
西部地区のたい肥生産供給者一覧 島根県たい肥利用マップ

番号 所在地 氏名・名称 住所 電話番号 堆肥の種類 堆肥価格
配送サービス
（区域、配送料）

ほ場散布サービス
（散布料）

1 大田市 福間聖治 大田市山口町山口1590番地 0854-86-0437 牛糞堆肥
・袋詰め:あり
・バラ:2,000～4,000円/t
（価格は相談に応じます）

あり
配送料は相談に応じます

8,000円/10a
（散布料は相談に
応じます）

2 大田市 ㈲島根農場 大田市朝山町朝倉2159番地8 0854-85-7351 牛糞堆肥
・バラ:2,000円/t
（価格は相談に応じます）

あり
配送料は相談に応じます

3 大田市 ㈲大谷牧場 大田市朝山町朝倉731番地 0854-85-7430 牛糞堆肥

バラ:2,000～4,000円/2t
＜牧場に取りに来られる方＞
・自分で袋詰めされれば無料
・車に直接積み込む方：1,000円/2tダンプ
（価格は相談に応じます）

大田市内、出雲市、仁摩町
堆肥価格に込み

4 大田市
認定NPO法人緑と水
の連絡会議

大田市大田町大田イ376番地1 0854-82-2727
草木灰（木質バイ
オマス焼却灰）

・バラ、袋詰め:価格は相談に応じます
（大口は対応しかねる場合もあります）

相談に応じます

5 大田市 ㈲中山農場 大田市川合町川合2263番地 0855-75-0335 牛糞堆肥 ・バラ:4,000円/2t
片道30分以内
1,000円/2t

6 大田市 竹下弘 大田市大森町イ913番地 0854-89-0937 牛糞堆肥
・バラ:5,000円/2t車1台
（取りに来られる方の価格は相談に応じます）

あり
堆肥価格に込み

相談に応じます

7 大田市 清野健也 大田市大代町新屋1656番地2 0854-85-3535 牛糞堆肥 ・バラ:2,000円/軽トラック1台
大田市大代町内
堆肥価格に込み

8 大田市 (農)吉浦牧場 大田市温泉津町福光ハ1510番地1 0855-65-2821 牛糞堆肥
・バラ:1,000円/㎥（税抜）
（価格は相談に応じます）

相談に応じます

9 大田市 金原榮保 大田市温泉津町井田イ715番地 0855-66-0831 牛糞堆肥
・袋詰め：25～30kg/a
・手詰め300円
・バラ:2,000～2,500円/t

地区内
堆肥価格に込み

近隣の場合応じる
ことができます

10 美郷町 山興緑化㈲ 邑智郡美郷町小松池320番地 0855-77-0035 バーク堆肥
・袋詰め:350円/20kg
・バラ:5,000円/t

相談に応じます
あり。

散布料は相談に応
じます

11 川本町 邑智郡森林組合 邑智郡川本町大字因原66番地 0855-72-0277 木質系堆肥
・袋詰め:400円/15kg
・バラ:4,600円/ｔ

相談に応じます 相談に応じます

13 邑南町 森原孝文 邑智郡邑南町日和2533番地2 0855-97-0439 牛糞堆肥 ・バラ:価格は相談に応じます 相談に応じます

14 邑南町 坂根繁樹 邑智郡邑南町日和1433番地 0855-97-0371 牛糞堆肥
・袋詰め:あり
・バラ:1,250円/ｔ
（価格は相談に応じます）

相談に応じます 2,500円/ｔ

牛糞・鶏糞堆肥
・袋詰め:330円/15kg
・バラ:5,832円/t

管内堆肥価格に込み 1,620円/ｔ

豚糞堆肥
・袋詰め:330円/15kg
・バラ:5,832円/t

管内堆肥価格に込み 1,620円/ｔ

バーク堆肥
・袋詰め:330円/15kg
・バラ:6,480円/t

管内堆肥価格に込み 1,620円/ｔ

16 邑南町 田中功 邑智郡邑南町岩屋1247-11番地 0855-83-0772 牛糞堆肥
・バラ:3,000円/ｔ（販売は2t以上から承ります。）
（4t以上は行政から助成有り、畑作や野菜は1,000円
/tの助成有り）

邑智郡内
堆肥価格に込み

ﾏﾆｱｽﾌﾟﾚｯﾀﾞｰ利用
の場合:15,000円/4ｔ

17 江津市 ㈲マルナガファーム 江津市敬川町2302番地2 0855-53-1166 豚糞堆肥
・バラ:3,000円/2ｔ車
（価格は相談に応じます）

15km以内（相談に応じます）
配送料は相談に応じます

19 浜田市 (福)いわみ福祉会 浜田市金城町七条イ986番地28 0855-42-2202 乾燥鶏糞
・袋詰め:300円/15kg
（相談に応じます）

浜田、江津圏域：500円
相談に応じます
（1回24袋まで）

20 浜田市 ㈲島根ポーク 浜田市金城町七条イ986番地1 0855-42-1679 豚糞堆肥
・袋詰め:350円/12kg
・バラ:2,000円/㎥
（農場渡し）

運搬なし
宅配又はチャーター便での

実費

21 大田市 ㈱農援隊清滝牧場 大田市久手町刺鹿981 0854-84-0203 牛糞堆肥 ・バラ：1,500円/t
大田市内

3,000円/2tダンプ（堆肥代込
み）

平成29年度より散
布可能

15
島根県農業協同組合
島根おおち地区本部

邑智郡邑南町下田所277番地 0855-95-0152邑南町

1/2 （H30.03更新）



西部地区のたい肥生産供給者一覧 島根県たい肥利用マップ

番号 所在地 氏名・名称 住所 電話番号 堆肥の種類 堆肥価格
配送サービス
（区域、配送料）

ほ場散布サービス
（散布料）

22 浜田市
島根県農業協同組合
いわみ中央地区本部
弥栄肥育センター

浜田市弥栄町大坪615番地1 0855-48-2227 牛糞堆肥 ・バラ:4,000円/t（配送込み･税抜） 1,000円/ｔ
1,500円/10a（別途
回送料あり）

23 益田市 ㈱松永牧場 益田市種村町イ1780番地1 0856-27-1341 牛糞堆肥

・袋詰め:200円/50L
・バラ:1,500円/t
（価格は、取りに来られた場合）
（相談に応じます）

あり
配送料は相談に応じます

24 益田市
(農)益田市堆肥セン
ター

益田市市原町イ678番地12 0856-28-1635 牛糞堆肥
・袋詰め:310円/18kg（税別）
・バラ:4,000円/t、7,000円/t（税別）

ＪＡ西いわみ地区本部管内
500円/台（税別）

水田のみ
3,000円/10a（税別）

25 益田市 ㈱椋木畜産 益田市虫追町イ451番地1 0856-23-5420 牛糞堆肥
・袋詰め:300円/20L
・バラ:13,000円/t

益田市内
堆肥価格に込み

27 美郷町 ㈲島根ファーム 邑智郡美郷町枦谷374 0855-77-0265 牛糞堆肥
・バラ:2,000円/t
（相談に応じます）

美郷町・川本町・大田市・出
雲市西部地区

その他の地域相談に応じま
す。

相談に応じます

28 大田市 川村孝信 大田市三瓶町志学ロ250 0854-83-2601 牛糞堆肥
・バラ:2,000円～/t
（相談に応じます）

市内2,000円～5,000円（堆肥
代金含む）

相談に応じます
29 大田市 ㈲旭養鶏舎 大田市波根町221-1 0854-85-8421 鶏糞ペレット ・相談に応じます 相談に応じます

2/2 （H30.03更新）


