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１．報告書の発刊にあたって 

代表幹事 杉 島 重 男  

 

（１）尾張東部衛生組合循環型社会推進会議（以下「当会議」という。）は、｢一般廃棄

物処理基本計画｣を推進するために、市民・事業者・行政の三位一体による協働の努

力で｢ごみの減量化と資源化｣に向けた様々な取り組みをしてきました。 

   幸い平成１５年度の実績と比較して平成１６年度は、２,７００トン、平成１７年

度は３,７００トン（見込み）の減量化が実現しています。これは、｢古紙・段ボー

ルの定期回収を行い、資源化したこと｣や｢リサイクルセンターの開設｣などによるも

のです。しかしこれらの取り組みは、比較的簡易にやれることであり、緒についた

ところでありますが、これからが肝心であると考えます。 

 

（２）今期（平成１６・１７年度）、当会議は次の４つのテーマを設定し、分科会をも

って調査、研究、検討を行って来ました。 

第１のテーマ ごみの減量と資源化 

＊雑紙（ミックスペーパー）の回収拡大 

＊リサイクルセンターの活用 

第２のテーマ 意識改革 

＊市民の意識改革と環境教育の進め方 

第３のテーマ 生ごみの堆肥化 

＊家庭で取り組む生ごみの堆肥化研究 

第４のテーマ 事業系ごみ対策 

＊事業所の実態把握とごみ減量対策 

   今期を締めくくるに当たり、４つのテーマごとに報告書を作成しました。まだ研

究の途上であり、今回は中間報告的なまとめではありますが、行政機関を始め、市

民および各種団体の皆さまにご判読いただき、今後の行政施策に反映させていただ

ければ、私たちの喜びとするところであります。 

 

（３）当会議の活動は、次期（平成１８・１９年度）には正念場を迎えます。まさにこ

れからであると考えます。 

① 昨年当地域で開催された｢愛・地球博｣によって、多くの市（町）民が｢循環型の

くらし｣について真剣に考えました。しかしそれらのことは、潜在化しており

人々の目に映っていないのではないでしょうか。個々人の様々な暮らしの工夫

を知らせあい、学びあい、拡げる取り組みを進めることが大切であると考えま

す。一人の小さな波から大きな波のうねりへとしたいものであります。 

② そのため当会議は、機関紙やインターネットなどで私たちの取り組みを市（町）

民や事業者へ情報発信するとともに、市（町）民や事業者の優れた取り組みを

知らせていただけるようなものにしたいと考えます。あわせて当会議の活性化

を図るため、メンバーの増強をしていきたいと考えております。 
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③ ４つの分科会は、活動を開始してまだ１年であります。研究すべき多くの課題

が残されております。１８年度も引き続き分科会活動を継続するとともに、分

科会委員の拡大も検討していきたいと考えております。 

 

（４）かつて（１,９６０年頃まで）の日本社会は、こんなにもごみを廃棄し多大な費用

をかけて、焼却したり埋めたりすることを想像したでしょうか。１,９６０年以降、

大量生産、大量流通、大量消費が年を追って拡大し、１,９９５年バブル経済の崩壊

によって、くらしのあり方が見直されてきています。ごみ問題はその中の一つであ

ると思います。 

   生活が昔に戻る事はありません。今日の科学技術を活かして、市民生活の見直し

を行い、その上にたって「新しい仕組み・システム」を構築することであると考え

ます。その際のキーワード（合言葉）は｢循環｣＝｢リガレント｣であり、その裏にあ

る考えは、｢日本人がかつて持っていた、物を大切にし、捨てない。使い切る。いわ

ゆる‘もったいない,｣ということではないでしょうか。 

 

（５）最後に当会議の活動を行うに当たり、ご協力や学習の機会を与えていただいた、

関係団体、関係自治体の方々に心より感謝申し上げます。 

（平成１８年３月）  

 

 

 

 

 



