
家畜堆肥を活用して土づくりを進めましょう！

○家畜堆肥の特徴
家畜堆肥は、窒素、リン酸、カリといった多量要素だけでなく、鉄や亜鉛等の微量要素も含んでおり、
作物に対して総合的な栄養分の供給源になります。
【牛ふん堆肥】 肥効は緩効的で、有機物は土壌中に残りやすい。基肥としての利用に適する。
【豚ぷん堆肥】 牛ふんと鶏ふんの中間的な性質を持ち、有機質肥料に近い肥効を期待できる。
【鶏ふん堆肥】 肥効が即効的で、窒素、リン酸、カリを多く含む。化学肥料に近い。

堆肥供給者一覧(大川地区）

掲載希望があった堆肥供給者を掲載しています。堆肥の水分、成分は時期及び発酵状態によって変わります。
配達時期、散布の有無、販売価格等は、堆肥供給者にご確認お願いします。
畜種によって、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択してください。

香川県堆肥マップは
インターネットでも
ご覧いただけます。

東讃農業改良普及センター
東讃農業改良普及協議会

令和５年２月

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 水分（％）
成分（乾物％） 堆肥散布

の可否
配達地域

窒素 リン カリ

1 乳用牛・肉用牛 桒島 勝広 東かがわ市小海2210-3 0879-33-7030 牛ふん、オガクズ、モミガラ バラ 撹拌発酵処理 52.2 2.6 4.1 2.6 ○ 旧引田町及び旧白鳥町福栄

3 採卵鶏 庵原 昭博 東かがわ市小砂407 0879-24-2965 鶏ふん 袋詰、バラ 撹拌発酵処理 7.8 3.4 4.9 3.4 東かがわ市

4 採卵鶏 山崎 伸一 東かがわ市三殿587-2 0879-25-8541 鶏ふん 袋詰 撹拌乾燥処理 6.7 2.9 5.7 4.3 

5 採卵鶏 岩瀬 忠雄 東かがわ市水主724-1 0879-25-8580 鶏ふん、モミガラ 袋詰、バラ 切り返し発酵処理 35.0 2.0 7.4 4.6 東かがわ市、さぬき市

6 乳用牛 増川 能成 さぬき市津田町津田1894 0879-23-7955 牛ふん、オガクズ、モミガラ 袋詰、バラ 撹拌発酵処理 55.2 1.6 1.5 2.4 ○ さぬき市・東かがわ市大内及び周辺地域

7 乳用牛 (農)大一牧場 さぬき市大川町富田中3214-1 0879-43-5541 牛ふん、オガクズ バラ 撹拌発酵処理 38.4 1.7 1.3 2.9 さぬき市及び周辺地域

8 乳用牛
プーキーファーム(株)

片山牧場
さぬき市大川町富田西487-2 0879-26-9500 牛ふん、オガクズ バラ 撹拌発酵処理 35.3 1.6 3.6 4.8 ○ さぬき市

9 乳用牛 (株)十川牧場 さぬき市寒川町神前1948-4 0879-43-4522 牛ふん、オガクズ バラ 切り返し発酵処理 63.4 1.9 1.2 3.4 さぬき市

10 乳用牛 (有)将基酪農
(本社)さぬき市長尾東138
(農場)高松市香川町安原下184

087-840-5070
090-2893-7593

(佐々木)
牛ふん、生木チップ バラ 切り返し発酵処理 33.1 1.6 1.2 2.9 ○ 高松市～東かがわ市

11 乳用牛 別所 和夫 さぬき市昭和3629
0879-52-5275
090-4972-1473

牛ふん、オガクズ、モミガラ バラ 切り返し発酵処理 49.6 1.7 1.6 2.9 ○ さぬき市及び三木町、高松市

12 乳用牛 串田 義久 さぬき市昭和3684 0879-52-5608 牛ふん、モミガラ バラ 切り返し発酵処理 60.8 2.1 1.6 3.9 さぬき市

13 肉用牛 オバナ牧場
（富田）さぬき市大川町富田西1175
（大内）東かがわ市小砂595

0879-23-2028 牛ふん、オガクズ
袋詰

バラ（大内のみ）
撹拌発酵処理 31.4 2.3 4.0 5.6 

14 肉用牛 小倉 望 さぬき市大川町南川872-3 0879-23-2115 牛ふん、オガクズ バラ 切り返し発酵処理 62.8 1.0 1.0 2.6 ○ さぬき市及び周辺地域

