
第３回ダンボールコンポスト講習会報告

P.1

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3回のダンボールコンポスト講習会を、2月26日(水)・3月2日(日)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3ヶ月が経過しました。

そろそろ基材の水分も増えて生ごみの分解も遅くなる頃…

これから堆肥化し、家庭菜園や花壇などに使う術を学びます。

講師は引き続き津島町『山本牧場』の山本幸裕さんです。

これから暖かくなってくるので、まずは虫予防と虫対策をおさらいします。

虫予防のポイントは、

○生ごみは三角コーナーなどに放置せず、すぐにダンボールコンポストか密閉容器に入れること。

○混ぜ終わったらコンポストキャップをすぐに被せること。

○風通しのよいところに置くこと。（すのこなどで底の通気を確保）

です。



P.2

うっかり忘れると…

こちらはコバエの幼虫。

他にはアメリカミズアブやコナダニも寄ってきます。

気を付けていても虫が発生してしまった場合は、「天日干し」しましょう。

①黒いポリ袋を用意し、基材を全部ポリ袋に入れる。

②空気を抜いて、ポリ袋の口を密封する。

③丸一日天日に干す。

④新しいダンボールを用意し、ポリ袋から移し替える。

これで酸欠状態になり、虫はほとんど死滅します。

みなさん分からないことは積極的に質問されていました。

次は、堆肥化の方法です。



P.3

3ヶ月を目安に、ダンボールコンポスト内の水分量が増えてダマダマが多くなり、生ごみの分解が遅くなっ

てくれば基材交換のタイミングです。

生ごみの投入を止め、1週間に1回混ぜながら約1ヶ月間熟成させます。

実際に触ってみましょう。

ベタベタだった基材もだんだんサラサラになってきます。

1ヶ月寝かせたら、基材をふるいにかけて分解しきれていないものを取り除きます。

最後に「土：基材＝4：1」の割合で混ぜ、畑・花壇・プランターに入れて作物を植えましょう。

「できた野菜を収穫 → 調理して美味しくいただく → 生ごみはまたダンボー

ルコンポストに」

循環の輪が生まれます。



P.4

モニターのみなさんは一体どんな作物を育てるのでしょう。

無事講習会を終えた方に受講証の交付です。

今回の講習会を受講されたみなさんは、ダンボールコンポストの扱い方や問題が起こったときの対処法を学

んだだけでなく、たくさんの人の意見や様子を見聞きしたことで、自分一人で取り組むよりもたくさんの知

識と経験を得ることができました。

この経験を糧に、これからもダンボールコンポストを使った生ごみリサイクルに取り組んでいかれるモニタ

ーさんには、ダンボールコンポスト基材引換券『ごみ活チケット』が配られました。

通年モニターとしてアンケートを提出していただく代わりに、基材をもらいながら生ごみリサイクルを続け

ていただけます。

以上で、今回のダンボールコンポスト講習会の日程は全て終了となります。



P.5

ちなみに約3ヶ月で、21.3kgの生ごみを減量できたモニターさんがいました。

開始当初は「本当に自分にできるのだろうか？」と不安だったモニターさんも多くいらっしゃいました。

それが講習会を通じて他のモニターさんの話を聞き、生ごみがダンボール箱の中で消えていく不思議や微生

物の活動によって基材の温度が上がることを体験していく中で、いつしか不安は楽しみに変わり、生活習慣

や考え方にまで変化をもたらしました。

「ちょっと立ち止まって環境問題や未来の世代のことを考える…」

この不思議なダンボール箱の中には、ちょっぴりステキな夢が詰まっていました。

モニターのみなさま、3ヶ月間大変ご苦労さまでした。

これからも楽しみながら『ダンボールコンポストでエコ暮らし』を続けていってください。



第３回ダンボールコンポスト講習会アンケート結果 
 
回答者割合 ＜地区別＞ 回答者割合 ＜年代別＞ 

 

 

Q.1 あなたの住宅の形態を教えてください。 

1. 戸建 

2. マンション・アパート 

3. その他 

 

 

 

宇和島

21.9%

吉田

18.8%

三間

21.9%

津島

37.5%

40代

12.5%

50代

12.5%

60代

62.5%

70代

12.5%

1

100.0%

2

0.0%

3

0.0%



Q.2 ダンボールコンポストを主にどこに設置しましたか？ 

1. 台所 

2. 玄関・土間 

3. 軒下・縁側 

4. ベランダ 

5. 倉庫・車庫・物置 

6. その他 

 

 

 

 

