
第２回ダンボールコンポスト講習会報告
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ダンボールを使って生ごみをリサイクル！
市民モニターを対象とした第2回のダンボールコンポスト講習会を、1月19日(日)・22日(水)の両日、市

内4会場で開催しました。

モニターのみなさんがダンボールコンポストを使い始めて約1ヶ月が経過しました。今回の講習会の最大の

目的は、現時点での不安や疑問の解消です。

まずは、少人数のグループに分かれて、体験談や感想、不安なことや分からないことなどを話し合いました。

「じゃあ、まずダンボールコンポストに投入したものを書き出してみましょうか。」

出るわ、出るわ。野菜くずから果物の皮、残飯やシシ肉といったものまで。やはり土地柄「ミカンの皮」は、

この時期よく出るようですね。

「キャベツの芯とかはなかなか分解せんねぇ。」

「やっぱり小さく切ったほうが分解するのも早いわい。」

ふせんを1枚1枚貼るごとに、みなさんも打ち解けていきます。
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担当職員も、自らのダンボールコンポスト体験と照らし合わせながら、モニターのみなさんと意見を書き出

していきます。

「みなさん嫌な臭いとかしないですか？」

「ほとんど気にならんよ。」

講師は前回に引き続き津島町『山本牧場』の山本幸裕さんです。

「先生、魚のワタ入れたら次の日にはホッカホカになったんよ。」

「そうですか！」

「それから混ぜるのが楽しくなってきてなぁ。」

最初は混ぜるのが面倒だと思っていた方も、微生物の力に驚いたようです。

また、別のモニターさんは、

「廃油を大量に投入したら60℃ぐらいまで温度が上がってしまって…」

「60℃ですか！？」

「生ごみの分解も進んだけど、臭いもたくさん出て大変でした。ダンボールもフヤフヤになってしまったか

ら交換したんです。」
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「それだけ微生物が活発にはたらくと、発酵の臭いも一気に出ますし、水分もたくさん蒸発するからなんで

すよ。」

これも微生物による分解だからこそですね。ダンボールを交換すればまた始められますし、臭いも2～3日

すれば収まったそうです。

毎日ダンボールコンポストに投入した生ごみを計量していたモニターさんは、点検手帳を見ながら電卓をは

じきます。

「私、どんだけ生ごみ入れたんやろね？あっ、結構たくさん入れたんやね。」

1ヶ月で約17kgもの生ごみをダンボールコンポストで処理できたモニターさんもいました。生ごみ減量チ

ャンピオンです！

さて、そろそろできあがってきましたね。
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それでは、各グループで出た意見を発表してもらいます。

みなさん、マイクを渡されると饒舌に体験談を語られました。

○ダンボールコンポストに投入したもの、投入しなかったもの
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○置いている場所

○家族の反応

○体験したこと、感じたこと

○ダンボールコンポストのメリット・デメリット

○電動式生ごみ処理機や畑に置くコンポストと違うところ

○講師の先生に聞いてみたいこと

など、たくさんの意見を出してもらいました。

（詳しくは「第2回ダンボールコンポスト講習会ワークショップまとめ」参照）

目に見える変化としては、

「ごみ袋が軽くなった。」

「可燃のごみ袋のサイズが、大きいもの（45L）から小さいもの（20L）に変わった。」

といったものがありました。

中には心境や生活習慣にも変化が起こってきているモニターさんがおられたことが印象的でした。

「生ごみを捨てている感覚から、堆肥を育てている感覚に変わってきた。」

「なるべく生ごみを出さないためにどうすればよいか考えるようになってきた。」

その結果、

「調理するときに、なるべく生ごみが出ないように下ごしらえするようになった。」

「前は捨てていた部分も、調理を工夫して食べるようになった。」

など、手間がかかるがゆえに起きる変化があったようです。

各グループの発表を聞いて、講師の山本さんに講評や質問の回答をいただきます。
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山本さんでも聞いたことないような意見が飛び出したみたいです。

みなさんメモを取りながら真剣に話を聞いておられました。

最後に、モニターのみなさんが持ち寄った基材を山本さんに点検してもらいます。

「もう少し水分があったほうがいいですね。」といった意見をもらって帰られました。

総評の中で山本さんは、「何でも『手軽さ』の中からは学ぶことができない。」とおっしゃい

ました。

今回の講習会で最も多くいただいた意見が「面倒くさい。」です。

○分解しにくいものを分けないといけない。

○生ごみを小さく切って分解しやすいようにしないといけない。

○水気を切らないといけない。
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○度々混ぜないといけない。

