分が76％と高いため冬季凍結のためサイレージ調製が困難で、また取り出す

ことも不可能になる。そのため、水分を50％以下にすると凍結しても取り出すことはで

きるので、水分調整してからサイレージ調製する必要がある。 

さらに、将来的にはピール（馬鈴薯の皮、屑）のみを発酵させ、出荷前に他の物とミ

キシングすることを構想している。現在の方法であると、混合して発酵の過程で不良品

が出た場合、その製品を廃棄することになり、混合物まで無駄に捨てられることになる

からである。出荷できない製品については堆肥化しているが、出荷前の混合が可能にな

れば製品ロスが少なくなり、コスト低減にもつながると考えられる。 
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Ｔ飼料株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 社屋外観            写真２ ピールロス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 牧草              写真４ ミキサー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ フレコンバッグへ充填         写真６ 発酵ドーム 
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５．Ｋ株式会社・・・大手スーパーの食品残渣などを有効活用し、高品質豚肉生産を 

ねらう産業廃棄物処理業 
 
１）会社概要と飼料化の経緯 

Ｋ社は兵庫県加古川市を中心に東播磨地域において、産業廃棄物処理業許可（収集運

搬）、特別管理産業廃棄物処理業許可（収集運搬）、事業系一般廃棄物処理業許可、産業

廃棄物処理業許可（中間処理）の許認可を有する会社である。従業員数はパートを含め

て32名、運搬車は収集車７台、４～10ｔトラック６台、医療廃棄物運搬車２台、天ぷら

油回収車（軽トラック）１台を有している。 

Ｋ社は、大手スーパーであるＭ社からの提案により、平成10年に堆肥化事業について

検討したが、過去の調査結果から循環での技術的問題の解決に疑問が残り対応できなか

った。その後、再びＭ社から飼料化事業についての提案があり、平成11年度より飼料化

に関連する事業を開始した。同時に平成13年度には大学や兵庫県、大阪府の試験場関係

者等と食品廃棄物の地域循環事業の構築と消費嗜好性食品プロジェクト会議を設立し

た。これまで検討してきた廃プラ、紙、鉄、堆肥等のリサイクルは、処理物の経済的に

安定した販売経路確保が困難であるのに対し、飼料化については国内で排出される食品

残渣を全て飼料化したとしてもその需要を決して超えることがないため、経済的に持続

可能なリサイクルネットワーク構築の可能性が高いと考えられ本格的な事業化研究を

決定した。また、事業化にあたっては、周到な試験実施と、法律に定められた許認可の

完全取得の上で実施することを前提とした。 

飼料化プロジェクトにおいてはＭ社から排出される販売期限切れ食品等をＫ社が収

集し、機械メーカー、Ａ社の減圧乾燥機により飼料を製造し、平成13、14年度は給与試

験を兵庫県立農林水産技術総合センターにおいて実施した。平成15年度には淡路島の養

豚農家で肥育試験を行い、生産された豚肉はＭ社の店頭で販売するとともに試食会も実

施し、矢野経済研究所による消費者アンケート調査も実施した。京都大学の矢野教授、

宮崎大学の入江教授も当初からアドバイザーとして参画している。 

 

２）リサイクル飼料の給与試験 

給与試験は、最初、兵庫県立農林水産技術総合センターと共同で行った。ＬＷＤ三元

雑種豚30頭を用い、リサイクル飼料を用いた体重35～110㎏の肥育試験を実施した。Ｍ

社から排出される販売期限切れ食品等のうち、水産品を含めた混合物（水産資材）と水

産品を含めない混合物（水産無資材）を減圧乾燥したもの（表１）を、次に示す割合で

配合飼料と代替してリサイクル飼料を調製した。１）水産資材30%区、２）水産資材15％

区、３）水産無資材30％区、４）水産無資材15％区、５）配合飼料（対照区）。（供試頭

数は各区６頭ずつ）。 

その結果、資材代替率が高いほど、飼料中の粗脂肪含量が増加し、水産資材30％区前

期飼料では9.6％となり、また、水産資材区飼料にはＤＨＡが対照区飼料の12.5倍含ま

れていた。資材給与区では背脂肪が厚い傾向があり、皮下脂肪の融点は水産無資材15％

区以外の資材給与区が対照区より有意に低かった。官能試験では水産資材30％の評価が

有意に低く、水産資材区において魚臭を感じる人がいた。このことから水産資材は、養
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豚用飼料としては給与割合と給与時期を考え肉質に悪影響を与えないよう調整するか、

水産用飼料向きであると判断した。 

次に、淡路島の養豚農家における実証試験では肉豚40頭を用いて、20頭はリサイクル

飼料給与、残りの20頭は配合飼料給与として、体重30㎏～115㎏の肥育試験を実施した。

リサイクル飼料給与について、体重30～70㎏までは水産品を含まない販売期限切れ食品

等の減圧乾燥物（水産無資材）を配合飼料の30％代替えする形で給与し、70㎏から出荷

までは大阪方式にならい、肉質を向上させるため、配合飼料の50％をパン屑で代替して

給与した。 

その結果、発育、枝肉の背脂肪厚について両区に差はなく、ロース肉の粗脂肪含量は

配合飼料給与区の2.9％に対してリサイクル飼料給与区が6.2％となり、明らかな霜降り

豚肉となった。消費者287名による両区のロース肉の食味試験においてはリサイクル飼

料給与区が色、全体評価、柔らかさ、味、脂質、多汁性および香りのいずれの調査項目

においても高い評価を受けた。Ｍ社での試験販売もリサイクル飼料給与を謳ったにもか

かわらず、大変好調で販売率は97.8％であった。この結果からリサイクル飼料を用いる

ことで付加価値の高い「霜降り豚肉」が生産され（写真１）、商品としても消費者に受

け入れられることが実証された。 

 

３）リサイクル飼料の事業化 

現在、Ｋ会社試験場では事業開始に向けてＫＵ社製の減圧乾燥機（250㍑、写真２）

を設置し、Ｍ社から週２回約100㎏ずつ販売期限切れ食品等（写真３）を入手して乾燥

処理を行い、効率良い運転条件（温度、真空圧、蒸気圧）と製品の保存性に関する調査

を行っている。また、乾燥品を一定割合原料に混合し直すことで、乾燥効率が向上でき

るかについても調査している。一方、本格的施設の建設には地域住民の同意が必須であ

ることから、悪臭対策についても試験を進めている。具体的には、悪臭が出やすいと考

えられるネギ、ニラ、柑橘類等を多く配合した原料を用いて乾燥処理を行い、排気をボ

イラーに導入して燃焼させる等の工夫をしながら脱臭効果を検討している。現在のとこ

ろ、ｔ当たりの電気と油のエネルギー費は3,000円ほどとなっている。発生する水蒸気

はコンデンサで回収し、回収された水は排水基準を満たすため、そのまま公共下水に流

せる。 

加古川周辺に用地を見つけ、日量20～40ｔの販売期限切れ食品等から９～17ｔ程の飼

料を減圧乾燥機で製造する予定である。8,000㍑の装置の２ライン基を設置予定で、対

象とされる販売期限切れ食品等はスーパーなどから排出されるものと、食品工場から排

出されるパンなどを想定している。スーパーから排出される残渣の投入量は最大日量10

ｔ弱を想定し、包装はついたまま収集して、プラントで除去してから乾燥機に投入し、

１日２バッチとなる、製品の販売価格は農家渡しで20円/㎏程度を想定している。 

一方、パン、など含水率の低いものを原料とするものについては１日の投入量を最大

20ｔまでとして（１日５バッチ）、販売価格は農家渡しで25円/㎏以下を想定している。

収集料と処理料は、現行の廃棄物の処理費用の横並びとして、収集料はｔあたり１万円、

処理料は２万円までとする予定である。ただし、食パン屑は５～７円/㎏程で購入する

必要がある。原料入手については当面、加古川を中心とするが、将来的にはＭ社本拠地
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である姫路周辺からの搬送についても体制を整えるとしている。飼料の販売先は当面、

姫路や淡路の農家となるが、フル稼働時には、宮城や愛媛のＭ社取引先農場に販売する

ことも視野に置いている。プラントの建造と操業のためには、農林水産省の補助事業の

活用、一般廃棄物と産業廃棄物処理に関わる許認可取得、またそのための地域住民の同

意も必要とされる。一連の許認可取得後、再生利用事業登録も行う予定としている。 

 

表１ 資材の一般成分分析値とＴＤＮ（試算）        ％ 

区分 水分 粗蛋白質 粗脂肪 NFE 粗繊維 粗灰分 ＴＤＮ 

水産資材 2.14 26.9 24.4 32.8 4.9 8.9 94.4 

水産無資材 2.44 18.4 12.8 54.1 6.1 6.2 86.0 

 

写真１ リサイクル飼料区の霜降り豚肉（下）   写真２ 減圧乾燥機（ＫＵ社製） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ スーパーＭ社から排出される食品残渣 
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６．Ｔ飼料商事株式会社・・・牛用配合飼料原料としてビール粕、豆腐粕の乾燥品を 

製造する事例 
 
１）概要 

千葉市郊外において食品製造副産物、余剰品、規格外品等約20ｔを乾燥処理して、飼

料会社もしくは畜産農家に販売する産業廃棄物の収集運搬と中間処理の許認可を取得

している飼料製造業者である。産業廃棄物の収集運搬と中間処理に関する許可、ならび

に食品リサイクル法に基づく再生利用事業登録証明書を有している。従業員は合計28名

でそのうち15名が運搬業務を行っている。生産する飼料は乾燥ビール粕、乾燥とうふ粕、

菓子粉の３種類である。 

 

２）残渣の収集 

食品メーカーから排出される副産物、余剰産物、規格外品等取り扱っている。食品メ

ーカーの多くが通年で操業しているため、休日なし収集を行い、保存することなく、ほ

とんど即日に乾燥処理を行っている。そのため通常の勤務は８時から５時であるが、大

量の原料が搬入された場合、それぞれ超過勤務して対応している。 

ビール粕についてはサッポロビール特約店となっており、船橋工場を主たる取引先と

している。排出されたビール粕はそのままダンプカーで搬入する。ビール粕については

有価物として購入しているが、価格としてはきわめて安い。豆腐粕の運搬費を含めた処

理費用は５～６円/㎏である。菓子粉の原料の収集運搬・処理に関わる費用は、処理の

しやすさに応じて10～20円/㎏となっている。その概要を表に示した。 

デパートやコンビニ等から排出される包装された製品についても引き取ってほしい

との引き合いはあるが、分別の手間、製造された製品の安定性や安全性に関わる問題の

ため、比較的コストや手間のかからない上記３種類のみを生産している。 

 

３）製品 

ビール粕は１日平均15ｔほど処理しており、乾燥製品は原料の30％ほどの重量である。

一部のビール粕についてはフレコンバッグに乳酸菌を添加してサイレージ化し、酪農家

に販売している。 

豆腐粕は廃棄物として処理料を受け取って受け入れる。１日平均7.2ｔ受け入れてお

り、製品歩留まりは20％程度である。規格外等の豆腐については取り扱っていない。 

菓子粉の生産についてはパン屑（日量2.4ｔ）、麺（日量1.6ｔ）、スポンジケーキ（日

量2.4ｔ）、クッキー（日量0.2ｔ）、和菓子（日量0.5ｔ）小麦粉等（0.3ｔ）を原料にし

ている。包装紙は手作業で除去し、除去したプラスチックは水洗してからプレスして廃

プラとして処理業者に処理してもらう。サンドウィッチが含まれる場合、具は手作業で

除去してから乾燥機にかける。歩留まりは80％程度である。焦げた色になると畜産農家

がいやがるため製品の色について特に神経を使っている。そのため、チョコレートの余

剰品等、色の濃い原料の使用は避けている。 
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４）乾燥処理 

ビール粕と豆腐粕については、１時間の処理能力が１、1.5、２ｔの高速流動式乾燥

機それぞれ１台ずつの３台により乾燥を行う。国内の製作所で製造してもらったオリジ

ナルの乾燥機である。そのうち1.5ｔの機械は中古で入手したものを設置したばかりで

ある。燃料は灯油を使用する。投入時の炉内温度は500℃を超しており、炉内から取り

出される時の温度は150℃以上である。炉内で原料が乾燥されるのは数分程度で、炉内

から出てくると冷却されて、フレコンバッグに入れられる時にはほぼ室温程度になって

いる。製品を見たところ、全くこげておらず、極めて良質なものであった。 

菓子粉の乾燥用としては１バッチ１ｔ処理できるバッチ式の乾燥機が２基ある。これ

についても機械メーカーと共同開発したものである。 

 

５）販売 

ビール粕と豆腐粕は動物性タンパク質をいっさい含まず、反芻家畜用の飼料として利

用できるＡ飼料と呼ばれるグレードであり、飼料会社を通じて、あるいは直接に酪農家

もしくは肥育農家に販売される。菓子粉は養豚家向けに販売されている。販売価格は20

～30円/㎏となっており、通常の配合飼料よりも廉価に設定してある。飼料商社は製造

された飼料を受け取りに来るが、個人農家へは配送する。飼料商社に販売するものは乾

燥した飼料のみである。 

 

６）品質 

生産された製品については、原料が大きく変わった際、成分の分析を行うが、通常は

半年に１回程度定期的に実施している。水分については保存性を高めるため10％以下に

することを目安としている。 

 

７）今後の展開 

排出業者の業務拡大とともに経営規模も拡大してきた。今後、食品リサイクル法の本

格施行に伴い、ある程度の規模拡大が期待される。時折スポットで冷凍倉庫から何十ｔ

もの処理依頼もあるため、そのようなものへの対応を考えて工場の土地、処理プラント

についてもまだ余裕を残している。 
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食品残渣一覧表 

分類 排出事業所 残渣の種類 排出量 
(㎏/日) 

処理費･ 
運搬費 製品名 

パン     
 
 
 
 

Ｙパン㈱千葉工場 
㈱Ｓパン 
東京都学校給食組合各工場 
㈱Ｎレストラン 

パン  
パン  
パン  
パン  

500 
1500 
300 
100 

10-20円/㎏ 
10-20円/㎏ 
10-20円/㎏ 
10-20円/㎏ 

菓子粉 
菓子粉 
菓子粉 
菓子粉 

麺     
 
 
 
 
 

Ｓフーズ㈱ 
Ｎ食品㈱ 
Ｔ食品㈱ 
㈱Ｋ 
㈱Ｎレストラン 

麺 
麺 
麺 
麺 
麺 

400 
500 
400 
200 
100 

10-20円/㎏ 
10-20円/㎏ 
10-20円/㎏ 
10-20円/㎏ 
10-20円/㎏ 

菓子粉 
菓子粉 
菓子粉 
菓子粉 
菓子粉 

スポンジケーキ     
 ㈱Ｇ川口工場 

㈱Ｔ川口工場 
Ｒ㈱東京食品工場 
㈱Ｙ船橋工場 
㈱Ｏ新港工場 

ｽﾎﾟﾝｼﾞｹｰｷ 
ｽﾎﾟﾝｼﾞｹｰｷ 
ｽﾎﾟﾝｼﾞｹｰｷ 
ｽﾎﾟﾝｼﾞｹｰｷ 
ｽﾎﾟﾝｼﾞｹｰｷ 

1200 
200 
600 
300 
100 

10-20円/㎏ 
10-20円/㎏ 
10-20円/㎏ 
10-20円/㎏ 
10-20円/㎏ 

菓子粉 
菓子粉 
菓子粉 
菓子粉 
菓子粉 

菓子屑     
 ㈱Ｏ 

Ｙパン㈱千葉工場 
クッキー 
和菓子 

200 
500 

10-20円/㎏ 
10-20円/㎏ 

菓子粉 
菓子粉 

小麦粉     
 ㈱Ｎレストラン 

Ｔ製粉㈱ 
Ｔ製粉㈱ 
Ｒビタミン㈱千葉工場 

小麦粉等 
小麦粉等 
小麦粉等 
小麦粉等 

100 
100 
50 
50 

10-20円/㎏ 
10-20円/㎏ 
10-20円/㎏ 
10-20円/㎏ 

菓子粉 
菓子粉 
菓子粉 
菓子粉 

オカラ     
 Ｒビタミン㈱千葉工場 

㈱Ｔ 
Ｍ乳業㈱東京工場 

生オカラ 
生オカラ 
生オカラ 

200 
4000 
3000 

５-６円/㎏ 
５-７円/㎏ 
５-８円/㎏ 

乾燥オカラ 
乾燥オカラ 
乾燥オカラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 生ビール粕    写真２ ビール粕サイレージ調製用ミキサー 
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写真３ トウフ粕      写真４ 乾燥機（２ｔ用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真５ 乾燥機（1.5ｔ）       写真６ 乾燥トウフ粕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ スポンジケーキ    写真８ 菓子粉用乾燥機 
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写真９ 飼料置き場       写真10 Ａ飼料 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

