
※ 数字は別表「家畜ふん堆肥
供給者リスト」の番号です。
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1  阿部嘉寿一牧場 新潟市江南区横越東町
2 二野宮公和 新潟市江南区沢海

3 フォレストファーム
代表　森口 巌

新潟市秋葉区東金沢

4 栄町家畜ふん尿処理組
合堆肥センター

三条市若宮新田

5 村山　喜隆 三条市貝喰新田
6 鎌田養鶏（株） 柏崎市西山町鎌田
7 川西有機センター 十日町市木落

8 神林有機資源リサイク
ルセンター

村上市松沢

9 田巻　敏秀 燕市早稲田
10 （有）ツバメファーム 燕市道金
11 桐生信幸 五泉市下大蒲原

12 キムラファーム
（木村晴夫）

五泉市論瀬

13 阿賀野市グリーンアク
アセンター

阿賀野市六野瀬

14 （有）あじさい野牧場
発酵施設

阿賀野市六野瀬

15  長畝生産組合堆肥センター 佐渡市新穂潟上
16 魚沼市有機センター 魚沼市吉水
17 黒川堆肥センター 胎内市宮久

18 聖籠町高品質堆肥製造
施設「ゆうきの里」

聖籠町大字真野

19 株式会社良寛堆肥センター 出雲崎町滝谷
20 （株）橋本畜産 弥彦村大字村山

 番号        氏 名･法人名  所在地 ･ 住所



令和３年９月現在
熟度 供給形態   運搬ｻｰﾋﾞｽの有無と料金（円）

畜種 副資材の種類 (生・半熟・完熟) (ﾊﾞﾗ､袋詰等) 有・無 料金

1  阿部嘉寿一牧場 新潟市江南区横越東
町2-25-5

電話･FAX: 025-385-
2890
携帯: 080-5649-
2782

乳牛 もみ殻 300 完熟  バラ 有
500円～2ｔ車１台
距離により異なる
（税込）

バラ堆肥　7,000円/ｔ
フレコン堆肥　6,500円/㎥
小袋　550円/10㎏（税別）

2 二野宮公和 新潟市江南区沢海2907 電話:025-385-3105 乳牛 もみ殻 200 完熟 バラ 有 販売価格に含む 成分分析あり バラ堆肥　2,000円/2ｔ車1台
　　　　　4,000円/4ｔ車1台

3 フォレストファーム
代表　森口 巌

新潟市秋葉区東金沢
109

携帯: 090-4372-
3449
E-mail:
rheinkraf.isyk@iclou
d.com

乳牛 もみ殻 350 完熟 バラ 有 販売価格に含む 成分分析あり
バラ堆肥3,750円/ｔ
フレコン堆肥1,500円
/400kg

4 栄町家畜ふん尿処理組
合堆肥センター

三条市若宮新田字南
郷85

TEL: 0256-45-2228
携帯: 080-6632-
1022

乳牛 もみ殻 200 完熟 バラ 有 販売価格に含む 成分分析あり 組合員　3,300円/t
員外　　3,850円/t

5 村山　喜隆 三条市貝喰新田2338
電話･FAX: 0256-45-
2228
携帯: 080-6632-
1002

乳牛 もみ殻 200  半熟 バラ 有 販売価格に含む 成分分析あり バラ堆肥　5,000円/2t車
1台（運賃込）

6 鎌田養鶏（株） 柏崎市西山町鎌田127
番地

電話: 0257-45-2476
FAX: 0257-45-3124 鶏 食品残渣 900 完熟 小袋 有  50円/15kg袋（税込) 成分分析あり

バラ堆肥　4,500円～/2ｔ
車1台（運賃込）
小袋堆肥（地元JAで販売）

7 川西有機センター  十日町市木落18-2
TEL: 025-768-2008
E-mail:
kawa-
yuki@chime.ocn.ne.jp

 豚    廃菌床生ごみもみ殻 600 完熟 バラ、小袋 無 成分分析あり

フレコン堆肥2,650円
/400kg
バラ堆肥　5,250円/1t
小袋堆肥　420円/15kg

8 神林有機資源リサイクル
センター 村上市松沢1097-34 TEL: 0254-60-1680

FAX: 0254-60-1681
豚、
乳牛

もみ殻 1,400 完熟 バラ、小袋 有 販売価格に含む 成分分析あり

フレコン堆肥要確認/散布用
バラ堆肥4,400円/2t車1（運賃
込）
バラ堆肥　1,100円/軽トラ1台
（引取価格）

9 田巻　敏秀 燕市早稲田306-2
電話･FAX: 0256-98-
4618
携帯: 090-3333-
7415

乳牛 もみ殻 297 完熟 バラ 有 販売価格に含む 成分分析あり
フレコン堆肥4,180円/500kg
バラ堆肥　4,800円/1t
小袋堆肥　450円/15kg

