
　　　たい肥製造・販売施設リスト
№ 畜種 氏名又は法人名 住　　所 電話番号 供給形態 副資材種類 運搬の可否 販売価格 処理方法 農林事務所

1 牛 ㈲高森肉牛ファーム 岩国市周東町上久原1088-1 0827-84-0111 袋詰、バラ
ｵｶﾞｸｽﾞ、ﾓﾐｶﾞﾗ、
戻し堆肥

100円/片道・1km 4,200円/2t、税込み 発酵6か月以上 岩国

2 牛 祖生肉用牛組合堆肥センター 岩国市周東町祖生 0827-85-0581 袋詰、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ、ﾓﾐｶﾞﾗ 20km以内可 5,000円/1.5t 発酵3～6か月(袋詰6か月) 岩国

3 牛 深須家畜糞尿処理利用組合 岩国市錦町深川 0827-73-0128 袋詰 ｵｶﾞｸｽﾞ 1時間以内可 300円/袋､運賃50円 発酵3～4か月 岩国

4 牛 美和町堆肥利用組合 岩国市美和町阿賀 0827-98-0929 バラ ｵｶﾞｸｽﾞ、ﾓﾐｶﾞﾗ 30分以内可 4,000円/t 発酵6か月 岩国

5 牛 ㈲森田農場 岩国市錦町宇佐郷797 0827-74-0305 バラ ｵｶﾞｸｽﾞ 可（相談） 3,000円/軽トラ、6,000円/2tダンプ 発酵3か月以上 岩国

6 豚 三原ファーム 岩国市錦町宇佐1874 0827-74-0905 バラ ｵｶﾞｸｽﾞ 1時間以内可 6,000円/4t 発酵5か月 岩国

7 豚 日本ハイポー㈱山口農場 岩国市錦町向峠 0827-74-0518 バラ ｵｶﾞｸｽﾞ 町内可、１時間以内可 3,000円/2t 発酵3か月以上 岩国

8 牛
河村淳士
（柳井市家畜糞尿処理施設）

柳井市日積割石 0820-28-0483 バラ ｵｶﾞｸｽﾞ､ﾓﾐｶﾞﾗ 20km以内可 4,000～5,000円/2t 発酵2か月 田布施

9 牛 山陽牧場ひらお 熊毛郡平生町曽根 0820-58-0666 袋詰、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ 否 300円/40L､12,000円/2t 発酵3か月 田布施

10 牛
佐伯伴章
(中須堆肥生産利用組合)

周南市中須 0834-89-0940 袋詰、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ 20km以内可 7,000円/2t(距離により変動) 発酵6か月 周南

11 牛 ㈲ジャパンファーム 周南市大神(施設:周南市四熊) 0834-63-9058 袋詰、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ 30分以内可 300円/30L､5,000円/4m3　(運搬、バーク入り) 発酵6か月 周南

12 牛
弘中牧場
（注文先はＪＡ周南光営農センター）

光市三井 0833-77-0004 バラ ｵｶﾞｸｽﾞ 可（ＪＡ周南管内） 7,350円/3ｍ3（運搬） 発酵6か月 周南

13 鶏 ㈱砂本養鶏 光市浅江 0833-71-0702 袋詰 無 可(相談) 240円/15kg 発酵40日 周南

14 混合 ＪＡ周南都濃営農センター
周南市須々万本郷
(施設:市内長穂山手)

0834-88-0011 バラ ｵｶﾞｸｽﾞ 可(JA周南管内) 7,350円/3ｍ3（運搬） 発酵6か月以上 周南

15 混合 ㈲鹿野ファーム・ＪＡ周南鹿野営農センター
周南市巣山
(施設：鹿野ファーム内)