写真11 堆肥場 
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７．Ｊ乳業E工場・・・乳業メーカーの食品廃棄とその液状飼料化 

１）生産概要 

Ｊ乳業は、乳業会社２社１事業部が統合してできた乳業会社であり、2003年１月１日

に設立された。2003年度の売上は2,207億円である。 

新しく統合して誕生した会社であるため、製造残渣の発生抑制や再生利用の対策に関

しては、新体制が確立・定着の途上である。 

Ｅ工場は、1967年から稼働している旧雪印乳業の工場で、牛乳・乳製品の生産量が11

万ｔの全国でも有数の10万ｔ工場のひとつとなっている。売上高は159億円で、従業員

は342名（うち自社従業員166名、関連会社・下請会社従業員176名）である。当工場の

主要な生産量は表１の通りである。 

 

表１ Ｅ工場の生産概要 

 平成15年度 平成16年度（上期） 

主要製品生産量（kl） 111,477   59,807   

白物飲料 43,117   24,420   

色物飲料 18,259   9,579   

醗酵乳 25,173   13,145   

デザート・クリーム 425   224   

業務飲料 1,540   821   

受託飲料 22,963   11,618   

売上高（百万円） 15,973   8,503   
 

生産される商品アイテム数は87であり、年間の生産量は11万１千ｔ（平成15年度）、

売上高は159億円を超える。 

白物飲料は、「メグミルク」のブランド名で供給している牛乳であり、生産量全体の4

割弱を占めている。このなかには学校給食用の牛乳が含まれており、学校給食用の牛乳

供給量は国内最大である。色物は乳飲料であり、コーヒー牛乳や加工乳飲料である。発

酵乳は、ドリンクタイプの「飲むヨーグルト」と食用タイプのヨーグルトである。デザ

ート・クリームは、コーヒーなどに入れるミルクで、ポーションタイプと業務用のパッ

クがある。業務飲料は、他の飲料メーカーに供給する牛乳である。受託飲料は、ソフト

クリーム用の加工乳である。 

これらの商品の日生産量は360ｔであり、そのために関東一円から日量209ｔの生乳が

集乳されている。 

 

２）廃棄物の排出と再資源化 

この生産過程から排出される廃棄牛乳・乳製品の量は、2004年度上期で304,270㎏で

ある。大雑把ではあるが１リットル＝１㎏としてみると、生産量の約0.5％のロス率と

いうことになる。 

 



 

さらにこの工場は、他の工場で生産された商品の返送品を集中するセンターにもなっ

ているため、工場から排出される廃棄物量は多くなる。これを含めた廃棄物の排出量は

表２のようになっている。 

廃棄商品および生産過程から排出される食品廃棄物は、表中の廃酸、汚泥として処理

される。このなかで飼料化に向けられるのは廃酸である。廃酸は廃棄乳、ソフトタイプ

のヨーグルトといった液状のものであり、発生量の約３割の重量を占めている。同じヨ

ーグルトでもハードタイプのものは汚泥として処理され堆肥化される。これら廃棄物の

排出量には大きな季節変動はない。 

乳飲料やヨーグルトに使われる脱脂粉乳や果汁、コーヒー抽出液などの副原料は、原

料のストックポイントから必要な量だけ工場に配送されている。そのため工場において

はこうした副原料が過剰や日切れとなって廃棄されることはない。 

 

表２ 産業廃棄物の発生と処理（2004年４月～９月）     単位：㎏  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工場から排出される上記の廃棄物がどのように処理されているのかを示したフロー

図は、次の通りである。 

 

 

再資源化量 再資源化率 再資源化処理方法 処理量 処理方法

廃酸（廃棄乳含む） 434,055 375,475 86.5%
醗酵（飼料化）

58,580 焼却

431,980 409,270 96%
醗酵（堆肥化）

22,710 焼却

115,642 66,632 57.6% 破砕・圧縮（固形燃料） 49,010 焼却

紙くず（紙容器） 241,485 241,485 100%
溶解（ﾃｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ、ﾄｲ
ﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ） 0 －

130,210 130,210 100%
溶解（再生段ﾝﾎﾞｰﾙ）、
再利用 0 －

141,900 141,900 100% 溶解（ｱﾙﾐｲﾝｺﾞｯﾄ） 0 －

ガラスくず 2,500 2,500 100% 溶解（再生ｶﾞﾗｽ） 0 －

450 450 100% 精製（再生重油） 0 －

中間処理

発生量

金属くず

廃油

有効利用

紙くず（段ボール）

処理種類

汚泥

廃プラ
 １）廃酸
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１）廃酸
３７５，４７５ｋｇ Eフード

中間処理（醗酵処理）
　　　　　　　　　　　Eフード収集運搬（10tローリー）
廃酸（タンク保管）　 養豚用飼料製造・販売

自家使用・他農場へ販売

５８，５８０ｋｇ C社
焼却

C社収集運搬（10ｔローリー）
燃え殻・ばいじん

埋立・セメント化
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３）廃棄牛乳・乳製品の資源利用 

以上の廃棄物のうち飼料として利用される廃乳（廃酸）はタンクで保存され、中間処

理業者であるEフードがローリー（10t）で回収している。Ｅフードは、収集した廃乳を

発酵処理した後、リキッド飼料として養豚経営に販売している。飼料化に向けられた廃

乳は、2004年度上期（４月～９月）で375,475㎏である。飼料化に向けられなかった残

りの廃乳は、58,580㎏であり、産廃業者がリットル当たり23～24円（運賃込み）の処理

料金で引き取り焼却処分される。このように、当工場では廃乳の86.5％が養豚用の飼料

としてリサイクルされている。その廃乳の処理料金も焼却処分と比べて3割から4割とい

う安価な水準となっている。 

ちなみに脱水汚泥は産廃業者が15～16円/㎏で収集し堆肥に加工して販売している。

また、ポーションミルク等の汚泥は、産廃業者が40円/㎏で収集し焼却処分している。 

充填された牛乳が消費されずに工場へ回収される際は、紙パックに入ったままの荷姿

である。とくに当工場は学校給食用の牛乳供給量は国内最大規模であることから学校か

ら回収されるパックが多く、１日に26万個が回収・処理されている。これは以前のビン

牛乳時代の名残でパック回収を乳業会社が行っているためであり、牛乳パックはビニー

ル袋に入れられて学校に配送された翌営業日に回収される。そこには手つかずのパック

や飲み残しが入ったパックも入っていて、学校ではそれらを分別してビニール袋に入れ

ることはしていない。出荷した約８割以上のパックが工場に回収されており、そのうち

の約５～６％が飲み残しや手つかずのパックである。 

工場では敷地内に紙パック処理機（２台）を装備しており、そこに作業員１名を専属

で配置している。この紙パック処理機は200ccパックを１時間に２万個処理する能力が

ある。紙パック処理機は１千万円するものであり、しかも従業員をつけなければならな

いことから中小の乳業メーカーが装備することは難しい。回収された牛乳パックは、こ

こで中身の廃棄乳が分離され粉砕紙となる。粉砕紙はフレコンバックに詰められるが、

学校給食がある日は学校給食分だけで2600㎏/日（26万個分）となり、トータルで13～

15袋（150㎏/袋）の量となる。粉砕された紙容器は、古紙再生利用業者に販売される。

販売価格は数円/㎏である。 

 

 

２）汚泥
４０９，２７０ｋｇ Fバイオテック

脱水汚泥（含水率85％） 中間処理（醗酵処理）
Y社収集運搬（４ｔｱｰﾑﾛｰﾙ車）

　堆肥製造・販売

農協・農家・ホーム
センターへ販売

２２，７１０ｋｇ
汚泥（ポーションミルク等） N社

焼却
N社収集運搬（４ｔｱｰﾑﾛｰﾙ車）

燃え殻・ばいじん

埋立・セメント化

２）汚泥 
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４）廃棄乳増加の要因 

学校給食の飲み残し以外の廃棄乳は、①返品、②機械のトラブル、③ラインの切り替

え、④見込み生産に起因する余剰品から生じる。このうち③④は、近年の牛乳・乳製品

市場と業界の状況を反映している。近年は牛乳・乳製品市場においても商品アイテム数

が増え多品目生産の方向に向かっている。たとえば同じヨーグルトドリンクでも風味に

よって商品が分かれ品目数が豊富になっている。工場では専用ラインで製造していない

限り、ひとつのラインで複数の商品を製造することになる。従って、製造商品をかえる

度に風味等が混合しないよう一定程度の仕掛かり品を廃棄するのである。このように多

商品化によってラインの切り替えが多くなり、廃棄される乳製品の量が増加するという

現象が起きている。また当工場では他の乳業メーカーのブランド牛乳も生産しており、

牛乳の複数ブランド生産もブランドの切り替えや半端量の発生によって廃棄量を増加

させる要因となっている。これら牛乳は、見込み生産を行っており、欠品できないとい

う取引関係が余剰品を増大させ、廃棄増加の要因となっている。 

 

５）今後の課題 

乳業メーカーから排出される食品廃棄物は、栄養価が高いが液体が多いという特徴を

有する。この点からは、乾燥はなじまず、液体のまま飼料として利用することが望まし

い。しかしながら、水分が多いために輸送コスト圧が高くなり、遠距離輸送には向かな

いという難点をもっている。さらには、既存の養豚経営では配合飼料の利用を前提とし

た施設装備となっているため、液餌の利用が困難となっている。従って、乳業メーカー

からの残渣の飼料利用という観点からは、近くにリキッドフィーディングの畜産経営が

展開することが望まれる。 

 

 

Ｊ乳業Ｅ工場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 工場風景          写真２ 回収された学校給食パック 
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写真３ 紙パックリサイクル処理機      写真４ 破砕された紙パック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 廃棄乳制御盤            写真６ 廃棄乳タンク 

 

 



 

-115- 

８．Ｉ飼料プラント・・・ニクソンシヨツク時に食品残渣の飼料化を考える 

 本プラントは昭和53年の建設から平成17年３月の終業の間の27年間、食品残渣の飼料化

事業を推進してきた。創業は昭和54年であるが、当時はこのような事業は希有であり、現

在各地で推進されている事業の魁ともいうべき性質を持つ。平成17年３月には終業し、現

在、収集利用している食品残渣は近傍で開業するメタン生産、発電事業に吸収される。リ

サイクル仕向けの変更である。本事業体の経緯を記録することは飼料化事業を考えるうえ

での参考になると考え、以下に事業内容とその特徴を述べる。 

 

１）施設は静岡県の修善寺町、天城湯ヶ島町、中伊豆町が協同で広域行政組合を組織し運

営してきたが、町村合併で伊豆市が発足した事を機に市の組織（市民環境部）に入った。 

２）昭和53年、当時はニクソンショックの後で、国内に飼料自給の気運が旺盛な時期であ

り、時の修繕修善寺町長が「燃やすのではなく、飼料利用の方向を考えよう。それによ

って可燃ゴミを減量する事もできる」という考えから試験プラントを作り、仕事がスタ

ートした。 

３）その当時は近傍に畜産農家（牛、豚、鶏）が多かった。しかし、今は市内に養豚農家

は存在せず、近年では近くの養鶏農場に供給してきたが、その量も年々減少してきてい

る。 

４）食品残渣の収集先は温泉旅館、レストラン、学校が中心であり、一般廃棄物処理業者

がオリ容器で収集し、飼料プラントに搬入している。教育によって分別は次第に実行さ

れるようになったが、未だ一部、割り箸、お手ふき、タバコ等の夾雑物が見られること

もある。食品調理クズと食残渣の両方が利用されている。 

５）一般廃棄物処理業者は収集の手数料（集めて運ぶだけの額）は徴収するが、排出業者

は飼料プラントにおける処理費用は負担しない。温泉という地域の産業を大切に考えて

いるということであろう。 

６）飼料の製造方法は以下のとおりである。 

  ①原料投入口に食品残渣を投入し、水分調整剤としてﾌｽﾏを10％程度混合する。 

②４ｔの処理能力がある高圧二重釜に２ｔの材料を投入し、２時間煮沸処理し、その後、

４時間乾燥して400㎏の乾燥製品を得ている。２ｔの処理に約50ﾘｯﾄﾙの重油が必要で

あり、現在の重油の実勢価格が50円/ﾘｯﾄﾙであり、１㎏の乾燥製品調製に約６円の燃

料費が投入されている。 

③乾燥飼料の生産費は平成９年度の配合飼料供給安定機構の調査（平成９年度未利用資  

源飼料化推進事業調査報告書、平成10年３月、配合飼料供給安定機構）に詳しいが、  

それによると平成７年度と平成８年度の生産費はｔ当たり132.6千円と125.5千円と  

高い値となっている。 

７）製品の分析値例を調査時に紹介していただいたが、原物中、水分が9.2％、粗蛋白質が 

21.1％、粗脂肪が15.5％、NaClが2.2％であり、粗脂肪と食塩含量が高いことが特徴の

製品となっている。 

８）現在、この製品は㎏当たり15円で鶏用飼料として出荷している。経営は大赤字である 

が、製品の特徴から、価格の上昇は見込めない。 



 

-116- 

９）年間の処理量は減少傾向を辿ってきている。昭和60年頃が最盛期で年間800ｔの食品 

残渣を処理し160ｔ程度の製品を生産していたが、平成12年度は457ｔ、平成15年度は371

ｔの処理量となっている。 

10）近くに県営天城育成牧場があり、県はそこで発生する家畜糞尿を平成17年４月からバ  

イオガスプラントで処理し、メタンからの発電を行い、その電力を施設運転に利用する

計画を立て、現在、プラントを建設中である。そこでの有機性資源として、１日約1.7

ｔの食品残渣と3.4ｔの牛糞と合わせて利用し、食品残渣は現在の飼料化プラントを中

継基地として収集し、発電プラントニ搬入するという計画である。 

11）市の一日当たりの可燃物焼却量は25～26ｔであり、その約10％が飼料として利用され、

償却費を軽減してきた。 

12）担当者からの経験に基づくアドバイスは次の２点である。 

   ①家畜の飼料として品質のよい飼料をつくること。 

   ②周辺に家畜がしっかりとおり、そこでの利用を第一の条件として企画すること。 
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９．Ｓコンビニエンスストアー・・・コンビニエンストアーが先がけて行う食品工場 

からの調理残渣のリサイクル飼料化 
 
１）はじめに 

コンビニ業界は、毎年売上を伸ばしている成長産業で、2003年度で、国内コンビニ（60

社以上）における売上高は計７兆３千億円、店舗数は４万店を超えている。コンビニ業

界の最大手はＳ社で、店舗数は１万店を超えている。 

Ｓ社がこのように急成長した理由の１つには、おにぎりなどの弁当、サンドイッチな

どのパン類、惣菜類といった加工食品の売上にあり、総売上の７割を超えている。Ｓ社

では、これら加工食品類は他のコンビニチェーン店と違い、関連の食品会社で専属契約

で一括して生産されている。 

コンビニ食品の利用は中食化を進め、同時にレストラン等利用による外食化も増え、

近年におけるわが国の消費傾向は急速に変化している。一方で、従来家庭で排出された

食品残渣類は、売れ残りや調理残渣として、これら業界からまとめて大量に排出される

ようになってきた。その殆どが現状では焼却処分されている。 

Ｓ社では環境を考え、食品のリサイクルを行う取り組みを開始した。その方法は堆肥

化だけでなく、畜産物供給、エネルギー効率、飼料の自給率といった広い視点から飼料

化にも力が注がれている。1997年から飼料化の実験を開始し、数年の歳月を経て、今回

の九州の実用化につながった。飼料化の試みは種々の食品残渣を大量に排出する企業と

しては先駆的で珍しい例で、食品業界に参考になる優良事例となると思われる。 

 

２）加工食品工場 

Ｓ社に商品を供給する加工食品工場はＳ社とは別会社になっており、協同組合を組織

している。今回紹介するのは、サンドイッチ、弁当類を製造しているＰ株式会社のＭ工

場である。なお、Ｐ社はＳ社のみにサンドイッチや弁当、酒のツマミ類などを供給して

いる会社で、全国に９カ所の工場を有している。売上高は年々伸びており、2004年度は

390億円に達する見込みである。 

Ｍ工場（写真１）は福岡県福岡市に位置し、福岡、長崎、佐賀、大分の667店舗に加

工食品を供給している。サンドイッチだけでも１日平均10～11万パック、夏場のピーク

時は15万パックを生産している。サンドイッチ製造には食品残渣が大量に排出され、９

月中旬の調査時点で１日当たりパン屑が３ｔ、レタスやトマト屑など３ｔ、計約６ｔが

出る（写真２）。環境を考え、食パンのみみはサンドイッチに付けたまま販売すること

も試みたそうであるが、やはり評判が悪かったそうである。 

これら食品残渣は非常に衛生的に扱われており、調理場で直ぐにビニール袋に入れら

れ、専用の冷蔵保存庫（約５℃）にシュートを通じて運搬されている（写真３）。ここ

の外部シャッターを通じて廃棄物専用ルートで、毎日、保冷車を利用して収集されてい

る（写真４）。冷蔵庫の温度は常時、人によりチェックし、管理されている。このよう

に食品残渣でさえ、衛生的に保管されているのは、工場全体が厳しい衛生管理、HACCP

方式を実施しているからである。 
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３）リサイクル飼料化工場 