10 （有）ツバメファーム 燕市道金字中曽根736 電話: 0256-64-2732
FAX: 0256-66-0770 鶏 もみ殻 要相談 完熟 バラ 無 成分分析あり バラ堆肥10,000円/2t車1

台（運賃込）

11 桐生信幸 五泉市下大蒲原1262-2

電話･FAX: 0250-58-
4551
携帯: 080-5012-
4073

 乳牛
ワラ、
もみ殻

1550～
1800 完熟 2ｔダンプ 有 販売価格に含む

農場渡し：バラ堆肥3,000円
/2t車1台
バラ堆肥1,000円/軽トラ1台
（税込）

12
キムラファーム
（木村晴夫） 五泉市論瀬6363 電話･FAX: 0250-43-

4036 鶏 もみ殻  90
完熟
半熟

小袋完熟
(店頭販売)

バラ半熟
有 要相談 運賃込み：バラ堆肥　5,000

円/2t車１台　（税込）

13 阿賀野市グリーンアクアセ
ンター 阿賀野市六野瀬763 TEL: 0250-68-2600

FAX: 0250-68-2935 乳牛 もみ殻 4,000 完熟 バラ、袋詰め 有 距離による 成分分析あり
運賃込み：バラ堆肥/5,000円
（旧新津地区） 、6,000円
（隣地区）/2t車１台（税込）

14 （有）あじさい野牧場発
酵施設

阿賀野市六野瀬2115-1 TEL: 0250-68-2646 乳牛 オガクズ 5,110 半熟 バラ 無 成分分析あり 運賃込み：2,500～6,000円
/2ｔ車1台　(税込)

15 長畝生産組合堆肥セン
ター 佐渡市新穂潟上 TEL: 0259-22-3727 肉牛 もみ殻 45 半熟 バラ 有 販売価格に含む 成分分析あり 農場渡し：小袋500円（税

込）/約8㎏小

16 魚沼市有機センター 魚沼市吉水2184番地

TEL: 025-794-6688
FAX: 025-794-6689
E-mail:
nousei@city.uonum
a.lg.jp

乳牛、
豚

もみ殻 2,500  完熟 バラ、
小袋 有 市内バラ堆肥

100円（運賃）/1t 成分分析あり 運賃込み：バラ5,000円/2t車1
台　（税込）

17 黒川堆肥センター 胎内市宮久151

ＪＡ胎内市営農指導
課
TEL: 0254-43-3140
胎内市農林水産課
TEL: 0254-43-6111
FAX: 0254-43-6979
E-mail:
nourinsuisan@city.t
ainai.lg.jp

肉牛、乳
牛、豚

 もみ殻、オガクズ 2,400 完熟 バラ、フレコン 有

フレコン1本当り
　市内440円
　近隣880円
バラ1ｔ当り
　市内1,100円
　近隣2,200円

成分分析あり
運賃込み：バラ6,600円/2t車1
台（3.6㎥)
農場渡し：バラ5,000円～
5,500円/2t車1台（税込）

18 聖籠町高品質堆肥製造
施設「ゆうきの里

北蒲原郡聖籠町大字
真野1774番地1

TEL: 0254-27-3770 乳牛 もみ殻 1,160 完熟 ダンプ 有 販売価格に含む 成分分析あり 運賃込み：バラ4,000円/2t車1
台（税込）

19 株式会社良寛堆肥セン
ター

三島郡出雲崎町滝谷
字安楽1122

TEL: 0258-78-3105
FAX: 0258-78-3117 乳牛 もみ殻 963

完熟
バラ、小袋 有 販売価格に含む 成分分析あり 農場渡し：袋　50円/20㎏袋

（自分で詰める場合）（税込）

20 （株）橋本畜産
弥彦村大字村山字浦
田
893

電話･FAX: 0256-94-
3632
携帯: 080-5441-
8597

豚 もみ殻 要相談 半熟 バラ 有 販売価格に含む 成分分析あり 農場渡し：150円/15kg袋
（税込）

連絡先 (電話番号、
Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ等) 販売価格番号 氏名･法人名 所在地 ･ 住所

主な原材料
たい肥成分供給可能量(t/年)