Q.3 イヤなにおいはしましたか？ 

1. しない 

2. ほとんどしない 

3. 多少する 

4. かなりする 

 

 

（3,4 と答えた方へ）→ 何を投入したときににおいが発生しましたか？ 

＜アンモニア臭＞ 

○魚のワタ 

○出汁ガラ（いりこ） 

○肉 

○残飯 

＜発酵臭＞ 

○米ぬか・廃油を一度に大量に入れたとき 

1

68.8%

2

6.3%

3

15.6%

4

0.0%

5

9.4%

6

0.0%

1

21.9%

2

40.6%

3

34.4%

4

3.1%



Q.4 虫は発生しましたか？ 

1. 発生しなかった 

2. ほとんど発生しなかった 

3. 多少発生した 

4. かなり発生した 

 

 

（3,4 と答えた方へ）→ その後どのように対処しましたか？ 

1. 使用を中止した … 1 人 

2. 天日干しした  … 1 人 

3. その他     … 0 人 

 

Q.5 モニター期間中どれだけの量の生ごみを投入しましたか？ 

＜集計された方＞ 

合計 176.1 kg     平均 10.4 kg 

 

 

＜集計されてない方＞ 

合計 約 2,680 g／日  平均 243.6 g／日 

 

 

1

90.6%

2

3.1%

3

6.3%



Q.6 どれぐらいの頻度で生ごみを投入しましたか？ 

1. ほぼ毎日 

2. 2 日に 1回程度 

3. 3 日に 1回程度 

4. 週に 1回程度 

 

 

Q.7 可燃ごみを出す量は減りましたか？ 

1. かなり減った 

2. 減った 

3. 変わらない 

 

 

（1,2 と答えた方へ）→ ごみ袋のサイズや使用枚数はどのように変わりま 

したか？ 

1. サイズが小さくなり、枚数も減った      … 7 人 

2. サイズは変わらないが、枚数が減った     … 16 人 

3. 枚数は変わらないが、サイズが小さくなった  … 2 人 

4. サイズも枚数も変わっていない        … 5 人 

 

1

37.5%

2

31.3%

3

31.3%

4

0.0%

1

37.5%

2

56.3%

3

6.3%



Q.8 できた堆肥はどのように使用しますか？（複数回答可） 

1. 家庭菜園 

2. 花壇・鉢植え 

3. 田畑・農地 

4. 市・知人に譲る 

5. その他（未定） 

 

 

 

Q.9 ダンボールコンポストに取り組んでよかったこと、苦労したことを教えてください。 

よかったこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生ごみを出す量が減った、生ごみを燃えるごみにほとんど出さなくなった、燃えるごみを出す日が楽になった。 

○ごみ箱からイヤな臭いが出なくなった。 

○その日に出た生ごみを、その日のうちに処理できること。 

○生ごみを出すときに新聞等で包んでいたが、ダンボールコンポストに入れるほうが簡単。 

○台所に設置したので、生ごみの片付けがスムーズにできた。 

○廃油をコンポストに入れることができたので、処理が楽になった。 

○虫が発生しないこと。 

○イヤな臭いがしないこと。 

○今まで生ごみはポイポイ捨てていたが、なるべく出さないように心掛けるようになった。 

○生ごみが分解して形が無くなっていくのが不思議で楽しかった。 

○ごみ全般への取り組みや考え方が変わった。 

○ごみ以外の生活のいろいろなことに気を配るようになった。 

○今までは生ごみが不快なものだったが、臭いもなく、堆肥になるという目線で見れば、生ごみを出すことも少し楽しみに変わっていた。 

1

35.9%

2
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3
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4
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5

2.6%



よかったこと ○生ごみで花や野菜を育てる楽しみができたことに感動している。 

 

 

苦労したこと ○度々混ぜなければならないこと。 

○生ごみを細かくすること。 

○分解しにくいものの分別。 

○水分調整。 

○温度が上がりにくかった、なかなか発酵が進まなかった。 

○家族にダンボールコンポストを理解してもらうのに時間がかかった。 

○途中臭いが出て、家族からひんしゅくをかったこと。 

 

 

 

Q.10 あなたなりに工夫したことがあれば教えてください。。 

○毎日続けるために、時間を決めて混ぜるようにした。 

○大きいものは細かく切って、干してから入れようにした。 

○生ごみ受けを台所に２ヶ所置いて分別している。 

○十分に水切りすること。 

○ダンボール箱の底が破れ、穴があきそうになったので天日干しした。 

○フライパンの残り油に野菜くずや果物の皮を入れて、ひと拭きしてからコンポストに入れる。フライパンも油も取れ、洗いやすくなった。 

○生ごみコンポストちゃんに声をかけて混ぜている。 

○すのこを置いて箱下の風通しをよくしたこと。 

○においが出たとき、米ぬかを多めに入れて、天日干ししたらにおいがなくなった。 

○野菜くずは、まな板から直接コンポストに入れるようにした。 

 