飼料化の事業主体はＫリサイクル組合で、施設はＯ産業株式会社の営業用地内に設け

られている（写真５）。Ｋリサイクル組合は佐賀県神埼郡背振村の山中に位置している

が、保冷車（４ｔトラック）で県内外の食品残渣を毎日収集している。 

収集された食品残渣は、食品リサイクルモデル緊急整備事業などにより設置された乾

燥処理プラントによって毎日乾燥処理されている。プラントには下に示す２つの方式が

あり、原材料の種類によって区分けされている。食品残渣は袋から出された後、破砕さ

れ、乾燥機に投入される。 

①真空乾燥機 

野菜屑など水分の多い材料を乾燥する機械で、昭和鉄工のプラントを導入している

（写真６）。真空ポンプによる減圧下、低温（65℃：40～80℃）で、８時間ほど時間を

かけて乾燥処理される。野菜屑は繊維状になる程にうまく乾燥される。 

②気流乾燥機 

オカラ、パン屑、ごはん類、麺類などを乾燥するもので、西日本プラント工業株式会

社製を導入している（写真７）。燃焼ガス、蒸気などにより高温（120℃）で短時間（１

時間以内）で乾燥処理される。当初、ごはん類がダンゴ状になることで乾燥に苦労した

が、まず乾物を投入し、徐々にごはん類を加えることで解決を図った。 

乾燥品は粉砕機で粒度を調整し、出来た製品は焦げがなく、均一性も保たれ、配合飼

料原料として充分使用できるものに仕上がっていた（写真８）。 

③廃熱利用システム 

上記で述べた２種類の乾燥システムには特筆すべき点がある。それは廃棄物処理エネ

ルギーを乾燥エネルギーへ利用していることである。通常、食品残渣の処理には乾燥コ

ストが大きな問題となるが、ここでは廃棄プラスチック類などを焼却処分する際に出る

廃熱をうまく利用していた。ここでは、この廃熱回収システム（写真９）と重油による

エネルギーシステム（写真10）を組み合わせて飼料化乾燥に利用している。現在、エネ

ルギーの６割を廃熱回収システムでまかない、後の４割を重油エネルギーによって補っ

ている。エネルギー依存率を廃熱回収システムへさらに移行させることはできるそうで

あるが、当初、安全性を重視し、安定的にエネルギーを供給するため、現在の設定とな

っている。コストが第一に重視される飼料化では、このような廃熱の利用は大変有益で

あろう。 

 

４）飼料の利用 

出来たリサイクル飼料は、なかなか受け入れなかったが、宮崎大学、宮崎県畜産試験

場、高城町役場の協力のもとで、宮崎県下３カ所の農場などで利用することとなった。

現在は試験、実証段階であるが、既に、希望量が足りない状況になっている。ねらいは

養豚の低コスト化だけでなく、豚肉の高品質化（特産物化）も視野に入れている。産官

学連携の好例として注目すべき事例となるだろう。 
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     写真１ Ｐ社Ｍ工場       写真２ 分別され、袋詰めされた野菜屑、 

パン類中身がわかるように透明袋 
を使用。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真３ 廃棄パンが積まれた保蔵庫内部   写真４ 食品残渣用冷蔵保蔵庫外温度 

部調理場からシューター（中央         管理が行き届き（左部に温度表 
部）を通じて冷蔵された保蔵庫内      示板とその下部にチェックシー 
へ運ばれてくる。             ト）、シャッター（中央部）を 

                        開け保冷車へ運搬される。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真５ Ｋリサイクル組合の飼料化工場    写真６ 真空乾燥機（昭和鉄工製） 
   手前のタンクは製品貯蔵ホッパー       野菜屑の乾燥に利用されている。 
   で、製造された飼料を保蔵、トラ 

ックに積むためのもの 
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写真７ 気流乾燥機（西日本プラント工業     写真８ 製造された飼料 
   製）オカラ、パン屑、ごはん類、麺      オカラ、パン屑、ごはん類、麺類 
   類などの乾燥に利用されている。             などを乾燥したもの。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真９ 廃熱回収システム（タクマ株式   写真10 重油によるエネルギーシステム  

会社製）プラスチック類等の焼却 
熱を利用している。 
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10．Ｉ製菓株式会社・・・飼料化をはじめ様々なリサイクルを実践 

１）調査会社の概要 

（株）Ｉ製菓は明治29年創業、昭和22年設立、資本金22億5,390万円、従業員数601名

（平成16年３月）の会社である。 事業内容は、菓子、食品、デイリーチルド、加温食

品、冷菓、調味料製造・販売及びそれに付帯する事業、レストラン事業に及び、売上高

は約300億円前後となっている。本社は三重県津市で、支店は関東、東海、関西、札幌、

仙台、北陸、広島、福岡にある。工場は三重県津市と愛知県豊橋市に設けられ、ここか

ら全国に肉まんやあんまん、ようかんや氷菓などが配送されている。 

会社は「楽しい商品すぐれたサービス」を企業理念とし、「環境にやさしい企業」と

して環境への取り組みにも力を入れている。環境への取り組みは多方面にわたっており、

工場からの食品残渣の飼料化も実用化している。 

 

２）環境への取り組み 

Ｉ製菓株式会社は企業方針として、循環型経済社会システムの構築を目指し、社内に

おける廃棄物の現状分析を進め、分別の徹底を行い、その中でも食品廃棄物の減容化、

リサイクル化に積極的に取り組んでいる。 

図１に示すように、Ｉ製菓のリサイクルは多岐にわたっている。コンポスト化は既に

事業化されており、飼料化、バイオガス化、ＲＰＦ（固形燃料）化を実証検討している

段階にある。コンポスト事業以外の他の分野も採算ベースに乗れば、順次、事業化する

予定であるとのことであった。 

コンポスト化では、平成８年にＣ株式会社が設立された。Ｃ株式会社では、食品工場

から搬出される有機性汚泥に、おから、ケイソウ土、もみ殻などを混合し、発酵、熟成

を経て完熟堆肥を製造している（写真１）。この堆肥は農業、園芸、ゴルフ場に利用さ

れている。特にこの完熟堆肥で栽培されたタマネギや小豆（北海道、写真２）といった

無農薬野菜は、自社商品開発の原料にもなっている。既に、コンポスト事業は成功して

おり、収益黒字へと転換している。 

バイオガス化では、コンポストや飼料にできない食品廃棄物、例えば、水分の高い氷

みつやアイスクリームなどをメタンガス化している。平成14年に大規模実証プラントが

導入された（写真３）。メタンガスは蒸気や電気などクリーンエネルギーとして、発酵

液は液体肥料として、発酵残渣は堆肥として利用される。 

ＲＰＦ(Refuse Paper and Plastic Feul)化では、コンポスト・飼料・バイオガスで処理で

きる有機性廃棄物以外の廃プラスチック及び紙ゴミの再資源化を対象としている。廃プ

ラスチック・紙ゴミは破砕後成型され、固形燃料としてボイラーで蒸気に変換され、工

場で利用される。平成14年にはＲＰＦ装置が導入され、現在実証中である（写真４）。 

Ｉ製菓では以上３つのシステムに、次に示す飼料化を加え、４つのリサイクル方式に

よって、Ｔ工場のゼロエミッション化を推進している。 
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３）飼料化の概要 

Ｉ製菓では、季節商品ではあるが10月～３月に１日100～120万個の肉まん、あんまん

を製造している。工場はオートメ化されており、出来る限り無駄を出さない配慮がなさ

れているが、それでもまんじゅうの敷き紙が中心部から少しずれている、透明になって

いるなどの理由で、１％程度の廃棄ロスが出る。また多種類の商品を製造するので、製

造工程切り替え時にも生地のロスが出る。これらは産業廃棄物として処分すれば、費用

が約40円/㎏かかる。Ｃ株式会社が軌道に乗り始めた頃、同事業を推進していた堀川氏

によって、より価値の高い食品残渣の飼料化が提案された。 

堀川氏は事業化に向け各方面から情報収集し、飼料化を企画し、国からの補助金によ

り飼料化装置を導入した。2001年にはメンバーが集められ、１つの部署として今後の活

動を展開していくことになった。 

飼料化装置は汎用品として販売されているローラー式乾燥法である（写真５）。装置

は２つの大きなローラーを有し、それらは蒸気によって加熱される。その隙間にまんじ

ゅうを入れると、まんじゅうは薄く圧縮されながら同時に加熱乾燥される。処理は短時

間で済み、乾燥処理能力は１時間当たり100㎏程度、日量で800㎏～１ｔ処理できる。水

分は12％程度となり、通常の配合飼料とほぼ同じである。紙が除去される装置で自動的

に粉砕され、ほぼ均一化される（写真６）。 

メンバーは食品廃棄物を飼料化する技術開発に取り組み、有効性を三重県科学技術振

興センター畜産研究部の協力のもとで実施した。今まで２年、５回にわたる肥育試験が

実施され、豚の嗜好性も良く、生産された豚肉の食味も良いことがわかった。既に県内

農家での使用が始まり、良質の豚肉が生産されている。乾燥飼料は10円/㎏で農家に供

給されている。農家では、豚肉の評判も良く、飼料コストも低減しているとのことであ

った。 

 

４）おわりに 

Ｉ製菓のリサイクルは、循環型社会に貢献するという企業理念に基づく優良事例と考

えられた。注目すべき点として、廃棄物の種類によって幾つかの処理システムをうまく

導入し、処理だけでなく、再生産された商品の利用まで循環を考慮した総合的なシステ

ムになっている。１つ１つの廃棄物処理については無理をせず、着実な試験を進め、リ

サイクル化を検討していた。うまくゆくとみられると事業化し、採算ベースに載せ、継

続性のあるものにしていた。 

飼料化に関しても、うまく実用化していると言え、事業化など今後の発展に期待した

い。なお、課題としては肉まんやあんまんが季節的商品であり、年間を通じての供給が

できないことであり、この点、現在、堆肥化やバイオガス化に用いられている様々な食

品残渣の利用も考えられると思われた。 
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図１ Ｉ製菓のリサイクル・システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真１ 生産された完熟堆肥      写真２ 完熟堆肥で作られる小豆農場（北海道） 
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写真３ バイオガス（メタン発酵）プラント  写真４ ＲＰＦ装置（下）と製品（上）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 飼料化のための乾燥装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ 肉まん、あんまんから製造された飼料 
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11．地域循環ネットワーク・・・一般市民のボランティアが学校給食残渣を飼料化 

 一般市民のボランティアが、給食残さを飼料化している全国でも珍しいケースといえる。

具体的には、長岡市内の学校給食の調理くず、食べ残しをボランティアが毎日回収し、市

内の畜産経営（みゆき牧場）において発酵乾燥飼料化し、それが複数の畜産経営に供給さ

れる仕組みになっている。そして、生産された肉は地元スーパー、学校給食に供給され、

地産地消を形成するとともに食育と環境教育を実践する役割も果たしている。 

 

１）ネットワーク設立の経緯 

Ｋさんが家庭生ゴミリサイクルサークル「みずばしょう」を1994年に設立した｡メン

バーの６割は男性で、その多くは定年退職した方々である｡主に堆肥化して畑地での利

用を行うが、一部は家庭で数匹飼育する産卵鶏の餌として利用した｡しかし、早朝から

の鳴き声が近所迷惑となり、長続きはしなかった｡その他、豆腐、コンニャク、納豆作

りの活動を行う｡学校給食残さの飼料化に関する活動をみずばしょうで提案したところ、

９割ほどの反対で否決された｡主な理由として、現役で働いている方々は、平日の日中

は活動できず、定年退職された方々は時間的に拘束されるボランティアは受け入れたく

ないというものであった。そこで、賛同者で地域循環ネットワークを設立してボランテ

ィア活動として、平成９年９月から長岡市内の小学校53校のうち、500人以上の大規模

校３校、100人以下の小規模校３校、その中間の３校を対象として、学校給食残さの調

査を１年間行った。調理残さとして、野菜屑、果物、食べ残し、米飯、うどんに分別し

て、その量を毎日計量して、小学校の規模と、季節変動を月別に調べた。結果として、

大規模校では１名あたり１日100ｇ、小規模校では60ｇという結果になった。しかし、

その詳細な結果を各学校に報告したところ、各学校に対する評価と受け止められ、無理

をして排出される残さの低減化を図るところがみられた。たとえば、大根の皮はあらか

じめ野菜屋でむいて納入させたり、あるいは缶詰を多用するようなこと。そのため、２

年目にはその調査は中止した。 

収集した給食残さは発酵乾燥により飼料化している。発酵熱を利用することで、コス

トを削減し、乾燥することで貯蔵性を高め、ゴールデンウィークや夏休み等の残さを収

集できない時期をカバーする。供給先の養豚家では飼料全体の約３割をこの残さ由来飼

料でまかなっている。平成12年に活動の開始を市に申請したが、ボランティアでの事業

実施の可能性について信頼が得られず、一年かけて経済的な優位性や、活動が実施可能

であることを説得し、平成13年度からは長岡市内の全小学校53校から残さを収集するこ

ととなった。その後、私立、公立すべての保育所、幼稚園、小学校、中学校、合計88カ

所の教育施設から学校給食残さを収集し、市内のすべての教育機関で生ゴミがゼロとな

った。現在、広域合併のため教育施設が200カ所になったため、長岡市内すべての教育

機関から収集しているとは言えなくなったが、３年以内にすべてから収集できるように

行政と連携を図っている。 
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２）活動内容 

給食残さの収集は平日毎日、その午後もしくは翌朝行っており、極めて衛生的である。

収集は皆がボランティアで、３分の１が自営業者、３分の１が退職者、残りが主婦であ

る。異物の混入をさけるため、教室では食後にフォークやお箸の数を確認する。また、

子供たちは収集に来るボランティアに対して挨拶を義務づけ、また、リサイクルの重要

性を相互学習の時間に講義にもいく。リサイクルにより生産された豚肉を学校給食に還

元することで、食育を実践するとともに、お互いに責任を持ち合うことで、その安全性

も担保している。 

長岡市の学校給食はすべて自校方式で、小規模校では２校に１名の栄養士がいるが、

通常各校に栄養士を配置し、メニューも各校異なる。収集された学校給食残さの８割以

上は厨房残さで食べ残しは２割以下である。米飯等は各自が食べる量をそれぞれつぐ方

式を採用しているため、食べ残しも少ない。厨房残さの大部分は野菜屑であり、その他

卵の殻などで、魚の骨などはほとんど含まれない。厨房残さは種類毎に分別されて、段

ボール箱で収集される。食べ残しは特に分別はなされず、水を切って搬送される。 

学校給食残さの収集以外にエコグリーンクラブと呼ばれる家庭から排出される生ゴミ

の飼料化に関わる活動も実施している。生ゴミを家庭用の電気式乾燥機で処理を行い、

その乾燥品１kgを10円換算でひきとり、年に２回、集計をして、その額を豚肉で還元す

るものである。あくまでも会員制であり、万一乾燥品に異物等の混入があった場合、イ

エローカードを出し、２回になると退会してもらうという制度を採用し、安全性の確保

を行っている。また、スーパーのバックヤードから排出される野菜屑の収集も行ってい

る。そのスーパーに対しては、その毎月2.5頭分の豚肉を購入してもらっている。12月

からは週３頭となる。販売価格は通常の価格にkgあたり100円増しとしている。その豚

肉は高価で販売されるが、真っ先に売り切れる。 

調製した飼料は後述するみゆき牧場で利用する量を超えているため、それ以外に１軒

の養豚家と１軒のミンク農家に搬送される。ミンク農家では残さは即座に冷凍され、廃

鶏等とともに粉砕されて、給与される。１軒の養豚家では乳酸発酵させて、リキッドで

の給与がなされるそうである。 

地域循環ネットワークは企業（110社）からの寄付年間一口10,000円と、個人からの

2,000円で成り立っており、年間300万円ほど集まる。また、給食残さの収集処理に対し

て市から年間1,200万円の委託費が拠出され、それにより、乾燥機の購入や維持費、収

集のための車両の費用をまかなっている。一般廃棄物の収集運搬と処理の許可を得てお

り、最終処分の方法は飼料としている。また、飼料製造の届出も行っている。 

このネットワークは、日中活動できる退職者、主婦、自営業者を中心としたボランテ

ィアを組織し、それぞれの力を引き出して生ごみを資源に変えている。そこでは、ボラ

ンティアと畜産経営者とが同じ目線で結びついており、地域内でWIN-WIN関係が形成さ

ている。これには、事務局を務めるＫさんの力量に寄るところが大きい。 

 市の理解を得るために給食残さ収集にかかる費用計算を正確に行い、必要な費用がカバ

ーされていること、市との交渉のなかで想定されるトラブルに対して対応策を入念に準備

したことも成功の要因として見逃せない。 

 営利目的でないために飼料の供給単価が抑えられ、原価が透明であることに加え、ボラ
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ンティアと畜産経営が互いに求めるところを出して調整できるところが、このネットワー