 3

２．活動にあたって考えた生ごみの減量方法 

1) プラントを建設して資源化する方法 

この資源化は、大幅なごみ減量が期待できますが、生ごみから作る、売れるもし

くはそれに匹敵する「堆肥」を製造することであり、プラントの建設に始まり、製

造物「堆肥」の品質管理やその処理などに費やすエネルギーと費用などを踏まえた

問題に取り組むことは、この分科会のメンバーだけでは困難であることから、晴丘

センターの施設更新時の検討課題としました。 

2) 家庭内で生ごみ処理機やコンポスター等を使用して発生を抑制する方法 

本分科会の活動としては、大掛かりな費用や設備、回収システムなどがいらない

自己完結型で、生ごみ減量(発生抑制)の可能性を探ることにしました。 

３．活動の目的 

従来の方法（コンポスター、密閉式バケツ及び生ごみ処理機）では、参加の意欲

はあっても、「庭が少ない、臭いで隣家に迷惑がかかる」等、住宅環境の制約からか

その普及率が低いため新たな方法を試み、従来のやり方より少しでも簡便な方法を確

立し、選択肢の一つとすることとしました。 

４．活動の内容 

 1) 新たな方法への取り組み 

住民がすぐに始められる簡単で経済的な方法として、未来創造・21 せと市民の会

が EXPO 市民参加プロジェクトで提案した方法を、分科会メンバーが実証実験して家

庭内循環の可能性を探ることとしました。 

 2) 実験の目的 

(1) 継続して実行できる方法なのか？四季を通じて使用できる方法なのか？ 
(2) できた土で野菜や花が育つのか？ 
(3) 生ごみ処理 BOX としていつまで使用できるのか？ 
(4) 何が処理できて、何が処理できないのか？ 

 3) 実験の方法 

生ごみを消せる
．．．

実験装置であること、また、気楽に気長におおらかな気分で続け

ようということと、発酵促進剤として使用した EM スーパーセラ「テラ C」が、地域

産業のセラミックスを利用しているということでネーミングを「ケ・セラ BOX」と

しました。 

(1) 「ケ・セラ BOX」の製作（別紙－１「ケ・セラ BOX の作り方」参照） 

(2) BOX 内を次ページの図に示すように仮想的に６～８分割し、毎日ブロック順に穴
を掘り、300g～500g の生ごみを土にまぶしながら埋めていきます。 

 順に埋めていきながら、３日前のブロックを撹拌し、分解が悪い場合や魚な

ど臭いの出るものには発酵促進材をふりかけまぶします。土の表面は新聞紙で

覆い、BOX のフタは基本的には閉めておきます。 
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 ケ・セラ BOX 概念図 

        ④   ③   ②  ① 

 

        ⑤   ⑥   ⑦  ⑧ 

 