0834-68-6011 バラ ｵｶﾞｸｽﾞ 可(旧鹿野町内) 7,350円/3ｍ3（運搬） 発酵3か月以上 周南

16 牛 JA山口中央仁保堆肥センター 山口市仁保 083-929-0331 バラ
ｵｶﾞｸｽﾞ、ﾓﾐｶﾞﾗ､
ｺｰﾋｰ粕

可(JA管内) 10,000円/2t､12,000円/2t(散布) 発酵6か月 山口

17 牛 松永牧場 山口市佐山 083-989-4703 バラ ｵｶﾞｸｽﾞ 可(相談) 7,000円～8,000円/2t 発酵6か月 山口

18 牛 鋳銭司和西たい肥利用組合（本廣　誠） 山口市鋳銭司９３７ 083-986ｰ3748
バラ、肥料袋
（自分で袋詰め）

ﾜﾗ、ﾓﾐｶﾞﾗ 可(市内)
10,000円～13,000円/2ｔ
50円（袋）

発酵3か月 山口

19 牛 土井牧場（土井博） 山口市名田島昭和東3942 083-987-2818 バラ ｵｶﾞｸｽﾞ、ﾓﾐｶﾞﾗ 可(市内)
6,000円/2ｔ
※１ｔだけなど相談可能

発酵3か月 山口

20 牛 熊野牧場(熊野純三) 防府市大字久兼字仏峠210-2 0835-21-5349 バラ ｵｶﾞｸｽﾞ、ﾓﾐｶﾞﾗ 可(相談、市内に限る) 5,000円/2t 発酵4～6か月 山口

21 牛 田中誠二(田中牧場) 防府市大字台道小俣 0835-32-1239 バラ ｵｶﾞｸｽﾞ 可(相談)
8,000円/2t
2,500円/軽トラ(枠付)

発酵6か月 山口

22 牛 （有）防府中村牧場 防府市西浦干拓 0835-29-1150 バラ ｵｶﾞｸｽﾞ 可(相談、市内に限る) 5,000円/2t 発酵4～6か月 山口

23 牛 ギンチク牧場株式会社 防府市高井205-1 0835-24-1793 袋詰、バラ
ﾓﾐｶﾞﾗ、ﾊﾞｰｸ、

ﾀﾞｽﾄ
可(相談) 200円/20L 発酵8か月 山口

24 牛 池田牧場(池田秀勝) 防府市沖今宿2-11-11 0835-21-3004 袋詰、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ、ﾓﾐｶﾞﾗ 可(相談) 6,000円/2t､3,000円/軽トラ 発酵6か月 山口

25 牛 賀屋牧場 山口市徳地柚木 0835-58-0428 袋詰 ｵｶﾞｸｽﾞ 相談
230円/袋(牧場販売価格)
300円/袋(運搬価格)

発酵6か月 山口

26 牛 ㈲船方総合農場 阿武郡阿東町徳佐1450-39 08395-6-0552 袋詰、バラ ﾊﾞｰｸ 可(別途料金)
320円/袋､12,000円/t
(運搬：60円/袋、500円/バラ1台)

発酵6か月 山口

27 牛 木原牧場（木原健次） 阿武郡阿東町大字徳佐上2478 08395-6-0865 バラ ﾜﾗ、ﾓﾐｶﾞﾗ 可(町内) 6,000円/ｔ　、散布料込み8,000円/t 発酵6か月 山口

28 鶏 （有）徳地ファーム 山口市徳地引谷 0835-56-0503 袋詰 無 否 60円/15Kg 発酵20日以上
※オーテック発酵機20日間処理

山口

29 鶏 篠目畜産環境整備組合 阿武郡阿東町篠目大野 083-955-0246 袋詰、バラ 無 可(別途料金) 4,500円/t、150円/袋(15kg) 強制機械発酵 山口

30 混合 社会福祉法人るりがくえん 山口市鋳銭司812-1 083-986-2064 袋詰 ｺｰﾋｰかす、米ぬか 可(相談) 1,000円/60L(20L＊3袋)、200円/10L 発酵4か月 山口

31 牛 JA山口宇部小野堆肥センター 宇部市小野区藤河内 0836-62-1236 袋詰、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ、ﾓﾐｶﾞﾗ 可(相談) 320円/15kg､7,000円/t 強制機械発酵 美祢

32 牛 梅岡牧場 山陽小野田市千崎小松尾台 0836-84-4702 袋詰、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ、ﾓﾐｶﾞﾗ 可(料金別) 350円/40L 発酵6～12か月 美祢

33 牛
麻生上肥育牛組合
(麻生上堆肥センター)

美祢市豊田前町麻生上 0837-52-0130 袋詰、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ、ﾓﾐｶﾞﾗ 可(相談) 300円/15kg､9,000円/2t 発酵4か月 美祢