クの利点となっている。 
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12．ＮＰＯ法人・・・食品残渣の飼料化による養豚を通して食育を実践する市民活動 

１）エコビジョン沖縄とは 

特定非営利活動法人（ＮＰＯ）「エコ・ビジョン沖縄」は2000年に代表の古我知さん

がＮＰＯ化した組織である。代表以外に常勤２名と非常勤２名が所属している。母体は

1983年に設立された沖縄リサイクル運動市民の会で、フリーマーケットの企画運営、小

中学校における環境教育、無農薬野菜や関連の商品の販売を通して循環型社会を実践し

ようとする任意の団体である。 

 

２）くいまーる 

①事業の概要 

エコビジョン沖縄が中心となり「くいまーる」という食品残渣の飼料化に関わる事業

を開始した。この事業には従業員７名（うち収集担当２名、豚の管理２名）の廃棄物処

理業社も深く関わっている。まず、2002年度、財団法人食品産業センターの先進モデル

地域・グループ構築事業により、食品残渣の飼料化を開始した。みのり産業の乾燥機械

を用いて、残渣の飼料化を行い、製造された飼料により豚２頭の肥育試験を実施した。

また、2002年度の補正予算による沖縄産学官共同研究推進事業により、オキスイが中心

となり飼料化事業を本格化し、沖縄県内の厨房機器メーカーで生ゴミ処理機も製造して

いる株式会社Ｈ社と共同で食品残渣の乾燥処理機一号を開発した。その飼料により、50

頭の豚を用いた肥育試験を実施した。2004年度には中小企業庁の新連携対策委託事業に

より、飼料化事業の高度化を目指した。まず、株式会社Ｈ社と食品残渣の乾燥処理機二

号を開発した。これは一号機において飼料化の過程で残渣が塊状なってしまう不具合を

解決することを主眼におき、回転翼の形状を改良するとともに、１号機では機器の上部

全体をふたとして、全開できるようにしていたものを、熱効率を考えて一部のみ開閉で

きるようにするなどの改良を加えた。また、加熱工程で熱媒体としてハイサームという

油脂を間接的に使用していることが大きな特徴である。その油脂を180～200度で槽の外

壁を循環させることにより、壁面の温度が上がりすぎず原料に焦げが生じない利点があ

る。本機は400㎏の食品残渣（水分60％）を投入し、約４時間で水分20～30％に落とす

能力がある。当初、Ｏが別途回収している廃食油を燃料とする予定であったが、灯油と

１：１で混合してもノズルが詰まったり、点火しにくいなどの問題を解決できず、現在

は重油を利用している。今後より改良を加えて、小規模の養豚家を対象に販売したいと

考えている。 

②食品残渣の収集と飼料化処理 

県内のスーパー12店から野菜クズ、パンクズ、弁当クズ等の残渣、社員食堂や学校給

食から厨房残渣や食べ残しを収集するとともに、コンビニのセントラルキッチンの厨房

残渣、その他そば屋からの残渣等、合計18事業所から日量平均２ｔ近く（数百キロから

３ｔまでの変動がある）をポリバケツとドラム缶で収集してくる。排出事業者は、飼料

のレシピに対応して種類ごとに残渣を分別しておく。異物が混入していた場合には、異

物混入連絡表によって報告を受け改善の努力を促している。 
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収集された残渣は沖縄市の倉敷養豚団地内の豚舎に運ばれる。団地内には３軒の養豚

家がおり、また、すぐ近くにも14軒ほどの養豚農家がいて、ほぼ全ての農家が残渣を使

用しているとのことであった。面積は約1000坪で、豚舎213坪（702平米）、堆肥場108平

米、資材置き場68.5平米、飼料化施設150平米である。肥育頭数は約360頭、年間出荷頭

数は800頭の肥育経営である。 

飼料の設計は、畜産生物科学安全研究所の矢後啓司氏が地域の食品残渣の実情と脂が

多い肉を好むし好を考慮してレシピを作成した。30㎏の導入時から50㎏までは配合飼料

で飼育し、その後は食品残渣のみを利用した飼育となる。食品残渣飼料は、50㎏から80

㎏の前期と80㎏から120㎏の出荷までの後期のステージに分けてレシピが組まれている。

前期は、ご飯、めん、パン、魚腸骨、野菜屑、ふすま、おからなどであり、後期はご飯、

めん、パン、野菜屑、おからなどである。両時期ともに食品残渣のみの配合設計であり、

ビタミンやミネラルの添加は行っていない。それら飼料の分析値を表１に示した。その

他の残渣や余剰は堆肥化にむける。それぞれのレシピに従って原料を計量して乾燥機に

投入し水分20～30％にまで乾燥して翌朝まで冷却する。冷却後おからを培地として増殖

した乳酸菌（ヤクルトから購入した菌）を混合する。豚に必要量給与し、残ったものは

保存し、発酵を進め、その後の飼料として利用する。 

 

表１ 製造された飼料の分析値 

 

③肥育による実証化と啓蒙活動 

生産された飼料は、同敷地内の豚舎にて試験対象となる豚56頭に給与される。この豚

舎には24の豚房があり、そのうち４豚房のみ本試験に利用されている。その他の豚房は

グリーンファームからの預託により、通常の配合飼料による豚の肥育を行っている。将

来的には日量５ｔの残渣を収集するとともに、より多様な残渣を使用しうるレシピを作

って、製造した飼料で肥育する豚の頭数を増やしたい。豚の体重30㎏から120㎏で出荷

するまで４ヶ月を目標としているが、現状では５ヶ月ほどかかっている。 

この活動を基に2004年12月那覇市で食品循環養豚会議全国会議を開催し、約150名の

参加者があった。子供エコクラブやみんみんキッズ等の地域の子供たちを集めて、生産

された豚肉の調理や、豚を肥育するのに使用した飼料の製造方法の紹介等を通じて食育

を実践している。また、手作りの通信も発行している。このような活動を通して食品残

渣を利用している養豚農家との連携も深められれば、これまであまりオープンになって

いなかった養豚農家の社会的な意義が市民に伝わって、そのネットワークが広がってい

くものと思われる。 
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写真１ 排出元では種類毎に分別     写真２ 収集用のトラック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真３ 収集時に計量    写真４ パックに入った資源は機械で分離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 残った資源は冷蔵庫に一時保管   写真６ 乾燥機（２号機） 
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写真７ 改良を加えたパドル    写真８ 飼料化施設の外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真９ 肥育豚（おがこ豚舎）  写真10 エコビジョンのメンバー 
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13．Ｓ飼料化リサイクルセンター・・・日本最大規模の食品残渣飼料化施設 

１）概要 

札幌市の委託により、三造有機リサイクル株式会社が札幌市内の事業系食品循環資源

を油温減圧脱水乾燥法により乾燥処理し、飼料原料として販売する事業である。同社は

一般廃棄物中間処理施設及び処分の業に関わる許認可を取得するとともに、生産される

飼料は農業資材審議会を経て「食品副産物」して登録されており、配合飼料原料として

利用されている。 

 

２）事業内容 

①分別収集 

現在従業員８名、管理職２名、事務職1名の体制で運営され、284の事業所から残渣が

収集されている（表１参照）。食品循環資源の排出状況把握のため事前調査としてアン

ケートによる基礎調査を実施し、その後60事業所について対面による聞き取り詳細調査、

50事業所については資源の水分・夾雑物等に関する分析調査、そして搬入の可能性が見

込まれた118事業所については市職員による立ち入り調査がなされる等、事前の調査に

よりに処理施設の規模に見合う良質資源収集方法について明確な計画が立てられて事

業が開始された。集められる残渣はスープのような液体のものは含まれないが、肉や食

べ残し等も含む広範囲なものとなっている。排出元へは専用のコンテナが貸し出され、

ほぼ毎日パッカー車で収集されるため、特に冷蔵保存はなされない。パッカー車にて巻

き込まれにくい残渣の場合は一部ビニール袋に入れられたまま収集される。これらのビ

ニール袋は飼料製造工程で除去される。資源の分別については留意事項を詳細に示した

マニュアルを業種別に作成・提示して分別の徹底を依頼する一方、現実的な対応策とし

ては前述のような一定割合のやむを得ない夾雑物については容認することとし、その排

除は処理施設が実施することとした。このことについて夾雑物の許容基準が示されてい

ないことがこのような事業推進上の障壁になっているとの指摘があった。 

リサイクルを促進するインセンティブとして通常の処理料金は78円/20Lであるのに

対して分別された資源は66円/20Lと設定されている。 

②飼料化処理 

収集された残渣は専用のホッパーに投入され、その後の工程でブリッジを起こすこと

がないようホッパー内のミキサーでこねられる。そして予備加熱タンクに移され、そこ

で残渣６ｔ（原物）に対して2.5ｔの廃食用油と混合し約60度くらいに加温される。こ

れらの混合物は油温減圧脱水乾燥装置に入れられ徐々に減圧しながら加温して乾燥さ

れる。乾燥された物は油を圧搾して分離し、油は再び残渣の乾燥工程に利用される。乾

燥製品は粉砕され、プラスチック等異物を除去して、冷却後製品ホッパに投入されて、

フレコンバッグに詰められる。蒸発した水分はコンデンサにて冷却凝縮し排水処理され

る。また、発生する高密度の臭気は焼却炉にて燃やすことで脱臭する。また、施設内の

臭気については酸とアルカリで処理することで脱臭している。廃棄物処理施設において

は65ｔの排水処理施設が基準となっている。この施設から発生する排水は通常の汚水よ

りはるかに清浄であるが、この基準が、規模拡大の障壁の一つとなっているとのことで
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あった。 

 

表１ 飼料化リサイクルセンターにおける処理実績（平成16年１～12月） 

排出者の業種 排出事業所数 食品残渣処理量（ｔ） 割合(%) 

食品製造業 55 5,996 58 

デパート・スーパー 106 4,576 44 

食品小売店 21 1,037 10 

病院 39 965 9 

飲食店 20 347 3 

学校 24 334 3 

ホテル・旅館 11 231 2 

その他 8 530 5 

合計 284 14,016 100 
 

１バッチは１時間で終了し、１日８バッチ処理している。媒体油については酸化度13

で交換するようにしており、廃棄になった油は脱臭焼却炉の燃料として使用される。あ

らたに導入する油は一ヶ月に５ｔ程度である。 

 

３）油温減圧脱水乾燥 

本事業で採用されている油温減圧脱水乾燥プラントは1989年に大阪府の研究機関と

（株）プロレックスによって開発されたものである。本法は天ぷらや唐揚げの調理と同

じ原理を応用したものである。すなわち、油（熱媒体、いわゆる揚げ油）の中に調理前

の原料である食品残渣を投入し、油を加熱することによって加熱と同時に脱水を行うシ

ステムである。真空二重釜内で真空ポンプによる減圧処理を行うため、従来の乾燥法と

は異なり、比較的低温で、油が食品残渣に浸透し、むらなく効率よく加熱できる。減圧

のため、熱媒体としての油の劣化も抑制でき、また低コスト化のため、油は２号油と呼

ばれるリサイクル品を用い、複数回使用後は燃料として利用できる。 

他法と比べての、飼料としての特性は焦げつきによる栄養分の変成が少ないことであ

る。つまり、通常の加熱乾燥法では、ご飯類などのでんぷん質や魚の大きなアラなどは、

固まってしまったり、表面が焦げ、中が乾燥しないということが起きやすいが、油温脱

水法では油を浸透させながら水分を蒸発させるので、この欠点を解決できる。ただし当

然のことながら、時間短縮のために処理温度を上げれば焦げが発生し、逆に蛋白質の消

化率が低下する。  

処理直後の製品は油の含有量が多いが、水分合量が少ないため、加圧式の機械によっ

て容易に搾油（脱脂）でき、粗脂肪分の調整が可能となる。脱脂後は簡単に粉砕できる

ので、撹拌によって均一になり、通常の飼料に簡単に配合できる状態になる。できた製

品は、悪臭やべとつき、焦げのない、淡い茶褐色の粉状のもので、水分が数％となるの

で、配合飼料原料として使うことが可能となる。本プラントの油温減圧脱水乾燥処理法

による製品の化学組成のばらつきは比較的小さい。個々の事業所の残渣の成分変動が大

きくても、それらが数多くの事業所から収集され大量に混合されることで、化学組成は
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一定値に収斂している。また、養分の消化率、栄養価、安全性に関わる事項についても

一連の評価がなされ、それらの情報が農業資材審議会で審議された結果、農林水産省か

ら正式に飼料として認可され、配合飼料原料として利用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ リサイクルセンターの外観     写真２ 資源が投入されるホッパー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 油温減圧脱水乾燥がなされる   写真４ 取り除かれたビニール袋等の異物 

クッカー 
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14．Ｓフレンド・・・公立試験場の研究成果を民間が事業化した事例 

１）埼玉県畜産研究所における技術開発 

埼玉県農林総合研究センターでは平成13～14年の２年間、「食品等循環資源の農業利

用技術開発事業」を傘下の農業関係試験研究機関で推進し、畜産研究所では新明和工業

株式会社との共同研究として、養豚用飼料としての利用を目的として食品廃棄物からの

発酵飼料調製と給与技術開発の試験が実施された。新明和工業の機器（撹拌装置、加熱

発酵装置、熟成箱、乾燥装置のシステム）を畜産研究所内に設置し、１バッチ265㎏の

処理（加熱乾燥約２時間→乾燥50分）で飼料が調製され、豚での肥育試験を実施した。 

①平成13年度の試験成果 

パン屑（30.1％）、トウフ粕（5.9％）、米飯類（4.9％）、野菜屑（1.0％）、魚あら（3.4％）、

ふすま（34.9％）、小麦屑（8.5％）、戻し発酵飼料（11.3％）により調製した飼料の化

学成分は粗蛋白質17.3％、粗脂肪3.5％、可溶無窒素物72.4％、粗繊維2.9％、食塩0.86％

であり、大腸菌は検出されなかった。この飼料を肥育豚に給与した結果表１のように市

販飼料と食品残渣発酵飼料の間に差が認められなかった。また、発酵飼料を給与した豚

肉は薄いピンクを示し、白色度の高い脂肪が得られ、腎周囲脂肪の不飽和脂肪酸割合は

市販配合飼料給与のものより高かったが、融点の数値から判断して軟脂というものでは

なく、ドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）とエイコサペンタエン酸（ＥＰＡ）の含量は有意

に高い値を示した。食味テストでは香り、食感、味について両飼料間に差はなかった。 

 

表１ 発酵飼料と市販配合飼料の肥育成績 

 頭数 開始体重㎏ 終了時体重㎏ 平均日増体量㎏ 飼料要求率 

発酵飼料 6 58.5 109.0 0.90 3.29 

市販配合飼料 6 59.5 111.7 0.93 3.33 

 

②平成14年度の試験結果 

残飯（24.0％）、トウフ粕（16.0％）、鰹節だし粕（4.0％）、煎餅残渣（24.0％）、フ

スマ（24.0％）、戻し発酵飼料（8.0％）を混合素材とする発酵飼料を調製し、これを市

販配合飼料に30％、50％混合して肥育豚に給与する試験を行った。肥育成績において配

合飼料100％給与区と発酵飼料混合区の間で差が認められず、養豚農家で発酵飼料を市

販配合飼料に混ぜて利用できることを確証した。 

③試験結果の総括 

ア 生産コストは26円/㎏を必要とするが、乾燥に要する灯油代の占める割合が高い、

しかし、熟成後の乾燥を行わず、密封貯蔵することにより２週間以上の保存が可能

であり、製造コストも引き下げられる。 

イ 80℃の加熱では成分の変性が少なく、同時に大腸菌等細菌が含まれない製品が調

製できる。 

ウ 食品廃棄物の飼料利用システムの構築には排出業者、処理業者、畜産農家の連携

と行政等のコーディネートが必要である。また、排出業者の分別への意識改革も必

要である。さらに、畜産農家の使用への理解と、消費者の理解も必要である。 
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２）木下フレンドへの技術移転 

