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広げよう！ダンボールコンポストで生ごみリサイクル

昨年 11 月からダンボールコンポストに取り組み始めて約 2ヶ月。みなさん上手に生ごみを分解できて

いるでしょうか？

そんな心配もよそに、「こんなに温度上がったんよ～。」とほっかほかになったダンボールコンポスト

を持って来られた方がおられました。話を聞くと米ぬかを入れたとのこと。

さぁ、講習会に入る前に、まずはグループに分かれて意見交換です。

「うちのコンポストは暖かいけん、猫が箱の上に乗っていけんのよー。」

「寒い日はなかなか温度が上がらんねぇ。」「魚入れたら温度上がったで。」

「生ごみは 100%コンポストに入れたけん、2ヶ月で 31kg も減量できたんで。」

「ダンボール箱から生ごみが溢れると思いよったけどそんなことなかった。不思議なもんやねぇ。」

話しやすい雰囲気で話もはずみます。
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次に、グループで出た意見を発表します。

たくさんの活用アイディアが出てきます。

◯生魚を入れるときはフライパンで火を通したり、米ぬかをまぶしたりしてから入れると、イヤな臭

いが抑えられた。

◯ダンボール箱が深くて混ぜづらかったけど、箱を傾けたら混ぜやすい。

◯キャスター付のスノコなら混ぜるときも回転させればいいし、移動も楽。

◯貝殻や卵の殻は叩いて潰してから入れた。

◯骨粉を入れると分解が早くなった。

など、ダンボールコンポストの数だけ使い方が違うことを実感しました。

冬場ということもあって、虫に悩まされる方がほとんどいなかった一方、「外気温が低く分解がなかな

か進まない」といった意見が多く聞かれました。

夏は比較的大きいままの野菜くずなどを入れてもすぐに分解しますが、微生物の活動が鈍くなる冬場

はそうはいきません。できるだけ細かく刻むことや、米ぬかや廃食用油などの分解を促進する起爆剤

を上手に活用しながら、微生物の活動を助けてあげることが必要になってきます。
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続いて、堆肥の熟成（二次発酵）方法と施肥の仕方の説明です。

熟成させずに使用すると、作物や花を枯らしてしまう結果になることも…。

有機物をたくさん吸収した良質な堆肥ができあがっているからこそ、最後のツメが肝心です。

これから１ヶ月程度熟成させれば、このような生ごみ堆肥ができあがります。

「こんなにサラサラになるもんなん？」

生ごみ投入中のダンボールコンポストの状態からは想像しがたいですが、熟成期間中に水分が飛んで、

徐々にサラサラの状態になっていきます。

施肥のポイントは薄めにまくこと。

最低１ヶ月は熟成させた後、「土：生ごみ堆肥＝４：１」程度の割合で混ぜあわせれば、いよいよ作付

けができます。

「これで花を育ててみようと思うんよ。」

みなさん、畑やプランターに使うのが待ち遠しい様子でした。
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最後に受講証が渡され、モニター期間終了となります。

市民モニターのみなさん、ダンボールコンポストに投入した生ごみの量を集計していただくなど、ご

協力ありがとうございました。

今回のモニター参加者全体で、１日あたり５．５ｋｇの生ごみを削減することができました。

１年間に換算すると、およそ２ｔにもなります。

ひと家庭だけでは年間数１０ｋｇかもしれませんが、こうして生ごみの削減に取り組む仲間が増えれ

ば、大きな効果となって表れます。

回収したアンケートからは、「汚いもの、臭いもの、捨てるもの、燃やすもの」だった生ごみが、ダン

ボールコンポストを使っていくうちに「活かせるもの」に変わった様子が見て取れました。

ごみと向き合えば、地球温暖化などの環境問題が、自分たちの生活にも密接に関わっていることが見

えてきます。

今回参加いただいたモニターさんには、ひとりでも多くの方にダンボールコンポストのよさを伝えて

いただき、「生ごみを活かす暮らし」を続けていっていただきたいと願っています。
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Q.1 あなたの住宅の形態を教えてください。

参加者割合 ＜年代別＞ 参加者割合 ＜性別＞

1. 戸建

2. マンション・アパート

3. その他
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Q.2 ダンボールコンポストをどこに設置しましたか？