15 肉用牛 砂川 拓也 東かがわ市白鳥982-2 0879-25-2095 牛ふん、オガクズ バラ 撹拌発酵処理 59.1 2.1 2.6 3.3 ○ 旧白鳥町、旧大内町

16 肉用牛 芳竹 宣幸 さぬき市寒川町石田東甲2934 0879-43-3689 牛ふん、オガクズ バラ 撹拌発酵処理 45.5 2.0 1.6 4.1 さぬき市及び三木町

17 肉用牛 間島 真司 さぬき市長尾東1466 0879-52-3750 牛ふん、オガクズ バラ 撹拌発酵処理 17.5 1.9 3.3 4.5 さぬき市及び周辺地域

18 豚 (農)ゆずり葉 さぬき市前山1232-1 0879-52-3466 豚ふん 袋詰、バラ 密閉型強制発酵処理 18.1 4.8 3.3 2.3 さぬき市及び周辺地域

19 豚 多和ファーム さぬき市多和兼割 0879-56-2407 豚ふん、オガクズ バラ 撹拌発酵処理 24.7 1.1 2.9 1.1 さぬき市、東かがわ市、三木町

20 採卵鶏 (有)金江養鶏場 さぬき市大川町南川910-2
0879-43-1510

090-2896-9698
（鍋井）

鶏ふん 袋詰、バラ
撹拌乾燥処理

密閉型強制発酵処理 23.3 2.3 4.7 3.2 県内全域

21 種鶏 蓮井 道行 さぬき市名1104-1 0879-52-3017 鶏ふん、オガクズ 袋詰、バラ 切り返し発酵処理 27.5 2.8 6.3 3.8 ○ さぬき市及び三木町



家畜堆肥を活用して土づくりを進めましょう！
○家畜堆肥の特徴
家畜堆肥は、窒素、リン酸、カリといった多量要素だけでなく、鉄や亜鉛等の微量要素も含んでおり、作物に対して
総合的な栄養分の供給源になります。

【牛ふん堆肥】 肥効は緩効的で、有機物は土壌中に残りやすい。基肥としての利用に適する。
【豚ぷん堆肥】 牛ふんと鶏ふんの中間的な性質を持ち、有機質肥料に近い肥効を期待できる。
【鶏ふん堆肥】 肥効が速効的で、窒素、リン酸、カリを多く含む。化学肥料に近い。

掲載希望があった堆肥供給者を掲載しています。堆肥の水分、成分は時期及び発酵状態によって変わります。
配達時期、散布の有無、販売価格等は、堆肥供給者にご確認お願いします。
畜種によって、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択してください。

香川県堆肥マップは
インターネットでも
ご覧いただけます。

堆肥供給者一覧（中央地区）

令和５年２月
東讃農業改良普及センター
東讃農業改良普及協議会

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
水分
（％）

成分（乾物％）
堆肥散布
の可否

配達地域
窒素 リン カリ

1 乳用牛 桐本 正裕 高松市三谷町2596 087-889-5852 牛ふん、オガクズ バラ 撹拌発酵処理 46.1 2.3 1.9 3.2 高松市

2 乳用牛 古川牧場㈱ 高松市川島東町1517-1 087-848-1642 牛ふん、オガクズ、モミガラ バラ 撹拌発酵処理 63.3 1.8 2.1 2.0 ○
（近隣のみ）

散布は川島東町近隣のみ

3 乳用牛 成合 隆広 高松市香川町浅野2400 087-889-3536 牛ふん、オガクズ、モミガラ バラ 切り返し発酵処理 63.1 2.6 2.9 4.9 高松市及び近隣

4 乳用牛
岡地区

家畜糞尿処理
営農組合

高松市香南町岡1655 087-879-2702 牛ふん、オガクズ バラ、袋詰 撹拌、切り返し発酵処理 55.4 1.9 1.8 3.9 

5 乳用牛 (株)三好牧場 高松市香南町岡629-1 087-879-6126 牛ふん、オガクズ バラ 撹拌、切り返し発酵処理 68.0 1.6 1.7 3.5 高松市、綾川町

6 乳用牛 (有)赤松牧場 高松市香南町由佐2240 087-879-3446 牛ふん、オガクズ バラ 撹拌、切り返し発酵処理 45.7 2.3 2.3 5.0 ○
（近隣のみ）

7 乳用牛 (有)将基酪農
(本社)さぬき市長尾東138
(農場)高松市香川町安原下184

087-840-5070
090-2893-7593(佐々木)