 

 

 



Q.11 ダンボールコンポストを始めて、あなたの生活習慣や意識は変わりましたか？  

1. 変わった 

2.どちらともいえない 

3. 変わらない 

 

 

（1と答えた方へ）→ それはどのような点ですか？（複数回答可） 

1. 調理の際になるべく生ごみが出ないよう心掛けるようになった。  … 23 人 

 2. 以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。  … 14 人 

 3. 食事の作り過ぎを控え、より食べ物を大切にするようになった。  … 10 人 

 4. 古紙や廃油など他のリサイクルに関しても今まで以上に取り組む  …  5 人 

ようになった。 

 5. その他                            …  2 人 

  ○生ごみを見て、食材のバランスにも気を付けるようになった。 

  ○生ごみの水分をしっかり切るようになった。 

 

Q.12 講習会全体を通して、よかった点・改善点、ご意見・ご感想があればお願いします。 

○講師の話も分かりやすく、ごみについて考えることが今までなかったが、少し考えるようになった。 

○たいくつしない有意義な講習会だった。 

○たくさんの人の意見が聞けてよかった。 

○開始当初なかなか温度が上がらず苦労したが、講習会で他の人の話を聞いてから順調に発酵し始め、楽しくなった。 

○他の人の話を聞き知識が広がった。不安だったが自信を持てた。 

○以前ダンボールコンポストを実践したことがあったが、今回は他の人の話が聞くことができてよかった。 

○子供たちへの食育の観点から、大変タメになった。 

○役立つ活動をされている知人が増えたことがよかった。 

○説明会がわかりやすく、やってみようという気になった。皆さんに広めていきたい。 

○できあがった堆肥を見せてもらえたことがよかった。 

○温度や量を計ることが面倒だった。 

○生ごみを畑に埋めていた処理法も見直すきっかけとなった。 

1

81.3%

2

12.5%

3

6.3%



○マンション暮らしなら、間違いなくダンボールコンポストを利用する。 

○自分なりに工夫して続けていきたい。 

○環境問題について考えるようになった。 

○ごみに意識を向けるようになることで生活全体に意識が向くという発見があった。普段気にもしなかったことに意識を向けると生活が充実した。 

○意識改革ができた。 

○花や野菜を育ててみたい。 

 

 

 

Q.13 これからもダンボールコンポストで生ごみリサイクルを続けたいと思いますか？ 

1. はい 

2. いいえ 

 

 

（1と答えた方へ）→ 人に勧めたいと思いますか？ 

1. はい    … 29 人 

2. いいえ   …  3 人 

 

（2と答えた方へ）→ それはなぜですか？ （複数回答可） 

1. 置き場所がない          …  1 人 

2. 維持管理が面倒・手間がかかる   …  3 人 

3. 虫・臭いなどの衛生面の問題    …  1 人 

4. 費用面              …  0 人 

5. 他の方法で取り組むから      …  1 人 

6. 上手くできなかった        …  0 人 

7. その他              …  1 人 

 ○家庭の事情 

 

 