上記の成果を基に、所沢市の協力を得て、市内の廃棄物処理業者、株式会社木下フレ

ンドが事業化を進めている。食品残渣のリサイクルの専門会社として株式会社ＪＲＳを

設立し、平成15年12月にＪＲＳ食品循環資源リサイクル工場が竣工した。上述の試験装

置を移転し、実証試験を行った。 

①第１回給与実証 

うどん、スポンジケーキ、パン、ごはん、魚粉、おから、米粉、フスマ、うどん粉、

戻し発酵飼料を配合してリサイクル飼料を調製した。配合割合の変動は大きいが、成分

値として粗蛋白質が17.7～20.3％、粗脂肪が4.3～5.3％の幅であった。このリサイクル

飼料を市販配合飼料に約30％混合して、所沢市内のK養豚場にて体重約60㎏から出荷ま

で肥育試験を行った。枝肉の形、大きさ、歩留まりは良好であったが、問屋からは軟脂

との評価を受けた。リサイクル飼料中の脂質含量は５％前後であり、配合飼料に３割混

合しているだけであることから軟脂になった理由は判然としない。 

②第２回給与実証 

第一回の実証試験を受けて、パンと米飯を主たる原料とし（乾物で約65％）、フスマ

と魚粉を減量して、スポンジケーキを使用しない配合（大豆粕、パン、米飯、魚粉、お

から、フスマ、戻し発酵飼料）により飼料を調製し、市販配合飼料に28％混合して体重

35㎏の肉豚に給与し、出荷の２週間前からは市販配合飼料100％に切り替えて出荷した。

軟脂は見られず良好な枝肉品質で問屋からは高い評価をうけた。 

③今後の展開 

上記の結果から、リサイクル飼料化技術は実用化できるものとして、１バッチの処理

能力が7.5ｔの真空乾燥機を導入して、日量37.5ｔの食品残渣の飼料化を行う予定にし

ている。すでに工場内に十分なスペースを確保してあり、廃水処理や脱臭装置も設置し

ている。一般廃棄物と産業廃棄物の処理に関わる許認可を申請中であり、９月から操業

する予定である。収集する予定の残渣はコンビニや給食の残渣が全体の６割程度で、残

り４割はカット野菜、漬け物、弁当、お菓子、製パン、ご飯の仕出し等の食品工場から

排出されるものを対象としている。 
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写真１ 食品残渣運搬用コンテナ     写真２ 撹拌装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 加熱発酵装置からの取り出し       写真４ 乾燥機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 乾燥製品            写真６ 工場の全景 
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15．アイデンティ株式会社・・自社で飼料化装置を工夫し、養豚も行う廃棄物処理業 

１）背景と経緯 

アイデンティ株式会社は山形県天童市にある廃棄物処理を中心としている会社であ

る。会社は、食品残渣の飼料化や肥料化を行うリサイエンスシステム事業部、浄化槽維

持管理、廃水処理、廃棄物処理運搬などの施設メンテナンス事業部、浄化槽や衛生設備

を担当する環境器材販売事業部、塵芥収集運搬、不燃物分別施設などを行う官公庁委託

事業部より構成されている。 

アイデンティ株式会社の本社ならびに工場（写真１）は天童市が見渡せる丘陵地帯に

位置し、周りは山合いの緑豊かな大変環境の良い場所に位置している（写真２）。社屋

は会議室、事務室などが工場と一体化しており、会議室から窓越しに食品残渣処理シス

テム全体を見渡すことができる。窓を開けて見せて頂いたが、悪臭のない処理システム

を構築している自信を窺うことができた。現在、食品残渣の飼料化担当は６名ほどで、

食品残渣の収集と乾燥処理、豚への肥育などを行っている。 

食品残渣飼料化を開始した経緯は、10数年前に、天童温泉の旅館、ホテルなどから排

出し、処分を依頼された食品残渣を有効利用することから始まった。これら食品残渣は

17～18年前までは養豚農家が無料回収し、肥育に利用していたが、経営利益の問題、環

境問題、肉質問題のために養豚農家が減少し続け、ついに利用されなくなり、処理を依

頼された。アイデンティ株式会社としては処理コスト削減のため、肥料化も検討したが、

食糧自給率の問題、環境問題、現在の農業のあり方を考え、飼料化が最も良いと判断し、

産業化に踏み切った。 

 

２）食品残渣の飼料化システム  

食品残渣の飼料化装置は自社で検討し、試行錯誤を加えながら改良したシステムであ

る。自社開発の理由は大手メーカー品だとイニシャルやランニングコストが高すぎるた

め（某メーカーの処理プラントだと70～80円/㎏、自社では25～27円/㎏）とのことであ

った。将来は大規模化によるコスト削減も含めて１㎏10円台に乗せたいということであ

った。 

食品残渣の投入は収集車から直接行えるようになっている。食品の乾燥は重油による

温風撹拌システムである（写真３、４）。処理は連続式で、ベルトコンベア運搬による

省力化が進んでいた。システムは何度も試行錯誤による改良が加えられた。コスト低減

のため真空方式などは採用しなかったとのことであったが、周辺に処理時の悪臭が漂う

こともなく、比較的良好なシステムであるように思えた。 

飼料資源として使われている食品残渣は、いわゆる雑残飯で、ホテルや給食センター

から分別収集されたもので（写真５、６）、それに別に収集された豆腐粕と野菜屑を飼

料原料としている。現物で合計１日６～７ｔを処理し、その15％程度の重量の飼料が生

産される（写真７）。システムを１日８時間稼働させれば、１日２ｔの製造も可能であ

るという。 

できあがった製品は一見したところ、ほぼ風乾飼料状態で、色調はやや茶色ぽいが、

焦げも発生しておらず、製品の匂いも悪くなく、処理法としては問題のないようであっ
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た。豚における嗜好性も良好とのことであった。 

 

３）飼料の利用 

食品残渣乾燥飼料は、当初、牛への現地給与試験を経て、肉牛用の飼料として有効で

あることから、牛用飼料として販売していた。製造された飼料はすべて捌ける状態であ

ったという。うまくいっていたものの、BSE発生により牛への食品残渣への使用が禁止

され、販売網が途絶えてしまった。 

そこで牛から豚へ方向転換し、肥育豚農家１軒と契約し、飼料を供給し、作られた豚

を受け取るという物々交換（飼料1.5tに対し豚１頭）の物流システムが築かれた。さら

に食品残渣を排出する食堂などで、その豚肉を使ってもらうという小さな循環系が実現

した。 

その後、農家が高齢化でやめてしまったために、自社で豚を飼うようになったという。

現在、肥育豚を160頭ほど飼育し、月24～25頭づつ出荷している。２カ月齢程度の子豚

を導入し、肥育期間を延長し、生体重140㎏～150㎏で出荷している（写真８）。バラツ

キが見られる点が欠点であるが、肉の味は概ね好評という。 

現在、出荷された豚10頭程度は市場流通させているが、残飯を使い、しかも軟脂とい

うことで半額程度の価格でしか取引されていない。残りは買い戻し、系列のレストラン

でシャブシャブ肉として使用しているが、肉の評価は概ね上々であるという。現在のと

ころ、利益の出るシステムになっていないが、循環型社会の構築のためにも是非成功さ

せたいとのことであった。 

 

４）食品残渣利用に関わる課題 

アイデンティ株式会社は食品残渣やそれにより生産された豚肉の物流や許認可のた

め、農家、飼料メーカー、食肉流通、行政の各方面に働きかけたが、種々の問題に直面

することとなった。 

まず、養豚農家に働きかけても、給与飼料が配合飼料でマニュアル化されており、途

中変更される余地がなかった。飼料メーカーでは製品の斉一性、イメージなどの面で、

食品残渣由来飼料は配合飼料原料として使用してもらえなかった。食肉を流通させよう

としても、自社生産した豚でさえ、自由にその食肉（枝肉）を得ることができず、認可

が必要で、精肉では価格が上昇しすぎていた。軟脂で買いたたかれること、生ゴミ給与

のイメージは良くない印象を与えることも問題であった。また、飼料～食肉まで各種の

製造販売や許認可を得ようとしても、プラントは旧通産省、食肉衛生は厚生省、飼料は

農林水産省など、多くの役所をクリアせねばならず、むずかしいものがあった。 

社長によれば、農業生産を本格化するつもりはないが、食品残渣由来の飼料を畜産農

家や飼料メーカーへ供給することによって地産地消と農業活性化にも貢献したいとい

う。現在のわが国養豚が抱える利益、環境、後継者といった問題点も認識されており、

わが国の食糧生産や地域の振興にとって農業は重要であり、こういった問題を解決しな

ければならないと力説されていた。飼料費が豚の生産費コストの６割を占めることから、

食品残渣に由来する飼料の有効利用が農家のコスト削減のため役立つはずで、現在焼却

処分されたり、肥料化されているのは問題であると指摘されていた。 
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５）おわりに 

現在は経営に苦労されているようであるが、処理システム自体は自治体から関心が寄

せられ、食品事業所でもそういった資源で生産された豚肉を使うという返事をとりつつ

あるということで、希望を持っておられた。社長には食品残渣の飼料化を実現するとい

う強い意欲と行動力が感じられたし、息子さんも現場で働く姿を見かけることもでき、

またこちらのアドバイスを現場にすぐ伝えていただいた。おそらく、官や学の研究者や

養豚農家が加わり、それらをコーディネイトする人がいて、うまく連携してゆけば成功

例の１つになるという印象を持つことができる事例である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本社建物（裏手が工場）         写真２ 会議室からの風景 

                                （堆肥舎と豚舎など、天童市内が見渡せる） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

写真３ 会議室から見渡せる食品残渣乾燥    写真４ 食品残渣乾燥処理システム 

処理システム（左半分）                     (右半分)右上のベルトコンベア上を 

（上：投入槽、下：乾燥機）               乾燥製品が(流れている。左:収集車) 
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写真５ 収集され、槽内に投入された豆腐粕      写真６ 投入槽内の食品残渣 

   （水分が比較的少なく、香りも良く、       （様々な食品が交じっていた） 

    新鮮なものであった） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ 食品残渣から乾燥されて            写真８ 豚舎と肥育豚 

製造された飼料 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 食品残渣の飼料化手法と留意点 
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Ⅵ 食品残渣の飼料化手法と留意点 

 

１．乾燥、半乾燥飼料の調整手法 

食品残渣の多くは、輸送コストや現在の給餌システムに合わない、腐敗しやすいとい

った欠点がある。そこで、乾燥処理を行うと、保存性や安全性が高まり、運搬しやすく、

配合したり，給与しやすくなったりといった利用性が向上する。また乾燥処理は通常加

熱を伴うので、殺菌効果もあり，消化性や嗜好性を高めることもある。乾燥、半乾燥処

理には次に示すようないくつかの方法がある。 

 

１）乾熱乾燥 

乾熱乾燥は熱風によって食品残渣を乾燥するもっともポピュラーな方法である。通常、

乾燥ムラを防ぐために、破砕後、撹拌しながら、乾燥を行う。乾熱乾燥のシステムでは、

いかに焦げを少なく、原料の塊ができる状態、つまり餅化現象を防いで、いかに均一に

乾燥するかがポイントである。一般的に、水分の多い状態の食品残渣のみを乾燥するこ

とは難しく、水分含量の少ない食品残渣や既に乾燥した乾燥物等を水分調整剤を併用し

たり、少量づつ加えながら徐々に乾燥させる方法がとられる場合が多い。 

乾燥装置には比較的簡単なものから大きなシステムまで数多くのものが存在する（写

真１）。乾燥装置には、熱源や投入方式、処理システムによる違いなどで分類される。

各方式にはそれぞれ一長一短があるので、容量、用途によって処理装置を選択すればよ

い。 

専用装置として市販されているものには、熱風を下から上昇気流によって吹き上げ、

乾燥し、軽くなったものを上部で回収する方式や、熱風と食品残渣をシャフトによって

撹拌回転させる方法など様々な工夫がこらされたものが存在する。また、システムの工

夫として処理後の熱風は、脱臭炉などで脱臭されることが望ましい。さらに、熱交換機

で処理すれば、ランニングコストの低減に繋げることができる。 

焦げや餅化現象がなく、うまく乾燥されれば、良好な飼料となり，配合飼料の原料と

して用いることもできる。逆に乾燥ムラが起きて塊ができると、内部の加熱不充分によ

る殺菌の問題や、その後の腐敗やカビの発生による保存性の問題などが生じる恐れがあ

る。焦げは、主にデンプンや蛋白質の熱変性によるものであり、消化性が低下し、栄養

価に問題が生じる。他にも、加熱乾燥、特に送風乾燥で気を付けなければならないのは

脂質の酸化である。後で示すように酸化した脂質の豚や鶏への給与は生体や生産物に悪

影響を与えるおそれがある。 

 

２）減圧乾燥法 

本法は減圧することによって低温で水分の蒸発を促し、乾燥する方式である。なかで

も真空乾燥法は医薬、食品産業でも広く用いられている良質な乾燥製品を作る方法であ

る。上述の乾熱乾燥方式にくらべて、生産される飼料は低温で乾燥できるため、通常、

焦げや乾燥ムラ、脂質酸化の少ない良好なものとなる。また、排ガスが少なく、熱効率
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も良い。 

一方、真空乾燥法の欠点は装置価格が高いこと、大規模処理に向かないことである。

そのため飼料化に用いられる装置は通常小型であり、個々の店舗への設置などに適して

いる。 

 

３）ボイル乾燥法 

本項で紹介するボイル乾燥法はオカドラ社によって開発された縦型蒸気間接加熱乾

燥方式である。これは、従来の横型の乾燥機を縦型にすることによって、乾燥能力の向

上と設置面積の縮小を実現したシステムである。蒸発能力が向上しているので、迅速な

昇温と煮沸現象が起こり、いわば、ボイルしながら乾燥できる状態で処理できる。 

ボイル乾燥では、高水分率の食品残渣も水分調整剤なしに直接乾燥できるという。飼

料化システムでは通常脱脂システムも組み合わされる。また、廃蒸気は脱臭炉によって

処理される。サイクロンドライヤーは脱水装置や濃縮装置、乾燥装置を兼ねることにな

るので、全行程で１時間程度で処理でき、効率がよく、ランニングコストも安価のよう

である。 

 

４）発酵乾燥法 

発酵乾燥法は微生物の発酵熱を利用した乾燥処理法である。使用される微生物は好気

性、嫌気性あるいは高温菌、中温菌など様々である。発酵処理条件としては、水分、pH、

温度、酸素、原料の組成などが重要となり、その至適条件は微生物によって異なる。 

処理時間の短縮と有害微生物の増殖を防ぐため、飼料化には一般的には高温発酵乾燥

方式が用いられる。一般的な堆肥化微生物によって分解された食品残渣は飼料用には適

さない。プロバイオシステムでは、発酵槽内の加温と水分調整剤を併用して、スタート

から約４～５時間で水分15％以下のものができるという。 

発酵処理装置としては、一日数百㎏～100tの処理を行う大型プラントから、数十㎏～

10tの業務用装置、家庭用処理装置も発酵乾燥システムになる。発酵乾燥では処理時に

ガスが排出されるので、大型のものでは脱臭装置を付設する。 

できた製品は、発酵菌の種類や発酵時間などによって変化するものと思われるので、

飼料として使用できるかどうかも含めて、充分な検討が必要であろう。また、完全に乾

燥されなくてもサイレージのように良好な乳酸発酵が進んでいるものは，一般的に飼料

としての保存性や、家畜に対する嗜好性も良い可能性が高い。 

 

５）油温脱水法 

 食品残渣の油温脱水法は1989年に大阪府と（株）プロレックスによって開発されたもの

である。油温脱水法は、唐揚げのように、食品残渣を高温の油によって脱水乾燥、殺菌、

脱脂し、低コストで良質の飼料を作るためのシステムである。真空二重釜内の油の中で真

空ポンプによる減圧処理を行うため、従来の乾燥法とは異なり、比較的低温で、油が食品

残渣に浸透し、むらなく効率よく加熱できる。減圧のため、熱媒体としての油の劣化も抑

制でき、また低コスト化のため、油はリサイクル品を複数回使用でき、後は燃料として利

用できる。容器は密閉式で、調理時に問題となる悪臭が発生せず、蒸発水分は減圧ポンプ
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を通して回収される。処理直後の製品は油が多いが、水分が少ないため、加圧式の機械に

よって容易に搾油（脱脂）できる。脱脂後は簡単に粉砕できるので、撹拌によって均一に

なり、通常の飼料に簡単に配合できる状態になる。 

 油温脱水処理法による製品（フライドミールと命名。農林水産省認可）は良好で、豚に

おける嗜好性もよく、消化率も粗蛋白質、粗脂肪、ＮＦＥが90％以上と高い値を示す。通

常の加熱乾燥法では、ご飯類などのでんぷん質や魚の大きなアラなどは、表面が固まって

焦げ、中が乾燥しないという乾燥ムラが起きやすいが、油温脱水法では油を浸透させなが

ら水分を蒸発させるので、この欠点を解決できる。ただし時間短縮のために処理温度を上

げる等によって、焦げが発生すると、逆に消化率が低下することになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 温風式乾燥装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 油温脱水システム（札幌市） 
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２．リキッド飼料の調製 