(3) ブロックを一巡すると、最初に投入したブロックの生ごみは、発酵、微生物分解
されてほとんど消滅しているため、再び生ごみが投入できます。 

(4) この作業を繰り返す中で、処理できるものとできないものを経験的に学習しなが
ら、継続性の検証をしました。 

(5) ６ヶ月後に、ケ・セラ BOX 内の土をそのまま使用したものと、畑土を使用したも
のとの比較で野菜の生育実験をしました。 

 4) 実験の進捗結果 

(1) 処理できるもの、できないもの（別紙－２参照） 

(2) 水分調整の方法 

   ① 微生物が生ごみを発酵・分解する過程で発生する熱により、土中の水分が蒸発

するので、この水分を吸収するために、土の表面を新聞紙で覆います。 

濡れた新聞紙は、天日で乾かせば何度も使用できます。また、新聞紙は時々ち

ぎって土中に入れ、窒素過多になることを防止します。 

   ② 夏などの気温の高い季節には、BOX の蓋を開けて水分を蒸発させますが、この

場合は虫の浸入を防ぐため、網戸の網や薄い布などで覆い、虫の進入を防ぐ必

要があります。 

   ③ 前項の操作をしても、土中の水分が多くなった場合は、土の 3 分の 1～２分の

１の量を新たな土と入れ替えるか、別の箱かシートなどに移し替え、天日乾燥

させるとサラサラな土になります。 

(3) 虫の発生防止方法 

・虫の発生防止の効果的な方法は見つかりませんでした。  

・土を利用して､生ごみ処理を戸外で実行する限り､虫の発生は避けて通れません。

BOX のまわりに殺虫剤を散布する、網や薄い布をかけて進入を防御しつつ、発生

した場合にはスコップで取り出し熱湯処理します。 

・あるいは、虫の発生に負けず生ごみ処理を続けられる方は、そのまま続行してく

ださい。虫はやがて蛹になり羽化し「コウカアブ」となって飛び立ちます。 

・夏場は注意して早めに見つければ、大量発生の防止はできると思います。 

・虫の浸入を防ぐためには網等で覆いましたが、虫の発生防止より、むしろ BOX

内に虫が侵入することをできるだけ防ぐ簡便な方法を考案する必要があります。 
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(4) 使用期間の見極め 

生ごみは水分と有機物で構成されており、水分は蒸発、有機物は微生物によって

発酵・分解されるため、BOX 内の土量はほぼ一定で増えたりしません。分解されな

くなれば当然 BOX 内は生ごみ箱と化します。 

今回の実験では、メンバー５人が実験をしましたが、機能的な問題から実験が継

続できなくなったケースは１回だけで、他は最長で８ヶ月間使用を継続しています。 

実験が継続できなくなったケースでは、通常１サイクル（１週間）経過後ほとん

ど分解されてしまう生ごみが分解されず残っていたものですが、そのまま１ヵ月程

放置後分解されていることを確認しています。このケースについては、原因が不明

です。 

冬場は気温が低く微生物の活動が鈍くなるため、分解が極端に遅くなりますが、

投入量を減らせば継続できます。 

(5) 肥料効果の確認 
   ① 野菜の生育実験（別紙－３「もち菜の生育実験結果」参照） 

    ５ヶ月間実施したケ・セラ BOX の土をそのまま入れた容器と、畑土だけを入れ

た容器を用意し、もち菜の種を蒔いて生育状況の比較試験をしました。ケ・セ

ラ BOX の土を熟成しないで使用した場合、「肥焼け」による生育不良がおきる

のかどうかを確認すること及び肥料効果を確認するために実施しました。 

    結果としては、「肥焼け」による著しい生育不良は認められず、ケ・セラ BOX

の土の苗の方が色濃く、成長も早かったことが記録写真からわかります。 

   ② 肥料成分の確認（別紙－４「肥料成分比較表」参照） 

    生ごみ処理を開始する前の土と、４ヶ月間（生ごみ投入量約３０kg）生ごみ処

理を実施した土の肥料成分を比較測定した結果、以下の効果を確認しました。 

・ 電気伝導率が上がったことで、成分中のミネラルが増加したこと 

・ 中性から弱アルカリの土になったこと 

・ 特にリンと亜鉛と銅が増加したこと 

・ 生ごみ堆肥で心配されるチッソ過多がおきていないこと（わずかに減少） 

５．活動の結果（今後の課題） 

1) ケ・セラ BOX に限らず、発生抑制や資源化の推進には、分別して処理をする作業を

伴うため、その作業をやる気にさせる動機付けの必要性を痛感しました。 

2) ケ・セラ BOX による生ごみの発生抑制（家庭内循環）を、問題意識の高い推進会議
メンバー全員に体験していただき、感想を伺いたく思っています。このメンバーが

困難なようでは、３市町の家庭に普及することは考えられないのではないかと結論

づけています。 

3) ケ・セラ BOX のやり方やアフターフォローを、誰がどのようにしていくのかもこれ
からの課題です。 
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６．活動の履歴 
1) 平成 17 年 6 月 2 日 第１回分科会 （出席者：５名）  