1

90.6%

2

9.4%



第３回ダンボールコンポスト講習会 ～質疑・応答～ 
 

➊虫予防・虫対策について 
質   問 回     答 

虫がわいてからではなく、予防と

して天日干ししてもよいか？ 

虫の発生予防にはならないが、水分を調節する（水分を飛ばす）

上ではよい。 

虫がわいたときは天日干しをすれ

ばよいとのことだが、どれぐらい

の期間天日干しすればよいか？ 

丸 1日天日干しすれば十分。 

あまり長くやると好気性菌も減って、中の基材が嫌気性発酵に傾

いてしまう。 

虫がわいて天日干しした後は、同

じダンボールに戻してもよいか？ 

ダンボールの縁に虫や卵が残っていることがあるので、ダンボー

ルは交換したほうがよい。 

 
➋堆肥化（二次発酵）について 

質   問 回     答 

堆肥を畑に入れる場合、寝かさず

に、ふるいにかけずに入れてもよ

いか？ 

畑に入れる場合でもプランターに入れる場合でも、未熟な堆肥を

入れると作物がうまく育たないため、最低１ヶ月は寝かせ、残っ

ている生ごみを取り除いてから投入したほうがよい。残っている

生ごみは、ふるいにかけた後、次のダンボールコンポストに投入

すればよい。 

堆肥化する場合は水分を足しなが

ら寝かせたほうがよいのか？ 

堆肥化するときには水分は入れなくてよい。 

「土：堆肥＝2：1」ぐらいでもよ

いのではないか？ 

山本牧場で販売している完熟堆肥でも「土：堆肥＝1：1」ぐらい

なので、市民のみなさんがダンボールコンポストで作られた堆肥

は「土：堆肥＝4：1」ぐらいを勧める。 

ホームセンターで売っている園芸

用の土ではなく、山や畑の土でも

構わないか？ 

問題ない。手に入る人はわざわざ買う必要もない。 

堆肥化するときは外に出してもよ

いか？ 

雨が当たる場所は避ける。 

冬は外気温が低いので屋内のほうがよい。 

 
➌ダンボールコンポスト全般について 

質   問 回     答 

コンポストキャップは洗濯しても

よいか？ 

よい。 

洗濯中も別のキャップを被せておくこと。 

アンモニア臭がきついのだが…？ タンパク質を分解するときにアンモニア臭が発生する。臭いが出

たときは、無理せず屋外に移動すればよい。分解が終われば臭い

も収まる。 

落ち葉や腐葉土を基材の中に入れ

てもよいか？ 

虫予防の観点から言えば、生ごみ投入中はやめておいたほうがよ

い。堆肥として使う段階になれば、これらと混ぜて使ってよい。

 



ダンボールコンポスト点検手帳記録 

 モニターＡさん モニターＢさん モニターＣさん 

第１回講習会 ダンボールコンポスト初日！ 

どのぐらい？何を入れていいのか？ 

初めてなので、考えすぎてあまり入れなかった。

本日開始。 

初めてのことなので不安もあるが、やってみな

きゃ分からない。気楽に！ 

早速夕食後の生ごみを投入。 

台所に置くことにした。 

１週間経過 前日に入れたイカのワタのにおいが全くしなか

った！びっくり！！ 

これでよいのか少し心配。温度計を買ったほう

がよいか？においなどは全く気にならない。 

残ったおかずも最後まで食べるようになった。 

主人にすのこにコロコロを付けてもらう。 

２週間経過 酒かすを入れると温度が上昇。 不安だらけ。コンポストの中の温度も低い。 混ぜるとき温かい。発酵が進んでいる。 

３週間経過 しばらく留守にするので、米ぬかを多めに入れ

ておく。 

帰宅後キャップを開けるとにおいも全くなく、

家を空ける前と変わらなかった。 

白カビが発生している。 

しばらく生ごみの投入をやめて様子をみよう。

少し水分が多くなってきたが、混ぜると底の方

が温かく発酵している。 

１ヶ月経過 米ぬか投入後初めての 40℃台！ 

この後どうなっていくのか楽しみ。 

今まで投入した生ごみは分解しているように思

うが、状態が心配。明日みんなの話を聞こう。

日中は太陽のあたる場所に置いて発酵を促す。 

においはない。好気性だ！ 

第２回講習会 

（５週間経過） 

魚のアラ初投入！ 

におい・温度がどうなるのか楽しみ。 

白カビは発酵の過程だということで安心。 

米ぬかを多めに入れてみる。 

生ごみはなるべく小さく切って入れているが、

混ぜるのに力がいる。 

６週間経過 温度が上がった！ 

魚のアラが分解し始めたのかな？ 

発酵が順調なのか、混ぜるとき温かい。 温度は上がらないが、少しずつ発酵はしている

ようだ。 

７週間経過 44℃！今までで最高温度になりました。 白くてふんわりした麺状のカビが発生。 米ぬかを入れたら発酵が進んだ。 

２ヶ月経過 だんだん温度が下がってきたので、米ぬかを投

入。 

初めて温度を計る。（43℃）手を入れても温かい。

白カビは今日も発生。 

ミカンの皮、コーヒーカスを入れたら少しにお

いがマシになった。 

９週間経過 ホコホコほっこりになりました＾＾ 小さく切って入れたものは、形がだんだんなく

なってきている。大きく切ったものや手でちぎ

っていれたものはあまり変わっていない。 

団子状になってきたので、市役所に相談してこ

こで生ごみの投入を中止。混ぜながら様子をみ

る。 

第３回講習会 

（10 週間経過） 

 初めての体験だったので「これでよかったの

か？」と反省ばかり。投入したものは少しずつ

でも分解しているし、虫もわいたりしなかった。

次は夏場も体験して、違いを見てみたい。 

 

 