ダンボールコンポストは他の生ごみ処理と比べて、確かに手間がかかります。

しかし、微生物の声に耳を傾けながら、決して手軽ではないそれらの手間が楽しみに変わったとき、自分の

心境や生活習慣まで変わっていたことに気が付くのです。

さて、次の講習会ではどんな意見が飛び出すでしょう。

次回は、来月から再来月にかけて、

○その後の経過報告

○堆肥化（二次発酵）の方法

○畑やプランターへの施肥の方法

などを中心に開催します。
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➊こんな生ごみ入れたよ！ 

野菜くず ニンジン キャベツ ネギ 水菜 

 白菜 大根 キュウリ かぼちゃ 

 ブロッコリー ニラ ジャガイモ さつまいも 

 ナス ごぼう ほうれん草 里芋 

 山芋 アボカド 春菊 カブ 

 とうもろこし れんこん チンゲンサイ 小松菜 

 タマネギ レタス トマト ニンニク  …etc

果物くず ミカン キウイ 洋梨 メロン 

 パイナップル りんご バナナ ゆず 

 ブルーベリー レモン 梨 ブドウ   …etc

きのこ類 しめじ しいたけ まいたけ えのき 

穀類 白米 パン ラーメン 酒かす 

肉類 鶏肉 シシ肉 牛肉 豚肉 

 脂身 ハム   

海産物 魚（頭、内蔵、骨、皮） 昆布 しらす 

 イリコ ワカメ エビの殻  

豆類 豆腐 油揚げ 味噌汁 ピーナッツ 

 黒豆 コーヒー殻   

その他 お茶殻 卵の殻 残飯 シーチキンの油 

 油かす 廃油 米ぬか  

 

 