自己紹介、与えられた課題の検討、堆肥化実験の取組みを決定 

2) 平成 17 年 6 月 28 日 第２回分科会 （出席者：５名） 
事例研究、実験経過報告、資源化か発生抑制か？ 

3) 平成 17 年 7 月 1 日（出席者：２名） 
万博会場内生ごみメタン化施設見学 

4) 平成 17 年 7 月 26 日 第３回分科会 （出席者：５名） 
事例研究、実験経過報告、堆肥化か生ごみ処理か？ 

5) 平成 17 年 8 月 30 日 第４回分科会 （出席者：３名） 
事例研究、実験経過報告、持続的使用方法（水分調整）の検討 

6) 平成 17 年 9 月 15 日 中間発表会 （出席者５名） 活動の経過報告 

7) 平成 17 年 9 月 27 日 第５回分科会 （出席者：５名） 
実験の経過報告、目的別事例研究の進め方について 

8) 平成 17 年 10 月 8･9 日 尾張旭市消費生活展 （出席者：３名） 
ケ・セラ BOX を使用した生ごみ処理の取組みを紹介 

9) 平成 17 年 10 月 24 日 第６回分科会 （出席者：４名） 
消費生活展の報告、実験の経過報告、実験結果のまとめ方について 

10) 平成 17 年 11 月 29 日 第７回分科会 （出席者：４名） 
もち菜の生育実験結果について、結果のまとめ方について 

11) 平成 17 年 12 月 20 日 第８回分科会 （出席者：４名） 
実験の経過報告、ネーミング、第７回推進会議での報告内容について 

12) 平成 18 年 1 月 12 日 第９回分科会 （出席者：４名） 
報告書案の内容検討 

13) 平成 18 年 1 月 13 日 第７回推進会議 （出席者：４名） 経過報告 

14) 平成 18 年 2 月 7 日 組合議員との懇談会 （出席者：４名） 活動内容の発表 

15) 平成 18 年 3 月 7 日 第 10 回分科会 （出席者：５名） 
第８回推進会議での報告内容の検討 

16) 平成 18 年 3 月 17 日 第８回推進会議 （出席者：４名） 
今年度の活動報告 

７．その他 
・ 今回の実証実験では、発酵促進剤として、EM スーパーセラ「テラ C」を使用しまし

た。 

（JA あいち尾東農協瀬戸グリーンセンターで販売）1袋 650ｇ入 500 円 

・ その他の発酵促進剤としては、「コンポスト無臭元」「コンポスターメイト」「ニ

ュークサミノン」等が販売されています。（インターネット検索結果。販売店名等

不明） 
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８．他の生ごみ処理との比較 

コンポスト化容器 密閉式容器 電動式 バイオ型 電動式 乾燥型 ケ・セラＢＯＸ 

種 

別 

     