１）リキッドフィーディングの特徴 

飼料と水を混合し、液状にしたものをパイプラインで豚に給与するのがリキッドフィ

ーディングである。(1)空気中の粉塵減少に伴う、豚の環境や衛生状態の向上、(2)気温

が高い時、または離乳豚等問題個体群における摂取量増加、(3)豚の生産能力および飼

料要求率の向上、(4)原料の取り扱いやすさの向上と、計量給餌の正確性の向上、(5)飼

料原料の内因性酵素や外因性酵素の飼料添加によるリン等ミネラルの利用性の向上、等

が長所として挙げられるが、なかでも、水分の多い食品残渣を乾燥せずに利用できるこ

とから、コストの削減に有効であることが特に重要である。 

食品リサイクル法の施行、配合飼料の価格高騰、豚価の低迷等を背景として、食品残

渣を多用したリキッドフィーディングを手がける農家が増えている。煮沸して粥状にし

た食品残渣を簡易なパイプラインにて飼槽に搬送する小規模経営もある一方、ヨーロッ

パで開発されたコンピュータ制御によるシステムを導入して、衛生管理されている残渣

を非加熱で利用する大規模経営も増えつつある。非加熱の場合、有機酸の添加や乳酸発

酵により保存性を高める。飼料の調製段階でサルモネラや大腸菌をコントロールでき、

適正な発酵調製がなされると、プロバイオティック効果が期待でき、消化管内の微生物

相が改善されることも示されている。 

 

２）調製法 

発酵リキッド飼料の利用法としては、すでにｐHの低い製造副産物を多用する混合方

式と、穀類を自然発酵させて利用するコンティニュアス方式、そして原料を殺菌後、微

生物資材を用いて発酵調製を行うバッチ方式の３つに大きく分けられる。 

①混合方式 

液状副産物を利用したシステムについてはオランダが最も先進的に取り組んでいる。

オランダでは50％の豚がリキッド飼料を利用している。小麦でんぷん粕（小麦からデン

プンやグルテンを生産する際に発生する液体の副産物）、蒸煮バレイショ皮（ジャガイ

モを蒸して取り除いた皮を液状にしたもの）やホエイ等の食品製造副産物を養豚家が入

手し、その他の残渣や濃厚飼料を豚の要求量に合わせて混合し豚に給与する。オランダ

では年間の合計で500万ｔほどの副産物が利用されている。 

国内でも加熱処理を必要としない食品残渣を活用したリキッドフィーディングを採

用している農家がかある。固形物としてはパン屑を中心にせんべい屑、ゆで卵、ドーナ

ッツ等が加わり、それらを牛乳等の液状の残渣に混合する形で飼料を調製する。用いら

れる牛乳は蟻酸の添加によりｐHが予め下げてある。給与直前に配合飼料と混合してパ

イプラインにて豚房の飼槽に搬送される。 

②コンティニュアス方式 

デンマークでは６割の豚がリキッドフィーディングにより飼養されている。このうち

発酵リキッドフィーディングを採用している農家数は現在50軒程度にすぎないがその

数は徐々に増えている。このシステムはコンティニュアス方式と呼びうるもので、穀類

１に対し水を2.5～2.75加えて自然発酵させ、その一部を飼料として豚に給与し、新た
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な穀類と水を追加して再び発酵させることを繰り返し行うものである。 

国内のリキッドフィーディングによる養豚家でもこれに近いシステムを採用してい

るところもある。80ｔほどの大型タンクに牛乳を中心に液体の残渣であるシロップ、ヨ

ーグルト、ホエイ、ポタージュスープ等を保存しているが、このタンクについては空に

することはなく、飼料として利用された分をつぎ足して、タンク内で自然な発酵が進む

ことで保存性が高められている。そしてこの液体飼料とパン屑、ピザ、麺、納豆等を混

合し、さらに配合飼料を給与直前に混合してブタに給与している。 

離乳直後のブタの場合、室温が高いため飼槽内での品質の劣化の度合いが大きく、ま

た摂取量が少ないため、パイプラインに滞っている割合が多くなり、パイプラインの中

での過度の発酵も問題となる。デンマークでは、調製した発酵リキッド飼料の50％以上

がパイプラインに残るような場合は発酵リキッドの給与は行わないようにと指導して

いる。すなわち、離乳直後２週間程度は摂取量が少なく、多くの飼料がパイプラインに

溜まってしまいがちなので発酵調製は行わず、有機酸の添加によりｐHを下げて給与し

ている。 

③バッチ方式 

プロバイオティックス効果を確実に得るため、バッチ式にてスターターカルチャーを

用いた発酵調製法について研究が進められている。このような場合、発酵調製を行う前

に飼料の殺菌が必要であるが、穀類を飼料する場合、そのコストと手間のため実施が困

難である。一方食品残渣を飼料として利用する場合、安全性のため加熱処理が不可欠な

ものが多い。廃棄物として排出されるものについて処理する側は手続きを踏めば処理料

を受け取ることができ、それを飼料として販売するならばそのマージンは大きく、加熱

処理の費用は十分に捻出することができる。そのため、加熱処理後にバッチ式の発酵調

製処理をすることが可能となるので、プロバイトティックス効果を持つ微生物を添加す

ることでその効果を十分に発揮させることが期待される。 

国内にもリキッド飼料を製造している業者がある。食品加工会社、スーパー、ホテル、

社員食堂等から一般廃棄物ならびに産業廃棄物（調理屑、野菜、果物、ケーキ、パン、

麺類、米飯、粉、魚、小豆、菓子屑、チーズ、肉加工品等）を収集し、分別、粉砕、加

熱殺菌して、タンクローリーで養豚家に搬送している。受け取った養豚家は簡易なパイ

プラインにてその飼料を豚に給与している。 

そのような業者から加熱直後のリキッド飼料を入手し、プロバイオティクス効果のあ

る微生物スターターで発酵調製し、その発酵リキッド飼料により豚の肥育試験を行った

ところ、その増体や枝肉は配合飼料を給与したものと遜色がなかった。また、腸内の大

腸菌が減る一方、乳酸菌が増加し、腸内細菌相の改善が認められた。 

④リキッド飼料の成分 

乾物あたりの化学成分については日本飼養標準・豚（1998年版）等で推奨されている

ような成分になるよう配合設計すれば良いが、通常の飼料と異なるのは水分含量である。

水分含量が高すぎると乾物摂取量が抑えられるが、逆に水分含量を低くしすぎるとハン

ドリングが困難になる。特に日本特有の食品については、米飯、麺類、大豆製品等、粘

性が高いものが多い。そのため、パイプラインで無理なく搬送できる範囲でできる限り

水分を低くすることが求められる。ヨーロッパでは水分含量は70～80％で給与しており、



 

子豚に対しては水分を低くする。国内では給水せずに、全ての水分をリキッド飼料から

摂取するシステムを採用している農家もある。その場合、特に暑熱期には水分含量を増

やす工夫も必要となる。また、ｐＨの調整も重要である。肉豚についてはｐＨ4を下回

るようなリキッド飼料でもそれほど問題はないが、子豚特に離乳豚についてはｐＨ4.5

以上で給与すべきとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 子豚へのリキッド飼料の給与

（オランダ） 
写真３

写真２ 地下にタンク２本を横に置い

て作った自家製のベースミック

スのミキサー（オランダ）。 

写真１
 左奥がコンクリートサイロ、中

央部はベースミックスと配合飼料

等を混合して搬送する部分、右は

ベースミックスを作るミキサー
 オランダの養豚家におけるリキ

ッド飼料の利用 豚舎裏にリキッ

ド飼料のサイロが数多くある。規

模を徐々に拡大した結果様々なサ

イロが林立。 
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写真８写真７ 国内でリキッドフィーディン

グを採用している養豚家 ｐＨ

調整された牛乳とパン屑の混合 

写真６写真５ デンマークの養豚家 飼料

原料を発酵させるタンク 

写真９ 多様な食品残渣を分別収集、加

熱処理してリキッド飼料を製造・

販売する国内の業者 

写真 1
 右側面が長い飼槽、奥のひさし

状のものはヒーター（デンマー

ク） 
 リキッドフィーディングシス

テムによる肥育（国内） 

0 写真左の業者で製造されたリ
キッド飼料のパイプラインによ

る給与状況 
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３．飼料の衛生管理 

１）食品残渣乾燥飼料製造時における危害 

食品残渣の収集から飼料の製造そして家畜への給与の段階では表１の危害が存在あ

るいは発生すると考えねばならない。 

 

表１ 食品残渣乾燥飼料製造時の危害 

工程 危害の原因物質 危害の発生要因 防止措置 

食品残渣受け入れ   微生物汚染 

   異物混入 

 温度･時間管理の不良 

 分別不徹底 

  貯蔵温度管理 

  ﾏﾆｭｱﾙ遵守 

異種残渣の混合    微生物の増殖 

   異物混入 

 製品管理不徹底 

 分別不徹底 

  製品の見分け 

  徹底 

加熱乾燥    微生物の生存  加熱時間･温度不足   ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ遵守 

  器機の保守･点検 

冷却･保存 

 

 

給与 

   微生物増殖 

 

 

   微生物増殖 

 長期間保存 

 加湿 

 

 飼槽の洗浄･清掃 

 不徹底 

  物流促進 

 

 

  飼槽清掃 

     (細谷克也監修、こうすればHACCPが出来る、日科技連、1955を一部改変) 

 

２）食品残渣の排出後飼料製造までの管理 

生鮮な食品残渣は排出後、微生物汚染にさらされる。そのために、排出後すみやかに

加工処理（乾燥あるいは乳酸リキッド化）をすることが原則となる。しかし、必ずしも

それが出来ない場合には冷蔵保存を排出側あるいは飼料製造側で実施することが望ま

しく、それを実施している事例もある。 

表２には排出後のトウフ粕をそのままの状態で空気に晒しておいた場合と、密封した

場合の微生物相の変化を示す。酸素に触れる好気的な条件下では排出４時間後には好気

性細菌が１時間後の1000倍にも増加し、熱を持ち、腐敗が進行する。しかし、空気を遮

断して嫌気的な条件で保存すると腐敗を促進する好気性菌が減少し、逆に乳酸菌が増加

して、生成した乳酸によってpHが低下し、保存性が増す。冷蔵あるいは密封冷暗貯蔵が

推奨される。 
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表２ 排出後のトウフ粕の微生物相（数）の変化 

区分 好気性細菌 酵母 乳酸菌 pH 

工場 １時間後 

    ４時間後 

密封 ２日後 

    ４日後 

    ６日後 

6×10万 

1.9×1億 

1.5×10万 

8.4×1万 

5×1000 

5×100 

7×1000 

1000以下 

1000以下 

測定不能 

測定不能 

3.5×1000万 

1.5×1000万 

6.7 

5.7 

4.0 

4.1 

4.0 

        (新潟県畜産研究ｾﾝﾀｰ、今井、1994) 

 

３）加熱による殺菌、滅菌 

食品残渣の加熱殺菌処理に関しては以下の指導、基準がある。 

①｢豚コレラ防疫対策｣における指導：豚コレラ防疫対策要綱では、食品残渣を家畜に給

与する場合には、食品残渣に含まれる畜産物を介して家畜の伝染性疾病が蔓延するの

を防止するために、｢厨芥残渣等を給与している養豚経営に対し、給与前に加熱処理

(70℃、30分以上又は80℃3分以上)を行うよう指導する｣としている。 

②OIE(国際獣医局)の加熱基準：OIEは調理残渣あるいは残飯に関して以下の加熱基準を

各国に提示している。｢継続的に攪拌しながら、少なくとも60分間、少なくとも90℃

の温度で維持されること。あるいは3気圧で少なくとも10分間、少なくとも121℃の温

度で維持されること」 

 

４）食品における主な殺菌法と細菌の死滅温度（日本食品保全研究会、HACCPの基礎と実際、

中央法規、1997から引用) 

 ①63℃･30分：低温殺菌、一般病原菌の殺菌 

  ②80℃･15分：細菌の芽胞以外の微生物の殺菌 

  ③60℃･15分：胞子を含めた一般のカビ・酵母の殺菌（生き残るものもある） 

  ④60℃･20分：一般のウイルスの不活性化 

  ⑤121℃･15～20分：全ての微生物の殺菌（生き残るものもある） 

  ⑥63℃･30分を毎日１回、３日間連続殺菌、全ての微生物の殺菌 
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表３ 主な細菌の死滅温度・時間の条件 

菌       種 温度(℃) 時間(分) 

    無芽胞桿菌 
      Psedomonas fragi 
      Salmonella Typhi（腸チフス菌） 
      Escherichia coli（大腸菌） 
   球菌 
      Staphylococcus aureus（黄色ブドウ球菌） 
      Streptococcus thermophilus 
 
      Lactobacillus burgaricus 
   芽胞形成細菌(芽胞) 
      Bacillus anthracis（炭疽菌） 
      Bacillus cereus（セレウス菌） 
      Bacillus subtilis（枯草菌） 
           普通のもの 
           特に強いもの 
      Clostridium botulinum（ボツリヌス菌） 
      Clostridium perfringens（ウエルシュ菌） 
      Crostridium sporogenes（食品腐敗菌） 
 
 
   土壌由来 
      土壌由来Bacillus 

 
60 
60 
60 
 
60 
60 
73 
71 
 
100 
100 
 
100 
80 
100 
100 
100 
115 
121 
 
121 

 
1.1 
4.3 
10.0 
 

18.8 
30.0 
15.0 
30.0 
 

5.0～10.0 
6.0 
 

6.0～17.0 
74.0～75.0時間 

300 
10 

10.0時間 
80 
15.0 
 
6.0 

(日本食品保全研究会編集、HACCPの基礎と実際、中央法規、1997) 

 

５）品質管理 

製造した飼料については定期的に以下の項目についての分析(依頼分析等)を行い、同

時にその製品について原材料、原材料の運搬・保管方法・保管時間、製造方法、製造量

等を記録として残しておき、トレーサビリテイに対応出来るようにしておくことが望ま

しい。 

 ①一般成分含量（水分、粗蛋白質、粗脂肪、炭水化物、カルシウム、リン等） 

  ②重金属（カヂミウム、鉛、クロム、ヒ素等） 

  ③カビ毒（アフラトキシン、オクラトキシン） 

  ④病原微生物（サルモネラ、腸管出血性大腸菌Ｏ－157等） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ 食品残渣を給与して生産された差別化 
豚肉製品の事例 
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Ⅶ 食品残渣を給与して生産された差別化豚肉製品の事例 

 

１．はまぽーく(横浜市：平成15年12月現在) 

Ⅳ－６に紹介したように横浜市では食品残渣乾燥飼料を用いて生産した豚を｢はまぽー

く｣というブランドで出荷している。 

 

１）はまぽーくの定義 

 食品リサイクル（学校給食等・事業系食品等）で出来た飼料と配合飼料を混合給与

し、横浜の生産者が育てた、日本食肉格付け協会の評価を得た、肉質良好な豚肉を｢は

まぽーく｣と定義する。 

 

２）「はまぽーく」の条件（生産内規） 

①横浜農業協同組合に所属する生産者が育てた健康な豚である。  

②横浜食肉市場に出荷し、市民に供給する。 

③食品循環資源（学校給食・事業系食品）を飼料化した飼料と配合飼料を混合給与す

る。 

④豚の品種はＬＷＤを原則とするが、優良系統豚確保農場の生産豚とする。 

⑤肉質の均一化を図るため種雄豚（デュロック）の系統の統一を図る。 

⑥出荷豚の規格は、日本格付け協会より高い評価がされたものを基準とする。 

⑦出荷豚は、出荷時ごとに選抜を励行し、質向上を目指す。 

⑧生産農場では、管理獣医師の指導の下、養豚ＨＡＣＣＰ及び、将来の豚トレーサビ

ィリテイに対応するための課題に取り組む。 

 

３）「はまぽーく」取り扱いの店等 

①横浜市  10店舗(食肉店) 

②生産者直営店（２店舗） 

③川崎市 ２店舗（食肉店）  

④鎌倉市 １店舗（食肉店） 

⑤横浜市中華料理店 「陸風」（ルーフン）はまぽーくコース 
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日本農業新聞提供 
平成1６年９月４日    
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農業共済新聞提供 
平成1６年９月２９日    
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 全国農業新聞提供 
平成1６年７月１６日    
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日経流通新聞ＭＪ提供 
平成1６年８月１２日    
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２．エコファーム黒豚・・・食品残渣の飼料化と放牧による特徴ある養豚 

１）会社概要 

鹿児島県の大隅半島の廃棄物運搬と処理業を営む有限会社アメニティー、株式会社ト

ップライン、有限会社肝属環境サービスと密接な関係を有する有限会社で、平成14年に

設立された。地域循環、共生の理念のもと、自立した調和の取れた地域を目指し有畜環

境保全型農業を構築することを目標として、食品残渣を主たる飼料原料として放牧養豚

による豚の肥育を行っている。 

 