Q.3 においはどうでしたか？

1. 台所

2. 玄関・土間

3. 軒下・縁側

4. ベランダ

5. 倉庫・車庫

6. その他

○リビング

◯部屋の中

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）→ どんなときに、においが発生しましたか？

○生魚を入れたとき

◯温度が上がったとき

◯部屋を密閉したとき
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Q.4 虫は発生しましたか？

Q.5 どれぐらいの頻度で生ごみを投入しましたか？

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 … 0人

2. 天日干しした … 0人

3. その他 … 0人

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
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Q.6 可燃ごみを出す量は減りましたか？

Q.7 できた堆肥はどのように使用しますか？（複数回答可）

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 … 4人

2. サイズは変わらないが、枚数が減った … 4人

3. 枚数は変わらないが、サイズが小さくなった … 3人

4. サイズも枚数も変わっていない … 1人

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
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Q.8 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。

Q.9 気付いたことやあなたなりに工夫したことがあれば教えてください。。

よかったこと ○生ごみが減り、毎日が楽しみになった。

○生ごみを 100%投入できて、とても楽しかった。

◯生ごみに対する考え方が変わってきた。

◯生ごみを捨てる暮らしから、活かす生活を続けようと思った。

◯環境について身の回りのことで色々考えることになった。

◯生ゴミを汚い物と捉えない方向に考え方が変わった。

◯生ごみが堆肥になるのが楽しい。

◯生ごみをダンボールコンポストに入れることでスッキリし、何だか心豊かになった。

◯肥料を買わなくて済む。

苦労したこと ○水分が多くなり、途中２回天日干しした。

○全体に混ぜるのに力がいってキツイ。

◯温度が上がりにくかった。

◯野菜くずなどをなるべく細かく切ることが面倒だった。

◯冬場で外気温が低く分解が遅いため、全部の生ごみを入れることはできなかった。

◯混ぜるのが面倒な日に、「混ぜなかったら次の日に臭いが出るのじゃないか？」と気になった。

○基材に対してどのぐらい生ごみを投入してもよいものか分かりづらかった。

◯堆肥にしたときに効果があると考え、骨粉・りん酸などを入れた。

◯すのこにキャスターを取り付け、移動できるようにした。

◯生ごみは小さく切って入れたほうがゴロゴロしなくて混ぜやすい。

◯混ぜ込むときに大変だったので、箱を傾けて混ぜると楽になった。

◯生魚は水で洗って投入したため臭いが出なかった。

◯魚の煮物は塩分を洗い流してから投入した。

◯温度がなかなか上がらないので、米ぬかや廃油を入れたり、ときどき日光に当てたりした。

◯子ども用のスコップを使って混ぜている。
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Q.10 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？

Q.11 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。

1. 変わった

2. 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。 … 9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。 … 4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。 … 5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 … 10 人

ようになった。

5. その他 … 1人

◯皿に盛った分はなるべくきれいに食べきるようになった。

○みなさんが色々工夫して楽しんでおられる様子に感心した。宇和島市民１人１人が生ごみを減らせられればよいと思った。

○とても楽しく堆肥を作ることができて感謝しています。

○みなさんが色々と苦労されている様子が分かった。改善策が参考になった。

○丁寧に細かく教えていただけたので、安心して取り組めた。

○生ごみを減らすことから環境問題を身近に捉え、全市民にダンボールコンポストを広げることが大切だと考える。

○講習会に参加できない人のために公民館事業のひとつとして出張講習会を開催してはどうか。

○身近なところでごみ問題を考えることができてよかった。

○ごみとして出していたものが再生利用できるなんてすごい。みんなにもぜひすすめたい。

○意見交換ができるグループワークは、とても役に立った。

○気軽に質問することができ、大変分かりやすかった。

○他の人が同じ疑問を感じていることが分かり、話し合いの場があったことがよかった。

◯色々な意見が聞けたことがよかった。
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Q.12 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 … 14人

2. いいえ … 0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 … 0人

2. 維持管理が面倒・手間がかかる … 2人

3. 虫・臭いなどの衛生面の問題 … 0人

4. 費用面 … 0人

5. 他の方法で取り組むから … 0人

6. 上手くできなかった … 0人

7. その他 … 0人