牛ふん、生木チップ バラ 切り返し発酵処理 33.1 1.6 1.2 2.9 ○

8 乳用牛 田中 陽子 高松市牟礼町大町900 087-845-1824 牛ふん、オガクズ、モミガラ バラ 切り返し発酵処理 41.6 2.2 2.0 4.1 高松市及び近隣

9 肉用牛 (有)青峰牧場 高松市中山町1502-20 087-882-1961 牛ふん、オガクズ バラ、袋詰 撹拌、切り返し発酵処理 32.0 2.5 5.0 4.5 高松市及び近隣

10 肉用牛 (株)西尾和牛牧場 高松市西植田町69 087-849-1390 牛ふん、オガクズ バラ 切り返し発酵処理 34.7 2.7 4.5 5.0 
旧高松南部農協管内
及びその周辺

11 肉用牛 山種易産業(株) 高松市牟礼町大町1825 087-845-5410 牛ふん、オガクズ バラ 切り返し発酵処理 63.2 2.2 2.4 6.7 高松市及び近隣

12 乳用牛 川田彰一 高松市香南町岡1633 087-879-2177 牛ふん、モミガラ バラ 撹拌、切り返し発酵処理 14.2 2.8 2.8 6.3 高松市及び近隣

13 採卵鶏 カワフジイナイ農場 高松市十川東町1795-1 087-848-4650 鶏ふん、炭 バラ 撹拌、切り返し発酵処理 22.5 2.4 5.5 4.6 ○
（要相談）

高松市、三木町等（要相談）

14 採卵鶏 (株）アイ杉原 高松市香川町川東上435 0883-52-2659 鶏ふん バラ、袋詰 撹拌発酵処理 17.6 3.4 4.6 3.6 高松市、綾川町、三木町

15 採卵鶏
(有)高島産業
綾上農場

綾川町枌所東450 087-878-1170 鶏ふん バラ、袋詰 密閉型強制発酵処理 21.5 3.6 4.6 3.8 
配達は１０ｔ以上
綾上農場での引取

16 乳用牛 鎌倉 昌行 三木町奥山1531 087-899-0106 牛ふん、オガクズ、モミガラ バラ 撹拌、切り返し発酵処理 50.4 1.4 1.0 1.6 三木町及び近隣地域

17 乳用牛 石川 拓 三木町下高岡3759 087-898-1741
080-6392-1741(石川)

牛ふん、オガクズ、モミガラ バラ 切り返し発酵処理 59.4 2.8 3.2 6.5 ○ 三木町及び高松東部地域

18 乳用牛 (有)広野牧場 三木町鹿庭215 087-899-0555 牛ふん、オガクズ バラ 撹拌、切り返し発酵処理 64.5 1.9 3.2 6.0 ○ 三木町、高松市

19 乳用牛 細田 和雄 三木町小蓑1374-1 087-899-0977 牛ふん、オガクズ バラ 撹拌乾燥、堆積発酵処理 45.0 2.3 2.0 4.9 三木町及び近隣地域

20 乳用牛 末角 清志 三木町下高岡519-1 087-898-1876 牛ふん、オガクズ、モミガラ バラ 撹拌、切り返し発酵処理 41.5 2.1 2.1 4.8 三木町及び近隣地域

21 肉用牛 （株）多田牧場 三木町田中3423-7 087-898-4689 牛ふん、オガクズ、モミガラ バラ 切り返し発酵処理 55.5 2.2 2.4 4.1 〇 三木町及び近隣地域

22 乳用牛 原内 健正 三木町下高岡2011 087-898-3441 牛ふん、オガクズ、モミガラ バラ 撹拌、切り返し発酵処理 27.9 2.8 2.9 2.8 三木町及び近隣地域

23 採卵鶏 (農)東山産業 三木町井上822-1 087-898-1425 鶏ふん 袋詰 撹拌、切り返し発酵処理 19.4 2.5 4.7 3.6 配達は１０ｔ以上

24 肉用牛 （株）多田牧場 三木町田中3423-7 087-898-4689
090-5712-0989（多田）

牛ふん、オガクズ、モミガラ バラ 切り返し発酵処理 55.5 2.2 2.4 4.1 〇
（要相談）

三木町及び近隣地域

25 乳用牛 川田彰一 高松市香南町岡1633
087-879-2177
090-3783-1230

牛ふん、モミガラ バラ 撹拌、切り返し発酵処理 14.2 2.8 2.8 6.3 高松市及び近隣