価格 8千円前後 4千円前後 6万円前後 7万前後 3千円前後 

特 
 

徴 

大きなポリバケツを

ひっくり返したよう

な形をしている。 

 土を掘って、20cm

ほど埋めて設置する。

生ごみを投入し、乾い

た土や、枯れ草などを

入れて、微生物による

分解作用を利用する。

蓋で密閉し、容器内を

高温化することによ

って、虫の発生を防

ぎ、堆肥化、減量化の

促進を図る。２基設置

し、交互に使用するこ

とや、できた堆肥を下

から取り出せる窓付

きタイプを使用する

ことで通年使用でき

る。 

蓋付きのポリバケツ

のような形をしてい

て、屋内が主流。 

ぼかしといわれる生

ごみ発酵堆肥化促進

材（EM）を生ごみに

ふりかけて生ごみを

醗酵させる。そこか

ら出た水分は、水に

薄めて植物の液肥

や、排水管、トイレ

に流し、消臭、洗浄

に使用できる。2 基

購入し、交互に使用

することで通年使え

る。（通常 2 個セッ

トで販売されている

ケースが多い） 

長方形のBOX 形で、大

きさは洗濯機の1/2 か

ら1/3 程度。屋外が主

流。 

バイオチップというフ

レーク状のものが容器

の中に入っており、生

ごみとチップを自動的

に混ぜ合わせる。チッ

プに微生物が含まれて

おり、微生物の働きを

利用して生ごみを分解

する。微生物の働きを

促進するために、一定

の高い温度に保ってい

る。4ヶ月～半年ほどに

1 回チップのメンテナ

ンスがあるが、最新の

物はチップの全交換か

ら補充するものに変わ

りつつある。 

炊飯器のような形を

していて一回りほど

大きい。屋内が主流

だが、屋外で使用で

きるものもある。加

熱により短時間で水

分を除去し、乾燥に

より減量化する。チ

ップ等を必要としな

いため小型にできる

特徴がある。高温で

加熱するため、病原

菌は死滅し衛生的で

あるが、できた処理

物を肥料として使う

場合、微生物分解の

作用をうけていない

ので土の中で分解し

ずらくなるという欠

点がある。 

W70×D40×H40 ㎝約

100 ・程度の蓋付プ

ラスチックコンテナ

を使用する。 

土にぼかしと発酵促

進材を混ぜ、２週間

程熟成させ、土中の

微生物による分解作

用で生ごみを減容・

肥料化する。１週間

程度で分解されるた

め、容器内を８分割

して使用することに

より通年使用でき

る。 

量
合 

減
割 10 分の１程度 - 10 分の１程度 7 分の 1程度 20 分の１以下 

理
間
処
時

1 週間～ 

2 週間  
24 時間 2～4時間 

1 週間～ 

2 週間  

成
間 

熟
時 

3～6 ヶ月 
2 週間～ 

１ヶ月  

2 週間～ 

1 ヶ月  
1～3 ヶ月  

必
要
な
物 

乾いた土、枯れ葉、

枯れ草 

【臭気、虫が湧いた

場合】 

促進脱臭剤、防虫剤  

生ごみ発酵堆肥化促

進材（EM） 
電気、バイオチップ 電気 

乾いた土、ぼかし、

発酵堆肥化促進材 

【虫が湧いた場合】

熱湯散布、殺虫剤  

長 

所 

・購入費が安い 

・維持費が安い 

・一度に出す生ごみ

の量に制限が無い 

・購入費が安い 

・液肥として使える

・電気代が安い 

・チップによる熟成が

進み完熟堆肥が早くで

きる 

・電動により、チップ

と生ごみの混合が自動

である。 

・メンテナンスが楽 

・衛生的 

・処理機が小さい  

・購入費が安い 

・維持費が安い 

・臭いが少ない 

・使用済土が再生で

きる 

短 

所 

・場所をとる 

・堆肥化に時間がかか

る 

・土を入れたり、かき

混ぜたりと、メンテナ

ンスを自分でしなけ

れなならない。 怠る

と、虫や臭気の発生が

ひどい 

・自然浄化のため堆肥

化の速度が、季節や天

候に左右される。 

・臭気が気になる 

・ボカシ代がかかる

・気温によって処理

が左右される 

・チップ代がかかる

・チップの入手困難

の場合がある 

・電気代がかかる 

・騒音が気になる場

合がある 

・小型のため、生ご

みが 1 回で処理しき

れない場合がある。 

・場所をとる 

・水分調整や、防虫対

策等メンテナンスを

自分でしなけれなな

らない。 

・微生物による分解作

用のため分解の速度

が、気温に左右され

る。 

 



