
地域内の堆肥を有効に活用しましょう！
耕種農家の皆様へ

安定生産・品質向上は土づくりから！
地域内の堆肥を有効に活用しましょう！

○ ここには、掲載希望があった堆肥供給者のみを掲載しています。堆肥は、時期により在庫が無い場合がありますので、早めに在庫確認をしておくことをお勧めします。また、天候やほ場条件により散布作業ができない場合もありますので、ご注意ください。
○ 堆肥の成分含量は、家畜の飼料や飼養管理方法、堆肥化処理方法などにより変動します。また、供給時期により堆肥の熟度も変わりますので、ご注意ください。
○ 掲載している販売価格は一応の目安であり、配達地域により別途運賃が加算される場合もありますので、必ず堆肥供給者にご確認願います。また、散布作業には別途料金が必要になりますので、事前にご確認願います。
○ 畜種により、堆肥の性質は変わります。作物の種類や栽培方法に合った堆肥を選んで、収量アップ、品質向上を図りましょう！

○問い合わせ先

	 農政水産部畜産課	 高松市番町 4-1-10	 087-832-3430 （直通）

	 農政水産部農業経営課	 高松市番町 4-1-10	 087-832-3411 （直通）

	 西讃農業改良普及センタ―	 三豊市豊中町笠田竹田 438-1	 0875-62-3075

観音寺・三豊地域版

番 
号

畜種 氏名 住所 電話番号 原材料 ・副資材 供給形態 処理方式 堆積期間
水分
（％）

成分 （乾物％） 販売価格 （税込 ・散布は散布料込） 堆肥散布
の可否

配達地域 備考
窒素 リン カリ ２ｔ車 軽四

1 乳用牛 高橋　賢二 観音寺市柞田町上出甲300 0875-24-2950 牛ふん、オガクズ バラ
撹拌乾燥処理
　　　　（水分調整） 
切り返し発酵処理

2カ月程度 28.8	 2.1	 1.8	 4.5	 お問い合わせください お問い合わせください 観音寺市

2 肉用牛 （株）今滝畜産 観音寺市粟井町3442 0875-27-8944 牛ふん、オガクズ バラ
撹拌発酵処理 
切り返し発酵処理

3～9カ月程度 
（時期により
違いあり）

42.1	 2.3	 2.0	 4.3	
5,500～6,600円（散布） 
3,300～4,400円（配達） 
1,100円（引取り）

550円/軽四1車
（引取りのみ）

○
観音寺市 
三豊市については要相談

散布については、連絡時に
要相談

3 肉用牛 大西　	徹 観音寺市植田町736-1 0875-25-0847
牛ふん、オガクズ、
モミガラ

バラ 切り返し発酵処理 3カ月以上 49.8	 1.8	 1.9	 3.9	 5,000円/2ｔ（配達）
2,000円（配達） 
引取りの価格は要相談

〇 
（要相談）

観音寺市・三豊市 散布は要相談

4 肉用牛
(株)ササハラ
オリーブファーム

高松市香西本町305-1(本社） 
三豊市詫間町香田613（牧場）

0875-83-5467 
（牧場）

牛ふん、オガクズ 
（スギ・ヒノキ）

バラ 攪拌発酵処理 6カ月程度 51.4	 3.1	 4.4	 5.4	

5,000円～
（配達距離により価格が
違うのでお問い合わせ
ください・引取りも可）

2,000円
（引取りのみ）

観音寺市・三豊市・
中讃地域
（配達・散布とも連絡時
要相談）

5 豚 堀口　友彦 観音寺市大野原町田野々550-1 0875-54-4140 豚ふん、モミガラ バラ 撹拌発酵処理 2カ月程度 34.0 2.9 7.6 5.6 3,000円/2ｔ（配達）
観音寺市 
三豊市については要相談

配達（連絡時に要相談） 
引取り（連絡のうえ要相談）

6 豚 （農）高映牧場 観音寺市豊浜町和田丙807-1

080-2991-8389
(本郷まで)
090-3182-6077
（池田まで）

豚ふん、オガクズ゛、
モミガラ、好気性微生物

バラ 堆積発酵処理
2～4カ月程度 
焼却処理灰 
焼却灰混合

0.4 
20～40

0 
3.5

12.0 
6.1

7.9 
4.8

お問い合わせください お問い合わせください 連絡時に要相談

7 採卵鶏 大林　信一 綾歌郡綾川町滝宮3023-1
087-876-1698 
090-2781-8459

鶏ふん、モミガラ入
（12月～1月まで製造）

袋詰：15kg/
袋、バラ

撹拌発酵処理
6ヵ月～
1年程度

10.5	 2.9	 8.5	 3.4	
2,200円/2ｔ車（配達） 
5,500円/2t車(散布）

550円/軽四1車
（引取りのみ対応）

○

観音寺市・三豊市・
中讃地域
（配達・散布とも連絡時に
要相談）

袋詰め：165円/15kg
（価格については相談
可能）

8 採卵鶏 行天　啓二 観音寺市粟井町929 0875-27-6171 鶏ふん バラ 撹拌発酵処理 6カ月程度 12.1	 2.3	 6.2	 4.9	
お問い合わせください
（散布・引取りも可）