➋これって入れてもいい？ 

■古くなった豆腐 ■生肉・脂身 ■きのこ類の石づき 
■古くなったご飯 ■腐りかけのもの ■フライパンに残った調理用油

■食べ残しのおかず ■カビが生えているもの ■海藻 
全部ＯＫ！ただし、ご飯や麺類など、炭水化物は温度が上がりやすい反面、コナダニがわきやすいので

注意が必要。（夏場は特に） 
 

 
➌捨てずに入れよう！ 

■シーチキンの油 排水口に流すと環境負荷がかかる。分解促進にもなるので是非コンポストに入

れよう。 
■コーヒー殻 
■お茶殻 

消臭効果もあるので、これらは容器にとっておいて、特に臭いが気になるとき

に入れてみよう。 
■柑橘類の皮 分解に時間がかかるものではあるが、コンポスト内もほんのりさわやかな香り

になるかも。 
■海藻類 堆肥化して肥料として使った場合、海藻に含まれるミネラル分が作物によい影

響を与えることも。 
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➍これってどうなの？ 

質   問 回     答 

なかなか温度が上がらないの

だが？ 

外気温が低いと、どうしても微生物の活動がにぶくなるため、温度

は上がりにくい。そのため臭いが特に気にならないようであれば、

室内に置くことが望ましい。コンポスト内の温度が外気温プラス

5℃ぐらいあれば十分で、15℃前後でも分解が進んでいるようなら、

特に温度を気にすることもない。米ぬか、廃油、魚のワタなどを入

れれば発酵が進むため温度が上がる。 

分解が遅い気がするのだが？ 生ごみの分解を促進するためには、微生物が活動しやすい温度と水

分量が必要。水分量が足りないようなら、米のとぎ汁をしっとりす

る程度混ぜると効果的。 

適度な水分量が分からない。 基材を握ったら固まるが、はたくと手に残らない程度。 

油、米ぬかの 1回あたりの投入

量は？毎日入れるのか？ 

毎日ではなく分解が進んでないないと感じたときに入れる。目安と

して米ぬかなら片手でつかむほど、廃油ならひとまわし程度。温度

を上げたい（発酵を促したい）場合は、それより大目に入れてみる

とよい。ただし、入れ過ぎると温度の上昇とともに発酵臭が発生し、

一気に水分が蒸発するため、ダンボールがフヤフヤになるので注意

が必要。 

温度を上げるには廃油と米ぬ

かどちらがよい？ 

どちらでも構わないが、基材の水分量が少ない場合は廃油、多い場

合は米ぬかを入れるとよい。 

基材交換のタイミングは？ 入れる生ごみの量や種類にもよるが、概ね３ヶ月程度。水分が多く

なり、ダマダマになってきたら交換の時期。 

ダンボールの交換のタイミン

グは？ 

フヤフヤになったら気にせず交換する。そのときは 2重になってい

るもの・混ぜやすいものを選ぶ。 

米ぬかがなくなったのだが？ 精米コーナーによっては、ぬかも持ち帰れるところがある。家庭用

精米機もそれほど高価なものでもなくなってきたので、家庭で精米

するのもよい。 

1 日にどのぐらいの量の生ごみ

を入れてよいか？ 

この基材の量だと 500g ぐらいを目安に。500g を超えるとダメだと

いうものではない。多めに入れた日の翌日は少し投入量を減らすな

ど、コンポストに負荷をかけすぎないようにすると長く使える。 

基材の表面に白いカビが張っ

たのだが大丈夫か？ 

分解の初期段階の症状。これは好気性菌で、それから分解が進む証

なので心配せずに混ぜてよい。 

投入しない日は混ぜなくても

よいか？ 

生ごみを入れなくても、混ぜて空気を含ませてあげたほうが分解が

進む。2～3 日混ぜなかったからといって微生物が死ぬわけではな

く、再び生ごみを入れて混ぜ始めると分解が進む。 

水分が多すぎるときはどうし

たらよいか？ 

生ごみの投入を控えて 2～3日混ぜるだけにしてみる。また、おがく

ずは水分を吸ってくれるので、手に入る場合は水分調整材として使

うとよい。 

分解せず残っている生ごみは

取り除いたほうがよいのか？ 

堆肥化するときに固形物はふるいに掛けて取り除けばよいので、生

ごみの投入を続けている間はそのまま放置しておいてもよい。 
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➎どこに置く？ 

台所、玄関、土間、納戸、縁側、階段下、車庫、軒先・ベランダ（雨に濡れない場所）など 

■家庭の事情に応じて置く場所は決めていい。 

■外気温が低いと分解も遅くなる。 

■虫の発生を抑えたいのであれば、なるべく室内に置いたほうがよい。（夏場は特に） 

■臭い（発酵臭）が不快に感じたら、無理せず屋外の通気のよい場所に移動する。2,3 日もすれば臭

いも収まる。 

 

 

➏意見・感想 

＜ダンボールコンポストについて＞ 

■思っていた以上に臭いが少ない。 

■大きい野菜くずなどは分解が遅い。なるべく小さく切った方が分解が早い。 

■当初、家族は「室内に生ごみを置いておくなんて…」と反対だったが、臭いがほとんどなく虫もわ

かないため、協力的になった。 

■１ヶ月で 17kg の生ごみを減量できた。 

■グループで始めたことで、分からないことや不安なことも相談できる。 

■講習会に参加して、自分の家庭以外のコンポストの状態を知ることができてよかった。 

■初めは混ぜるのがおっくうだったが、温度が上がったときに感動し、楽しみに変わった。 

■生ごみの水分を飛ばしてから投入するよう心掛けたい。 

 ■ダンボールコンポストの上に、バーベキュー用の金網を乗せると、上に物も置けて便利。 

 ■１人でも多くの人に、こういった生ごみ処理の方法があることを知らせていきたい。 

 ■生ごみをたくさん入れても、ほとんど嵩が増えないことに驚いた。 

 ■動物対策としてコンテナでダンボールを囲っている。（屋外に置いている場合） 

 ■臭いの出そうなものは別に処理をしている。 

 ■今後も続けていきたいので、基材が手に入りやすいよう配慮してほしい。 

 ■基材の状態がサラサラよりは、若干しっとりしているほうが分解が早い。 

 ■用途に応じて、その他の生ごみ処理製品と併用して使うといい。 

■混ぜるのに結構な力がいる。（重くなればなるほど。） 

→家族に協力してもらおう。温度が上がってほんのり温かくなると楽しいもの。混ぜてもらうこと

で微生物による生ごみの分解を体験してもらうと意識も変わってくる。手伝ってもらった後は

「さすが！あなたが混ぜると温度が上がるし助かるわ。」と褒めることも忘れずに！ 

■面倒くさい。（毎日混ぜるのが、生ごみを細かくきざむのが、水分を切るのが、分解できないもの

や種などを分別するのが、点検手帳をつけるのが） 

  →無理をしない。10 出る生ごみを 10 減らそうと思うと大変。個人個人ができる範囲で生ごみを減

らすことの方がもっと大事。1 日 1 回混ぜ、生ごみを細かくきざんだ方が分解が早く、基材も長

く使えるというだけのこと。手帳付けもできる範囲内でよいが、自分の家庭の生ごみをどのぐら

い減量できたかを知ることは、きっと励みにもつながるはず。 

■ダンボールが深くて混ぜづらい。 

  →自分が混ぜやすいものを用意してもよい。 
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 ■臭いでネズミや猫が寄ってこないか心配。 