ケ・セラBOXの作り方 別紙－１

 １ 材料準備  ２ 土の投入  ４ 混合作業

　　1) 蓋付き100・容器

 ３ ぼかし、発酵促進剤の投入

　　2) 土　50・
　　3) 発酵促進剤　　１袋
　　4) ぼかし　　２～３袋

 ５ 混合後  ６ 熟成  ８ 水分調整

 ７ 生ごみ投入開始

　　土、ぼかし及び発酵促進剤をよく混
　ぜます。

　　今回は発酵促進剤として、テラＣを
　使用しました。

　　　　（写真の容器は、ホームセンターなどで購入
　　　　 できる、戸外灯油缶入などの容器）

　　土をいれます。使い終わった土や、
　庭の土でもかまいません。なるべくサ
　ラッとした、水分が少ない状態にして
　使います。 　　ぼかし２～３袋と発酵促進剤１袋を

　全部入れます。最初の床づくりですの
　で、たっぷり目が安心です。

　　時々テラＣを生ごみにまぶしたり、
　写真のように土の表面に振り掛け、埋
　める量や場所を工夫して、微生物が良
　く分解できるように、土と混ぜます。

　　土中の水分が多い場合は、必ず新聞
　紙で吸い取ります。時にオガクズや新
　聞紙をちぎって混入し、土がチッソ過
　多にならないようにします。

　　余ったビニール袋などで覆っておき
　ます。理由は特になく、できるだけ空
　気に触れないようにして発酵させた方
　がよいのではと考えただけです。
　　間違った場合はすみません

　　こうして約２週間熟成させます。
　　季節によって多少期間が違うと思い
　ますので様子を見てください。
　　白カビがうっすらとでき、ホッコリ
　した土になっていれば完成です。

　　よく水切りした生ごみを、土に穴を
　掘って埋めていきます。
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安心して入れているもの  

生ゴミ堆肥の栄養成分は窒素分が多いようなので、微量でしょうが、窒素以外の成分が入っている、

魚の骨・貝殻・カニ殻・バナナの皮、などを意識して入れたいと思っています。  

野菜・果物の皮 

野菜の芯、玉葱の皮などは分解が遅いですが、意識して細かくしなくても分

解されます。梨や桃など果物の皮は水分が多いので手で握って絞ってから投

入しています。スイカは細かく切って絞れるようなら絞ってから大きい笊に

広げて、天日で一日乾かせばいい具合に水分がなくなります。虫が来るのが

嫌な時は窓を閉めた日当たりのいい場所に一日置くこともあります。 

コーヒー・紅茶の 

フィルター 

コーヒーフィルターは少し時間がかかるようですが一緒に堆肥化しても問題

ありませんでした。麦茶や紅茶のパックの原料は、紙だけではないことが多く

分解されないので、袋を開いて中身だけ堆肥化させます。なるべく冷めてから

投入すること、中身は手で握ったりして水分を切ることを心がけます。 

お茶ガラ 

腐葉土と同じような感じがして、すごくいい堆肥になる気がします。コー

ヒー、紅茶、緑茶、中国茶、ハーブティー・・・なんでも大丈夫だと思い

ます。コーヒー粕には脱臭効果もあるようです。 

卵の殻 
手で軽く砕いておいてもそのまま白く残るのですが、栄養分もあるのだろ

うと思えば気になりません。 

魚の頭や骨 全く問題ありません。跡形もなく分解されます。 

乾燥剤（生石灰） 

焼き海苔などに入っている白い粉末の乾燥剤です。問題なく堆肥化できる

のですが、これは生石灰なので、触れたり・吸い込んだり・眼に入れない

ように注意する必要があります。ただ、堆肥化する時は少量であり、吸湿

していく状態になるので、袋に書いてあるように濡れて発火する可能性は

ないようです。袋から出す時に上の点に気をつけることができれば、堆肥

化については問題も少ないとおもいます。 

台所の流しの 

排水溝の生ゴミ 

水をよく切れば全く問題ありません。ビニールやプラスチックが混ざって

いないか気をつけます。 

室内に飾った花 

少しかさばりますが入れています。 

始めは病気が気になってやめていたのですが、発酵中に強い酸性になって

病原菌もある程度は死ぬようだし、とりあえずやってみることにしました。

農薬が使われているだろうと思える切花も、めったに買わないこともあっ

て、あまり気にしないで堆肥化させています。 

植物の太目の茎は分解されにくく、適当な長さに切って入れていると、一

瞬芋虫かと思ってびっくりしてしまいます。でも最近はいつかは分解され

ると思えるようになったので堆肥化しています。  
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注意して堆肥化しているもの  