お問い合わせください
（散布・引取りも可）

○
観音寺市 
三豊市については要相談

9 採卵鶏 久保田　理徳 観音寺市粟井町314-1 0875-27-6172 鶏ふん バラ 撹拌乾燥処理 乾燥鶏糞 12.5	 2.6	 6.3	 3.9	 お問い合わせください お問い合わせください 近隣のみ
乾燥期間　
夏：7～10日　　冬：30日

10 採卵鶏 斉藤　篤 観音寺市粟井町1410-2 0875-27-6913 鶏ふん バラ 撹拌発酵処理
1～2カ月程度 
(時期により
違いあり）

20.1	 2.3	 4.7	 3.1	 お問い合わせください お問い合わせください ○
観音寺市 
三豊市については要相談

発酵処理は、深さ50㎝の
半発酵施設

11 採卵鶏 齊藤　照久 三豊市山本町河内987 0875-27-6225 鶏ふん 袋詰、バラ 密閉型強制発酵処理 2カ月程度 24.6	 2.5	 10.0	 3.4	
5,000円/2t(散布） 
引取りについては
お問い合わせください

お問い合わせください
（引取りのみ）

○
観音寺市 
三豊市については要相談

袋詰：	80円/15kg
(引取り価格）

12 採卵鶏 渋谷　政志 観音寺市植田町1238 0875-25-0863 鶏ふん 袋詰、バラ 撹拌乾燥処理 乾燥鶏糞 19.5	 2.8	 5.9	 3.4	
3,000円/1.8t（散布） 
3,000円/2t（配達・引取り）

お問い合わせください
（引取りのみ）

○
観音寺市常磐地区（散布） 
観音寺市(配達）

乾燥期間　
夏:14日　冬：30日 
乾燥鶏糞で７カ月程度堆積

13 採卵鶏 （有）にしやま 観音寺市粟井町1115
0875-73-6177 
090-3181-4674

鶏ふん、オガクズ、
モミガラ

袋詰、バラ
密閉型強制発酵処理 
撹拌発酵処理

3カ月以上 11.9	 1.5	 7.7	 4.4	
お問い合わせください
（散布・配達・引取り）

お問い合わせください
（散布・配達・引取り）

○
観音寺市・三豊市・
中讃地域

14 採卵鶏 藤川　正智 観音寺市大野原町丸井2104-2 090-9046-0039 鶏ふん バラ
撹拌乾燥処理
　　　　（水分調整） 
切り返し発酵処理

1～6カ月程度 
(時期により
違いあり）

26.5	 3.9	 5.1	 4.5	

2,000～3,000円
（配達：地域によって
料金が違います）
4,000円　（散布）

1,000円
（引取りのみ）

○ 観音寺市・三豊市

15 採卵鶏 （有）池田養鶏場 三豊市財田町財田中4834-47 0875-67-2222 鶏ふん バラ
撹拌発酵処理 
切り返し発酵処理

6カ月程度 16.9	 2.5	 6.4	 5.2	 お問い合わせください
〇 

（要相談）
連絡時に要相談

引取り前に要連絡、
散布については連絡時に
要相談

16 採卵鶏 （有）高瀬ポートリー 三豊市高瀬町羽方2779-8
0875-74-8075 
090-1176-6168

鶏ふん、モミガラ バラ
撹拌発酵処理 
切り返し発酵処理

2.5カ月以上 21.7	 3.1	 6.8	 5.3	
3,000円/3.0t（配達） 
5,000円/3.0t（散布）

引取りのみ
500円/ショベル1杯(1.2㎥)
1,000円/ショベル2杯(2.4㎥)

○
引取りについては、連絡時
要相談

17 ブロイラー （有）松尾孵卵場 三豊市三野町大見甲5583
0875-72-4185 
090-8692-4464 
（貞広まで）

鶏ふん、オガクズ 
えひめＡＩ-１（微生物
資材）を利用

バラ 撹拌発酵処理 2～4カ月程度 25 3.35 6.71 3.59
1,000～2,000円/10a
　　　　　　　　（散布） 
1,000円（引取り）

○
観音寺市・三豊市・
仲多度郡