２）飼料の調製 

病院、老人福祉施設、製麺所等から収集した食品残渣を真空乾燥機内（１バッチ800

㎏）で加熱処理（80℃以上、10分以上）して、減圧して40℃まで冷却する。乳酸菌（畜

草１号）を接種して一晩発酵させる。大麦、フスマ等と混合機で混合して、プラスチッ

クの樽に詰め込み、密閉する。これをモイストフィードと呼んでいる。 

 

表１ 飼料の一般成分 

  乾物 粗蛋白質 粗脂肪 粗繊維 灰分 NFE 

  % ---------------- %DM -------------- 

残渣原料 19.5 25.6 19.5 3.6 9.2 42.1 

モイストフィード 50.8 21.5 7.5 8.3 6.1 56.7 

 

３）豚の管理 

母豚ならびに母豚候補豚は合計40頭ほど飼育されている。これらは発酵床豚舎で管理

されている。一方、肥育豚は合計３カ所の農場で150頭ほど飼育されており、これらは

杉などの人工林伐採跡地、耕作放棄畑に放牧されている。出荷頭数は月８頭程度で、通

常の肥育期間よりかなり長く、出荷体重は150㎏程である。すべての豚が個体管理され

ており、投与したワクチンの種類、治療を行った場合はその症状と投薬内容等が細かく

記録される。飼料への抗生物質の添加は行わず、薬剤の投与もできる限り控え、豚の健

康を維持できる環境づくりに努めている。 

 

４）トレーサビリティと格付け基準 

肉の旨みを引き出すため、真空パック状態で１℃前後で７日間熟成してから加工する。

また、下記のような独自の格付け基準を有しており、給与飼料、ワクチン接種、治療歴、

体重等の情報と一緒に、個体毎の情報をホームページで紹介している（http://www.ecopig. 

jp/ecofarm/index.htm）。また、治療歴の多い豚は自社ブランドとしては評価を落としたり、

直接の販売を控える等の方法をとっているそうである。 このようにして生産された豚

肉は、精肉もしくは加工肉として直販されている。 
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表２ 自社格付け基準 

評 価 内     容 

Ｓ 

(最上) 

背中の脂肪の厚さが３ｃｍ以上で、白く濁りのないもの。特にロースの中心

に白い脂肪が顕著に入り込んでいるもの。また赤身が十分な赤色を有し弾力

のあるもの。   

Ａ 

（上物） 

背中の脂肪が２センチ５ミリ以上あり、白く濁っていないこと。ロースおよ

びカタロースに適度な脂肪が入り込んでいるもの。赤身が鮮やかで弾力を確

認できるもの。   

Ｂ 

（ 並 ） 

背中の脂肪が２センチ以上あるもの。赤身に弾力があり、脂肪が白いこと。

Ｂクラスは歯ごたえがあり、昔ながらの素朴な味がすること。   

 

５）啓蒙活動 

ミュージシャンが設立した自然エネルギー、省エネルギー、環境に関するプロジェク

トに融資する非営利組織APバンクからの融資を受け、黒豚の林間放牧とそれによる森林

再生事業も開始した。農業実践研修を常時受け入れるとともに、循環型社会構築に向け

た取り組みを積極的に実施している。このような取り組みが評価されて、平成16年度消

費者志向優良企業の経済産業大臣表彰を受けている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 飼料調製の施設       写真２ 真空乾燥機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 発酵調製がなされている食品残渣  写真４ フスマ・大麦と混合したモイスト    

フィード 
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   写真５ 放牧養豚の様子     写真６ 樽詰めして保存中のモイスト 

               フィード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ 休牧中のスペース 
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３．川上さんちのブートン「犬鳴きポーク」 

 川上さんちのブートン「犬鳴ポーク」は関紀産業（川上養豚）と関紀フーズが販売して

いるブランド豚肉である。両社は家族経営の小さなもので、関紀産業は養豚部門で父の川

上幸男、関紀フーズは豚肉販売部門で息子の川上寛幸が経営者である。川上さんちのブー

トンは商標名で（写真１）、その中のＬＷ・Ｂ種の豚肉を犬鳴（地名に由来）ポークと呼ん

でいる。いずれもリサイクル飼料を活用して作られた豚肉製品であり、大阪府内のスーパ

ーやマーケット６カ所で販売され、生産者自身も日曜朝市とインターネットで直売し、飲

食店５店舗でも料理として味わうことができる。 

 犬鳴ポークの豚肉は、肉色、しまりが良く、程よくサシが入っている点にある。以前、

関紀産業の豚肉は、軟脂で肉質も良くなかったが、大阪の肉質向上研究会において技術指

導を受け、勉強することによって、品質を向上させ、ブランド化した。成功の秘訣は、リ

サイクル飼料が低価格であるという長所を活かし、通常より１ヶ月以上長く飼い、また小

麦類に由来する食品残渣を多給することによって脂肪交雑が高まったことにある。 

 飼料には、パン、茶粕、うどん生地、ちくわを乾燥し、さらに大豆蛋白、麺類、飯、牛

乳、ミネラルなどを加え、さらに酵母や、乳酸菌を添加して発酵させている（写真２）。こ

の発酵飼料製造は子豚用や肥育用の自家配合飼料の基礎となっており、独特のものである。

また、食品循環資源は乾燥と発酵を経ることによって、悪臭が少なくなり、豚の嗜好性も

良くなっているという。 

 生産現場である関紀産業は大阪の関西国際空港に近く、中核都市の中山間地帯に位置し

ている。食品コンビナートに近く、良質の食品循環資源を集めやすい環境にある。経営規

模は常時約800頭の一貫経営で、労働力は夫婦２人に従業員２～３人が基本である。生産段

階の特徴としては、畜舎などの養豚施設以外に、メタン発酵施設や食品循環資源利用関連

施設・機械を装備していることにある。 

 リサイクル飼料としては食品工場や給食センターなどから排出された種々のものを利用

しているが、これらすべてのものを飼料として使うのではなく、傷んだり肉質を低下させ

るものはメタン発酵に回し、エネルギー源として活用している（写真３）。食品残渣は糞に

比べると発酵効率が良く、発生したメタンガスは飼料の乾燥、発酵施設自体の保温、豚房

の暖房源になっている。なお、このメタン発酵は大阪府が開発したもので、わが国でもっ

とも古い現役の装置でもある。 

 このように、食品残渣を良質な物は飼料に、良くない物はメタン発酵にし、そのガスを

乾燥に利用するというシステム、さらに、リサイクル飼料のメリットを活かして高品質な

豚肉を生産しているという方法は産官連携でなしとげたものであり、注目すべき事例でも

ある。 
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写真１ 川上さんちのブートン（犬鳴ポーク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 飼料原料（左上：ちくわ、右上：団子、右下：ウーロン茶粕）と乾燥製品（左下） 
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写真３ 飼料乾燥器（上）、飼料発酵器（右下）とメタン発酵システム（左下） 
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４．蔵尾ポーク 

 蔵尾ポークはデパート、有名食肉店、自販店（写真１）で売られている。生産の秘密は、

飼料としてパン、菓子類を飼料として大量に用い、衛生的な環境で飼われている点にある。 

 蔵尾ポークは脂肪交雑（サシ）が程良く入り、きわめて味の良いものに仕上がっている

（写真２）。肉質の特徴は、サシが入るために、肉色は適度な淡さで、保水性にも優れ、柔

らかく、特に脂肪の風味がよい。蔵尾ポークとブランドされ、その肉は流通業界でも評価

が高く、枝肉でも相場より概ね１割高い価格で取り引きされている。店頭でも蔵尾ポーク

として販売され、雑誌などでも取り上げられ、ＴＶグルメ番組の取材申し込みも来ている

ほどである。 

 大阪市内の有名百貨店の店頭でも販売され、昨年末の価格でロース100gが400円であった。

特筆すべきは農場近くの滋賀県の有名食肉店の店頭である（写真３）。ここは自社生産の近

江牛を販売する店として知られており、陳列ケースの半分強にそれらを、残りに豚肉をあ

てているが、豚肉の大半は蔵尾ポークである。しかもリサイクル飼料が使われていること

が記載されている（写真４）。なお、調査時点で、鹿児島産の通常の豚肉のロースが100g230

円、蔵尾ポークのそれは300円で、通常を上回る価格設定がなされている（写真５）。 

 食肉店のショーケースの上には、取材の記事の切り抜きの展示とともに使われた飼料と

飼料原料も置かれている（写真６）。飼料原料は「たねや（洋菓子部門：クラブハリエ）」

のバームクーヘンの切れ端である。たねやは京阪神のデパートにも出店している滋賀県の

有名な高級和洋菓子店である。リサイクル飼料は大豆粕とそれらの菓子類と菓子パン類と

ビタミン剤を配合したものである。食肉店側はこの飼料の展示によって客に対してイメー

ジと安心感を高めている。一方、たねや（クラブハリエ）の方もパンフレットやインター

ネット(http://www.taneya.co.jp/company/sizen.html)を通じ、豚の飼料として使用されている

こと、美味しい豚肉となることをＰＲし、企業イメージを挙げている。 

 蔵尾ポークの肉は食肉店、レストランともに客の評判はきわめて良く、リピーターでに

ぎわっているという。 

  なお、入江（宮崎大）らが大阪、兵庫、和歌山の各試験場、畜産草地研究所と明らかに

したところでは、これら脂肪交雑豚肉はパンの多給によって生産できる（Ⅲ－６参照）。何

故パンを多給すると脂肪交雑豚肉ができるのかというと、原料となる小麦にリジンが少な

いことによっている。これはリジン欠乏というよりも、リジンのバランスが悪い（インバ

ランス）ことによっているようで、発育のため、リジンを添加すると脂肪交雑が抑制され

る。リジン・インバランスが脂肪交雑を形成するわけであるが、詳細なメカニズムはまだ

わかっていない。ただ、パン多給が豚で脂肪交雑を作るのは、その後の多くの試験で確か

められており、リサイクル飼料でも美味しい豚肉ができる実証例といえよう。 
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    写真１ 大阪の直販店          写真２ サシの入ったロース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    写真３ 有名食肉店                      写真４ 蔵尾ポークの店頭表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真５ 蔵尾ポークと通常の豚肉の陳列    写真６ 肉ショーケース上の飼料展示 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ 関 連 法 規 
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１ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

（平成十二年六月七日法律第百十六号）

第一章 総則（第一条・第二条）

第二章 基本方針等（第三条―第六条）

第三章 食品関連事業者の再生利用等の実施（第七条―第九条）

第四章 登録再生利用事業者（第十条―第十七条）

第五章 再生利用事業計画（第十八条・第十九条）

第六章 雑則（第二十条―第二十五条）

第七章 罰則（第二十六条―第二十九条）

附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量

に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用

を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食

品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進

し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「食品」とは、飲食料品のうち薬事法 （昭和三十五年法律第

百四十五号）に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

２ この法律において「食品廃棄物等」とは、次に掲げる物品をいう。

一 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの

二 食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供す

ることができないもの

３ この法律において「食品循環資源」とは、食品廃棄物等のうち有用なものをいう。

４ この法律において「食品関連事業者」とは、次に掲げる者をいう。

一 食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者

二 飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者

５ この法律において「再生利用」とは、次に掲げる行為をいう。

一 自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材

料として利用すること。

二 食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用する

ために譲渡すること。

６ この法律において「減量」とは、脱水、乾燥その他の主務省令で定める方法により食

品廃棄物等の量を減少させることをいう。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8c%dc%96%40%88%ea%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%96%f2%8e%96%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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第二章 基本方針等

（基本方針）

第三条 主務大臣は、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量

（以下「食品循環資源の再生利用等」という。）を総合的かつ計画的に推進するため、

政令で定めるところにより、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針（以下

「基本方針」という。）を定めるものとする。

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向

二 食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標

三 食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項

四 環境の保全に資するものとしての食品循環資源の再生利用等の促進の意義に関す

る知識の普及に係る事項

五 その他食品循環資源の再生利用等の促進に関する重要事項

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定しようとするときは、関係行政機関の

長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。

（事業者及び消費者の責務）

第四条 事業者及び消費者は、食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発

生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により

食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない。

（国の責務）

第五条 国は、食品循環資源の再生利用等を促進するために必要な資金の確保その他の措

置を講ずるよう努めなければならない。

２ 国は、食品循環資源に関する情報の収集、整理及び活用、食品循環資源の再生利用等

の促進に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。

３ 国は、教育活動、広報活動等を通じて、食品循環資源の再生利用等の促進に関する国

民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければな

らない。

（地方公共団体の責務）

第六条 地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて食品循環資源の再生利

用等を促進するよう努めなければならない。

第三章 食品関連事業者の再生利用等の実施

（食品関連事業者の判断の基準となるべき事項）

第七条 主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を促進するため、主務省令で、第三条第
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二項第二号の目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置に関し、食品関連事

業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

２ 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、食品循環資源の再生利用等の状況、食

品循環資源の再生利用等の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるもの

とし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

３ 主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はこれを改定し

ようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

（指導及び助言）

第八条 主務大臣は、食品循環資源の再生利用等の適確な実施を確保するため必要がある

と認めるときは、食品関連事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき

事項を勘案して、食品循環資源の再生利用等について必要な指導及び助言をすることが

できる。

（勧告及び命令）

第九条 主務大臣は、食品関連事業者であって、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等

の発生量が政令で定める要件に該当するものの食品循環資源の再生利用等が第七条第

一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めると

きは、当該食品関連事業者に対し、その判断の根拠を示して、食品循環資源の再生利用

等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

２ 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた食品関連事業者がその勧告に従わなかった

ときは、その旨を公表することができる。

３ 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた食品関連事業者が、前項の規定によりそ

の勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告

に係る措置をとらなかった場合において、食品循環資源の再生利用等の促進を著しく害

すると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、当該食品関連事業

者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第四章 登録再生利用事業者

（登録）

第十条 食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その他第二条第五項第一号の政令で定め

る製品（以下「特定肥飼料等」という。）の製造を業として行う者は、その事業場につ

いて、主務大臣の登録を受けることができる。

２ 前項の登録の申請をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる

事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 再生利用事業（特定肥飼料等の製造の事業をいう。以下同じ。）の内容

三 再生利用事業を行う事業場の名称及び所在地

四 特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類及び規模

五 特定肥飼料等を保管する施設及びこれを販売する事業場の所在地
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六 その他主務省令で定める事項

３ 主務大臣は、第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるとき

は、その登録をしなければならない。

一 再生利用事業の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして主務省令で定める

基準に適合するものであること。

二 前項第四号に掲げる事項が、再生利用事業を効率的に実施するに足りるものとして

主務省令で定める基準に適合するものであること。

三 当該申請をした者が、再生利用事業を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基

礎を有するものであること。

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。

一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行

を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 第十六条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過し

ない者

三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある

もの

５ 第一項の登録を受けた者（以下「登録再生利用事業者」という。）は、第二項各号に掲

げる事項を変更したとき、又は第一項の登録に係る再生利用事業を廃止したときは、遅

滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

６ 主務大臣は、第一項の登録をしたとき、又は前項の届出を受理したとき（第十六条第

一項の規定により第一項の登録を取り消す場合を除く。）は、遅滞なく、その旨を第二

項第三号の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

（登録の更新）

第十一条 前条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過に

よって、その効力を失う。

２ 前条第二項から第六項までの規定は、前項の更新について準用する。

（名称の使用制限）

第十二条 登録再生利用事業者でない者は、登録再生利用事業者という名称又はこれに紛

らわしい名称を用いてはならない。

（標識の掲示）

第十三条 登録再生利用事業者は、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公

衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

（料金）

第十四条 登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施前に、当該再生利用事業に係る料

金を定め、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様

とする。
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２ 主務大臣は、前項の料金が食品循環資源の再生利用の促進上不適当であり、特に必要

があると認めるときは、登録再生利用事業者に対し、その変更を指示することができる。

３ 登録再生利用事業者は、主務省令で定めるところにより、第一項の料金を公示しなけ

ればならない。

（差別的取扱いの禁止）

第十五条 登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施に関し、特定の者に対し不当に差

別的取扱いをしてはならない。

（登録の取消し）

第十六条 主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第

十条第一項の登録を取り消すことができる。

一 不正な手段により第十条第一項の登録又はその更新を受けたとき。

二 第十条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。

三 第十四条第二項の規定による指示に違反したとき。

四 この章の規定又は当該規定に基づく命令の規定に違反したとき。

２ 第十条第六項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。

（主務省令への委任）

第十七条 この法律に定めるもののほか、登録再生利用事業者の登録に関し必要な事項は、

主務省令で定める。

第五章 再生利用事業計画

（再生利用事業計画の認定）

第十八条 食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員とする事業協同組合その他の政

令で定める法人は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等（農林漁業

者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。）又は農林漁業者等を

構成員とする農業協同組合その他の政令で定める法人と共同して、再生利用事業の実施

及び当該再生利用事業により得られた特定肥飼料等の利用に関する計画（以下「再生利

用事業計画」という。）を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に

提出して、当該再生利用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

２ 再生利用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 再生利用事業計画を作成する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