34 牛 ㈲梶岡牧場 美祢市伊佐町河原782 0837-52-2606 袋詰、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ、ｶﾝﾅｸｽﾞ 可(料金別)
300円/40L､5,000～8,000円/t
（散布サービスあり）

発酵6か月以上(通気有) 美祢

35 牛 JA山口美祢堆肥センター 美祢市於福大字原字中野原 0837-52-1331 袋詰、バラ ﾓﾐｶﾞﾗ、豆腐粕 JA管内無料 300円/15kg､9,000円/2t 発酵6か月 美祢

36 牛
ギンチク牧場株式会社
(施設：㈲秋吉台肉牛ファーム内)

美祢市美東町牛ヶ窪
(㈲秋吉台ﾌｧｰﾑ内)

08396-2-1171 袋詰、バラ
ﾓﾐｶﾞﾗ、ﾊﾞｰｸ、

ﾀﾞｽﾄ
可(相談) 200円/20L､3,500円/t 発酵8か月 美祢

37 鶏 ㈲よしわエッグファーム 宇部市大字善和355-11 0836-62-0057 袋詰、バラ 無 可(相談)
200円/kg、3,000円/軽トラ(ｻｰﾋﾞｽ券あり)
数量が多い時には別途。ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ期間あり

発酵3～6か月 美祢

38 鶏 みづほ農産　万倉育成場 宇部市大字東万倉 0836-67-0105 袋詰、バラ ﾊﾞｰｸ 可(相談) 300～480円/袋､14,000円/2t 発酵8～10か月 美祢

39 鶏 みづほ農産　埴生分場 山陽小野田市大字埴生 0836-76-2878 袋詰、バラ ﾊﾞｰｸ 可(相談) 300～480円/袋､14,000円/2t 発酵8～10か月 美祢

40 鶏 ㈲志賀農産 美祢市美東町真名 08396-5-0377 袋詰 無 可(町内無料) 300円/15kg 強制機械発酵 美祢

41 鶏 秋南養鶏場 美祢市秋芳町岩永秋南 08376-2-0664 袋詰、バラ ﾊﾞｰｸ 可(相談) 480円/30L､14,000円/2t 発酵8～10か月 美祢

42 牛 株式会社　長州牧場 下関市員光河内町844 0832-48-3768 袋詰、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ、ﾊﾞｰｸ粉砕 否 250円/40L､6,250円/t 発酵4～6か月 下関

43 牛
菊川町堆肥化処理施設管理組合
（下関市菊川たい肥センター）

下関市菊川町久野556-17
0832-87-0233

（FAX083-287-0233）
袋詰､フレコン､
バラ

ﾉｺｸｽﾞ、ﾓﾐｶﾞﾗ、
ﾌﾟﾚﾅｸｽﾞ

町内可（町外要相談） 300円/15kg、3,000円/500kg、9,000円/2t 発酵4か月 下関

44 牛 田村拓也 下関市菊川町700-17 0832-87-2332 バラ ﾓﾐｶﾞﾗ、ﾌﾟﾚﾅｸｽﾞ 下関市内可 4,000円/t 発酵6か月 下関

45 牛 杉山謙二 下関市豊田町今出 0837-66-2276 袋詰 ｵｶﾞｸｽﾞ 片道30分以内可 300円/20kg 発酵4～6か月 下関

46 牛 豊田町グリーンファクトリー 下関市豊田町浮石 0837-66-1395
袋詰､フレコン､
バラ

ｵｶﾞｸｽﾞ、ﾓﾐｶﾞﾗ、
ｶﾝﾅｸｽﾞ

可
230円/13kg､12,000円/2t､3,500円/ﾌﾚｺﾝ
(いずれも運賃別途)

発酵5か月 下関

47 牛 林政幸 下関市豊田町殿敷 0837-66-1274 バラ ﾓﾐｶﾞﾗ 片道60分以内可 2,500円～/t 発酵4～6か月 下関

48 牛 嶋屋康男 下関市豊田町今出 0837-66-2279 袋詰、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ 片道30分以内可 330円/15kg､6,000円/t 発酵12か月 下関

49 牛 岸田道夫 下関市豊北町滝部5687-2 0837-82-1180 袋詰、バラ ﾓﾐｶﾞﾗ 片道60分以内可
200～300円/20L
5,000～10,000円/2tﾀﾞﾝﾌﾟ