  →なるべく生ごみが表面に見えないように基材を被せよう。屋外に置く場合は囲いをするなどの工

夫を。 

■花いっぱい運動の肥料に使いたい。 

 

＜ごみ出しについて＞ 

■ごみ袋が軽くなって助かる。 

■年末年始にかけて、ごみ収集が休みになるので、家から生ごみが出ないだけで随分楽になった。 

 ■可燃ごみを出す回数が減った。 

 ■可燃のごみ袋が（大）から（小）に変わった。 

■ごみ出しの日まで、ごみ箱やシンクからしていた生ごみの臭いが解消された。 

 ■みんながこの取り組みを始めれば、ごみステーションが衛生的になるのではないか。 

 

＜感じた変化＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

➐他の生ごみ処理と比べてみて 

＜電気式生ごみ処理機＞ 

メリット デメリット 

■騒音がない。 

■電気代や処理剤などのランニングコストがか

からない。 

■混ぜる、小さく刻むなどの手間がかかる。 

■入れていいものと悪いものを分別する手間が

かかる。 

 

＜コンポスト＞ 

メリット デメリット 

■わざわざ畑まで行かなくていい。 

■虫がわかない。 

■経費がかからない。 

■臭いが少ない。 

■混ぜる、小さく刻むなどの手間がかかる。 

■入れていいものと悪いものを分別する手間が

かかる。 

 

 

➑ダンボールコンポストのいいところ 

■畑がなくても生ごみの処分ができる。 

■できあがった堆肥を活用できる。 

■生ごみを捨てている感覚から、堆肥を育てている感覚に変わってきた。 

■生ごみをなるべく出さないように心掛けるようになった。 

■調理するときにも捨てる部分を少なくするようになった。（野菜の皮はなるべく薄く切ろう。） 

■前は捨てていた部分も、調理を工夫して食べるようになった。（小魚の骨は油で揚げておつまみに。）

■生ごみを細かく切るのが面倒くさいので、できるだけ食べるように心掛けるようになった。（野菜

のヘタぎりぎりまで食べるようにしよう。） 
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■費用負担が少ない。 

■台所に置けて生ごみの処分が楽チン。 

 

 

➒ダンボールコンポストを広めるには？ 

 ■広報うわじまで宣伝する。 

 ■マスメディアを使って情報を発信する。 

 

 

➓こんなオモシロ意見も 

■フードプロセッサーで細かく刻むと分解も早い。 

  →特に魚の頭や骨などを入れるときは効果大かも。 

■お米を入れる袋でやってみたらどうだろうか？ 

→できるかどうか実験してみよう。 

 

 

講師ひとこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回はグループワーク形式で意見や質問を出してもらい、ほかの受講者の話を聞きながら、笑い

を交えた楽しい講習会になりました。 

受講者の中には、「生ごみを捨てずに、これだけの量をコンポストに入れたよ！」とみんなが驚

く量を分解できていたり、「生ごみをコンポストに入れる際に、こんな工夫をしている。」と、私も

唸るような工夫をされたりしている受講者もおられました。 

また、各自コンポストの基材を持ってきてもらい確認させてもらったところ、「温度や水分の状

態が聞けてよかった。」と安心されたようです。 

 

 ●「楽しみながら続ける」こと 

ダンボールコンポストを続ける上で大事なことは、「楽しみながら続ける」ことです。この講

習会でダンボールコンポスト仲間も増え、世代を超えて、みんなと安心して進めていければと思

っています。 

 

●「生ごみを簡単に燃えるごみとして出さない！」こと 

この講習をきっかけに、ごみのことをもう少し考えてみましょう。 

 

●「お子さんやお孫さんに伝えてほしい」こと 

  本当に大事なことは手軽さでは教えられません。みなさんもたくさんの人生経験がお有りだと

思います。「てまひま」をかけてこそ、学ぶべきことや、次の世代に伝えていくべきことがある

と再確認できたのではないでしょうか。 

 

 では、第 3回のダンボールコンポスト講習会をお楽しみに！ 

  山本 幸裕 
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宇和島会場 

 

三間会場 

 

吉田会場 
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津島会場 

 

 

  

 