二 再生利用事業の内容及び実施期間

三 再生利用事業により得られた特定肥飼料等の農林漁業者等による利用に関する事

項

四 再生利用事業を行う事業場の名称及び所在地

五 特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類及び規模

六 特定肥飼料等を保管する施設及びこれを販売する事業場の所在地
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七 その他主務省令で定める事項

３ 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その再生利用事業計画が次

の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 基本方針に照らして適切なものであり、かつ、第七条第一項に規定する判断の基準

となるべき事項に適合するものであること。

二 特定肥飼料等の製造を業として行う者が、再生利用事業を確実に実施することがで

きると認められること。

三 再生利用事業により得られた特定肥飼料等の製造量に見合う利用を確保する見込

みが確実であること。

４ 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を第二項第四号の事業場

の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

（計画の変更等）

第十九条 前条第一項の認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）は、当該認定に

係る再生利用事業計画を変更しようとするときは、共同して、主務大臣の認定を受けな

ければならない。

２ 主務大臣は、認定事業者が前条第一項の認定に係る再生利用事業計画（前項の規定に

よる変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。）に従

って再生利用事業を実施しておらず、又は当該再生利用事業により得られた特定肥飼料

等を利用していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

３ 前条第三項及び第四項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項

の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。

第六章 雑則

（廃棄物処理法の特例）

第二十条 一般廃棄物収集運搬業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （昭和四十五

年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。）第七条第十二項 に規定する一般

廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。）は、同条第一項 の規定にかかわらず、食品関

連事業者の委託を受けて、同項 の運搬の許可を受けた市町村（都の特別区の存する区

域にあっては、特別区。次項において同じ。）の区域から第十条第一項 の登録に係る同

条第二項第三号 の事業場への食品循環資源の運搬（一般廃棄物（廃棄物処理法第二条

第二項 に規定する一般廃棄物をいう。第三項において同じ。）の運搬に該当するものに

限る。以下この条において同じ。）を業として行うことができる。

２ 一般廃棄物収集運搬業者は、廃棄物処理法第七条第一項 の規定にかかわらず、認定事

業者である食品関連事業者（認定事業者が第十八条第一項の事業協同組合その他の政令

で定める法人である場合にあっては、当該法人及びその構成員である食品関連事業者）

の委託を受けて、廃棄物処理法第七条第一項 の運搬の許可を受けた市町村の区域から

認定計画に係る第十八条第二項第四号 の事業場への食品循環資源の運搬を業として行

うことができる。

３ 前二項の規定により一般廃棄物収集運搬業者が行う食品循環資源の運搬又は廃棄物処

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%94%70%8a%fc%95%a8%8f%88%97%9d%96%40%91%e6%8e%b5%8f%f0%91%e6%98%5a%8d%80&ANCHOR_F=10000000000000000000000000000000000000000000000007000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%8f%5c%94%aa%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80%91%e6%8e%6c%8d%86&ANCHOR_F=10000000000000000000000000000000000000000000000018000000000020000000040
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%94%70%8a%fc%95%a8%8f%88%97%9d%96%40%91%e6%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=10000000000000000000000000000000000000000000000007000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%94%70%8a%fc%95%a8%8f%88%97%9d%96%40%91%e6%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=10000000000000000000000000000000000000000000000007000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%94%70%8a%fc%95%a8%8f%88%97%9d%96%40%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=10000000000000000000000000000000000000000000000002000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%94%70%8a%fc%95%a8%8f%88%97%9d%96%40%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=10000000000000000000000000000000000000000000000002000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001000000000002000000003000000000&ANC
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001000000000002000000003000000000&ANC
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%8f%5c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001000000000001000000000000000000&ANCHOR_T=100000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%93%af%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=100000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=100000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%8e%b5%8f%f0%91%e6%8f%5c%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000012000000000000000000&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%94%70%8a%fc%95%a8%82%cc%8f%88%97%9d%8b%79%82%d1%90%b4%91%7c%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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理法第七条第六項 の許可を受けた登録再生利用事業者が食品関連事業者の委託を受け

て行う再生利用事業（一般廃棄物に該当する食品循環資源を原材料とするものに限る。

以下この項において同じ。）若しくは同条第六項 の許可を受けた認定事業者が認定計画

に従って行う再生利用事業については、同条第十二項 の規定は、適用しない。

（肥料取締法 の特例）

第二十一条 特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、肥料取締法 （昭和二十五

年法律第百二十七号）第二十二条第一項 又は第二十三条第一項 の届出をしなければな

らないものが、第十条第一項の登録又は第十八条第一項の認定を受けて特殊肥料（同法

第二条第二項 に規定する特殊肥料をいう。以下同じ。）の生産又は販売を行おうとする

場合において、その者が第十条第一項の登録を受け、又は第十八条第一項の認定を受け

たときは、同法第二十二条第一項 又は第二十三条第一項 の届出があったものとみなす。

２ 特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、肥料取締法第二十二条第一項 又は第

二十三条第一項 の届出をしているもの（前項の規定により当該届出をしたものとみな

される者を除く。）が、第十条第一項の登録又は第十八条第一項の認定を受けて再生利

用事業を行おうとする場合であり、かつ、当該再生利用事業を行うに当たり同法第二十

二条第二項 又は第二十三条第二項 の規定による届出をしなければならない場合にお

いて、その者が第十条第一項の登録を受け、又は第十八条第一項の認定を受けたときは、

同法第二十二条第二項 又は第二十三条第二項 の届出があったものとみなす。

３ 登録再生利用事業者又は認定事業者が再生利用事業を行っている場合（次項に規定す

る場合を除く。）において、肥料取締法第二十二条第一項 又は第二十三条第一項 の規

定による届出をしなければならない事項について第十条第五項 の届出をし、又は第十

九条第一項の変更の認定を受けたときは、同法第二十二条第一項 又は第二十三条第一

項 の届出があったものとみなす。

４ 登録再生利用事業者又は認定事業者が特殊肥料の生産又は販売を行っている場合にお

いて、肥料取締法第二十二条第二項 又は第二十三条第二項 の規定による届出をしなけ

ればならない事項について第十条第五項 の届出をし、又は第十九条第一項の変更の認

定を受けたときは、同法第二十二条第二項 又は第二十三条第二項 の届出があったもの

とみなす。

（飼料安全法の特例）

第二十二条 特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、飼料の安全性の確保及び品

質の改善に関する法律 （昭和二十八年法律第三十五号。以下「飼料安全法」という。）

第五十条第一項 又は第二項 の届出をしなければならないものが、第十条第一項の登録

又は第十八条第一項の認定を受けて飼料安全法第三条第一項 の規定により基準又は規

格が定められた飼料の製造又は販売を行おうとする場合において、その者が第十条第一

項の登録を受け、又は第十八条第一項の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第一

項 又は第二項 の届出があったものとみなす。

２ 特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、飼料安全法第五十条第一項 又は第二

項 の届出をしているもの（前項の規定により当該届出をしたものとみなされる者を除

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%94%aa%96%40%8e%4f%8c%dc&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000005000000000002000000000000000000&ANCHOR_T=100000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%94%aa%96%40%8e%4f%8c%dc&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000005000000000002000000000000000000&ANCHOR_T=100000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%94%aa%96%40%8e%4f%8c%dc&REF_NAME=%8e%94%97%bf%88%c0%91%53%96%40%91%e6%8c%dc%8f%5c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=10000000000000000000000000000000000000000000000050000000000010000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%94%aa%96%40%8e%4f%8c%dc&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000005000000000002000000000000000000&ANCHOR_T=100000000000000000000000000000
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く。）が、第十条第一項の登録又は第十八条第一項の認定を受けて再生利用事業を行お

うとする場合であり、かつ、当該再生利用事業を行うに当たり飼料安全法第五十条第四

項 の規定による届出をしなければならない場合において、その者が第十条第一項の登

録を受け、又は第十八条第一項の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第四項 の

届出があったものとみなす。

３ 登録再生利用事業者又は認定事業者が再生利用事業を行っている場合（次項に規定す

る場合を除く。）において、飼料安全法第五十条第一項 又は第二項 の規定による届出

をしなければならない事項について第十条第五項 の届出をし、又は第十九条第一項の

変更の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第一項 又は第二項 の届出があったも

のとみなす。

４ 登録再生利用事業者又は認定事業者が第一項に規定する飼料の製造又は販売を行って

いる場合において、飼料安全法第五十条第四項 の規定による届出をしなければならな

い事項について第十条第五項 の届出をし、又は第十九条第一項の変更の認定を受けた

ときは、飼料安全法第五十条第四項 の届出があったものとみなす。

（報告徴収及び立入検査）

第二十三条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、食品関連事業者又は認

定事業者に対し、食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、

これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件

を検査させることができる。

２ 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録再生利用事業者に対し、再

生利用事業の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録再生利用事業者の事務

所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させること

ができる。

３ 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

に提示しなければならない。

４ 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。

（主務大臣等）

第二十四条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 第三条第一項の規定による基本方針の策定、同条第三項の規定による基本方針の改

定及び同条第四項の規定による公表に関する事項については、農林水産大臣、環境大

臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣

二 第七条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項の規定に

よる当該事項の改定、第八条に規定する指導及び助言、第九条第一項に規定する勧告、

同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第十八条第一項に規定

する認定、同条第四項（第十九条第三項において準用する場合を含む。）の規定によ

る通知、第十九条第一項に規定する変更の認定、同条第二項の規定による認定の取消

し並びに前条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事項については、農
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林水産大臣、環境大臣及び当該食品関連事業者の事業を所管する大臣

三 第十条第一項に規定する登録、同条第二項（第十一条第二項において準用する場合

を含む。）の規定による申請書の受理、第十条第五項（第十一条第二項において準用

する場合を含む。）の規定による届出の受理、第十条第六項（第十一条第二項及び第

十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定による通知、第十四条第一項の

規定による届出の受理、同条第二項の規定による指示、第十六条第一項の規定による

登録の取消し並びに前条第二項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事項に

ついては、農林水産大臣、環境大臣及び当該特定肥飼料等の製造の事業を所管する大

臣

２ この法律における主務省令は、次のとおりとする。

一 第二条第六項の主務省令については、農林水産大臣及び環境大臣の発する命令

二 第七条第一項並びに第十八条第一項及び第二項第七号の主務省令については、農林

水産大臣、環境大臣及び当該食品関連事業者の事業を所管する大臣の発する命令

三 第十条第二項並びに第三項第一号及び第二号（これらの規定を第十一条第二項にお

いて準用する場合を含む。）、第十三条、第十四条第三項並びに第十七条の主務省令に

ついては、農林水産大臣、環境大臣及び当該特定肥飼料等の製造の事業を所管する大

臣の発する命令

３ この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方

支分部局の長に委任することができる。

（経過措置）

第二十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その

命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経

過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。

第七章 罰則

第二十六条 第九条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処す

る。

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十条第五項又は第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした

者

二 第十二条の規定に違反した者

三 第十三条の規定による標識を掲示しなかった者

四 第十四条第三項の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者

五 第二十三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 第二十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第二十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 第二十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その
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法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その

法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

附則抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

（検討）

第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況

について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

（経過措置）

第三条 この法律の施行の際現に登録再生利用事業者という名称又はこれに紛らわしい

名称を用いている者については、第十二条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用

しない。
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２ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律《廃掃法》の抜粋

Ⅰ．法の目的

｢廃掃法｣は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、再生、処

理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を

はかることを目的としています。（廃掃法第1条）

Ⅱ．廃棄物の定義

廃棄物とは、占有者自ら利用し、又は他人に有償で売却することが出来ない為に不要に

なったもののことで、気体状のもの及び放射性廃棄物を除く、固形状から液体に至る全て

のものをいいます（廃掃法第２条）

Ⅲ．廃棄物の分類

《産業廃棄物とは？》

① 事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち次の19種類のものをいう。

（汚泥、鉱さい、燃え殻、煤塵、廃酸、廃アルカリ、廃油、瓦礫類、ガラス屑・陶磁器

屑、廃プラシチック、金属屑、ゴム屑、紙屑、木屑、繊維屑、動物性残渣、動物の糞尿、

動物の死体、その他）

② 輸入された廃棄物

《一般廃棄物とは？》

産業廃棄物以外の廃棄物で、家庭から出るごみ、事業所からでる紙屑、梱包に使用した

ダンボールや木屑、茶殻当の雑ゴミ、飲食店、従業員食堂からでる残飯、厨芥類、卸小売

業から出る野菜屑、魚介類などを言います。

Ⅳ．排出事業者の責務

事業者は、その事業に伴って生じた廃棄物を自らの責任に於いて適性に処理しなければ

なりません。（廃掃法第3条）

《排出者の留意事項》

１．廃棄物の発生から処分までに状況を常に把握してください。

２．再生利用等により、廃棄物の資源化、減量化及び廃棄物処理施設の整備等を進めて

ください

３．産業廃棄物は処分まで自社の責任に於いて行なうのが原則です。自社で産業廃棄物

の運搬や処理を直接行なうときは許可はいりませんが、運搬や処分の基準を遵守して

ください。ただし脱水や埋立等の中間処理や最終処分を行なうときは、事前に処理施

設の設置《変更》の許可が必要な場合があります

４．産業廃棄物の処理を他人に委託する時は、委託しようとする産業廃棄物の許可のあ

るものに委託して下さい。

産業廃棄物の許可には、
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ア、産業廃棄物を運ぶことができる許可 ｢産業廃棄物収集運搬業｣

イ、産業廃棄物を中間処理や最終処分できる許可 ｢産業廃棄物処分業｣

ウ、特別産業廃棄物を運ぶことができる許可 ｢特別管理産業廃棄物収集運搬業｣

エ、特別管理産業廃棄物を中間処理や最終処理できる許可

｢特別管理産業廃棄物処分業｣

があります。したがって、その許可があなたの事業所のある区域を管轄する行政機

関のものかどうか許可の内容を確認し、それぞれの産業廃棄物に応じた委託を行な

って下さい。

Ⅴ．産業廃棄物管理票（マニフェスト）

産業廃棄物管理票（マニフェスト）は、排出事業者がその処理を委託した産業廃棄物及

び特別管理産業廃棄物の流れを自ら把握すること及び排出事業者がこれら廃棄物の処理を

処理業者に委託する場合、これら廃棄物の性状等に関する情報を正確に伝達することによ

って、不法投棄とうの不適正処理の防止、処理過程における事故の防止等を図り、もって

生活環境の保全、公衆衛生の向上を確保することを目的に設けられたものです。

Ⅵ．罰則

罰則は強化され平成９年12月17日から施行されています。

罰則条項 違反項目 違反条項 罰則

・産業廃棄物の不法投棄 第 16 条違反

第25条
・運搬・処分の無許可営業他 第 14 条違反他

３年以下の懲役若し

くは 1,000万円以下の

罰金

・許可をうけていない業者への

産業廃棄物処理委託
第 12 条第３項違反

第26条
・許可を受けていない業者が

産業廃棄物の処理受託
第 14 条第９項違反

１年以上の懲役若し

くは300万円以下の罰

金

・帳簿備付・記載・保存義務の

違反

第 14 条第 11 項第 12 項

違反第29条

・管理票への虚偽記載 第 12 条の３第１項違反

30万円以下の罰金

----
・委託処理に際し、管理票を

交付しなかった場合
第 12 条の３第１項違反

罰則なし（但し、受託

業者が不法投棄した

場合は、委託側も責任

の追及を受ける。

・産業廃棄物の不法投棄 第 16 条違反

行為者を罰するほか、

会社も１億円以下の

罰金第30条

・その他上記違反項目《第12条第14条違反》に対しては行為者を罰するほか、

会社も同内容の罰金



 

 

あ と が き 

 
食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食

品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、

飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者（製造、流通、外食等）

による食品循環資源の再生利用等を促進する趣旨のもと「食品循環資源の再生利用等の促

進に関する法律」が平成13年５月に施行されました。 

全国農林統計協会連合会は、（財）全国競馬・畜産振興会の助成として（社）畜産技術

協会からの委託を受け、我が国における循環型社会の確立に向けて、食品分野における廃

棄物等未利用資源の畜産分野への有効利用方策を推進するため、平成15年度から３か年計

画で、食品残渣を家畜の飼料として利用している現状を把握し、調査・分析を行い、「畜産

経営における食品残渣等利活用のために」としてとりまとめたものです。 

本書が畜産業と食品流通業とのこのテーマに関する現状と展望について認識いただき、

食品残渣という一大資源を飼料利用して行く際の辞書として活用していただければ幸いで

す。 

最後に、本書を作成するに当たって、現地調査、意向調査等にご協力を頂きました畜産

農家（場）の方々及び外食産業等食品残渣供給サイドの関係者の方々をはじめ、現地調査

の段階から執筆までご協力頂きました４名の委員の方々に対しまして改めて御礼申し上げ

ます。 
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