発酵6か月 下関

50 鶏 ㈲上野養鶏場 下関市豊北町阿川河内3294 0837-86-1220 袋詰(15㎏) 無 近距離（10～15km）散布 250円/15kg 発酵3か月 下関

51 鶏 ㈲木下ファーム 下関市豊北町神田大久保3673 0837-86-0192 袋詰、バラ 無 近距離可 200円/20L 発酵2か月 下関

52 牛
長門大津農業協同組合
(施設：日置こだわり堆肥組合)

施設：長門市日置中稼木2983-
72

0837-22-3170 袋詰、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ JA管内可
350円/15kg、町内：5,000円/ｔ、
JA管内：7,000円/t

発酵6か月以上 長門

53 牛 三宅畜産 長門市油谷河原268 0837-32-1986 袋詰、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ、ﾓﾐｶﾞﾗ 県西部地区可 300円/25ｋｇ、6,000円/2t(運賃別) 発酵2か月以上 長門

54 豚
三隅家畜糞尿利用組合
(三隅中地区堆肥センター)

長門市三隅中市 0837-43-0332 袋詰、バラ ﾊﾞｰｸ 県内可 220円/12kg、市内6,000円/4m3 発酵6か月 長門

55 豚 三隅未利用資源活用組合 長門市三隅上滝坂 0837-43-1781 袋詰、バラ ﾊﾞｰｸ、ｵｶﾞｸｽﾞ 県内可 270円/40L、7,000円/4m3 発酵6か月以上 長門

56 鶏 深川養鶏農業協同組合(環境保全課) 長門市油谷角山262 0837-32-2781 袋詰、ペレット 無 県内可 袋詰(ﾏｯｼｭ)100円/15kg、ﾍﾟﾚｯﾄ230円/15kg 強制機械発酵 長門

57 牛 西村牧場(西村清) 萩市大字山田567 0838-27-0130 バラ ｶﾝﾅｸｽﾞ、ﾓﾐｶﾞﾗ 片道1時間以内可 2,000円/ｔ 発酵6か月 萩

58 牛 無角和種振興公社堆肥センター 阿武郡阿武町大字福田上 08388-2-3114 袋詰め、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ 片道30分以内可 300円/25L、4,500円/t 発酵6か月 萩

59 牛 小川肉用牛生産組合堆肥センター 萩市大字中小川3143 08388-8-5060 袋詰、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ 管内可 326円/15kg､3,650円/t（税込み） 発酵6か月 萩

60 牛 JAあぶらんど萩吉部堆肥センター 萩市大字吉部下2226-1 08388-8-5060 袋詰、バラ ﾓﾐｶﾞﾗ 管内可 2０0円/15kg、6,000円/t 発酵6か月 萩

61 牛 JAあぶらんど萩高俣堆肥センター 萩市大字高佐上1459-1 08388-8-5060 バラ ﾓﾐｶﾞﾗ 管内可 6,000円/t 発酵6か月 萩

62 牛 JAあぶらんど萩佐々並堆肥センター 萩市大字佐々並4529 0838-56-0122 袋詰、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ 片道30分以内可 385円/25L､5,000円/t 発酵6か月 萩

63 牛 農事組合法人長沢台生産組合 萩市大字紫福2868-10 0838-53-0441 袋詰、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ､ﾓﾐｶﾞﾗ 管内可 280円/15kg､6,300円/2t（税込み） 発酵6か月 萩

64 牛 JAあぶらんど萩木間堆肥センター 萩市大字山田732－7 0838-26-8505 袋詰、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ 管内可 340円/15kg､4,500円/t 発酵４～6か月 萩

65 豚 ㈲鹿野ファーム(阿武農場) 阿武郡阿武町福賀 08388-5-0566 バラ ｵｶﾞｸｽﾞ＋ｺｰﾋｰ粕 相談による 4,000円/2t（税込み） 発酵6か月 萩

66 豚 ㈲小野養豚(小野俊治) 萩市大字吉部下 08388-6-0959 袋詰、バラ ｵｶﾞｸｽﾞ 片道100km以内可 250円/20kg､4,000円/t 発酵6か月 萩
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