小麦粉・片栗粉・ 

パン粉 

パン粉のように水分がないものが入ると、逆に水っぽさが避けられてとて

もいいと思っています。小麦粉や片栗粉は、たくさん入れると固まってし

まいますが、量が多くても普通に土になってくれます。 

小麦粉を水で溶いたドロドロ状のものだけは、水分が多くなりすぎるので、

量が多すぎる時や腐敗しそうな夏には、入れないこともあります。 

生肉や生魚の 

内臓など 

腐り易いことと水分が多いのではないかということで、少し不安に思うの

ですが堆肥化しています。すぐにＥＭ菌をたっぷり振りかけるようにして

います。 

量が多く、水分量があまりにも多くなりそうな時は直接埋めてしまうのが

いいかもしれません。 

残飯 

残り物を出さないようにすることに、最も注意を払うようにしています。 

腐っていなくて、水分が少なければ問題ありませんが、ＥＭ菌を多めにか

けるようにします。 

バラの茎（刺） 

太い枝や刺など、分解されるのに少し時間がかかるようですが、少量の場

合は堆肥化しています。ゴミを押しつける時など、刺で怪我をしないよう

に注意します。 

落花生 

ピーナツの殻です。なかなか分解されません。それでもいつかは分解され

るので、そのまま投入して大丈夫なのですが、残っているのを見て何だろ

う？とびっくりしてしまったことがあるので、面倒でもハサミを入れるか、

叩き潰すかして堆肥化しています。 

栗の皮、 

とうもろこしの芯 

これらは分解がものすごく遅いです。始めは入れていませんでしたが、最

近は、遅くてもいつか分解する、と思えるようになったので堆肥化してい

ます。 

梅や桃の種 
土が出来上がったかな？と思った段階でも石のように残ってしまいます

が、いつかは分解されると思って堆肥化しています。 

貝殻 

そのまま形が残ってしまいます。それでも土の栄養（カルシウム）になる

気がするので混ぜた方がいいと思います。 

ビニール袋に入れて麺棒で叩いて細かくしてから一緒に堆肥化していま

す。（ビニール袋の口を少し開けて空気が漏れるようにしないと袋が破れて

はじけ飛んでしまうので注意します。） 

肉の骨 

そのままでもいつかは分解されると思いますが、やはり時間がかかるよう

なので、貝殻の処理と同じくビニール袋に入れて、タオルを上に当てて飛

び散らないようにしてから麺棒で叩いて細かくしています。ただとても鋭

利に割れるので、尖った部分で怪我をしないように充分注意してください。

細かくすると分解には意外と時間がかからないように思っています。  
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避けているもの  

生卵（白身だけなど） 

１個分くらいなら問題なく堆肥化できますが、２～３個分以上ある時は、

そのままでは投入しないようにします。夏は特に水っぽいと腐敗しやすく

失敗の原因になるので、お勧めできません。 

廃油 

（植物性） 

液体のままでは水っぽくなるので成功しないと思います。 

凝固剤で固めたものも、分解されて水分が多く出るような感じがあり、失

敗した原因になったので、今は一緒にしていません。固めたものを土に直

接埋めた時は、少し時間はかかりましたが何とかうまくいきました。 

ビニール・ 

プラスチック類 
分解されないので、ゴミとして捨てます。 

タバコ 
フィルターには分解されない素材（プラスチック？）が使われているよう

です。堆肥化しないように本に書いてありました。 

紙・木屑 

分解に時間がかかるので、別にして堆肥化する方法もあるようです。ほん

の少しなら（コーヒーフィルターなど）何とかなるとも思っていますが、

やはりゴミとして捨てています。 

腐ったもの 
直接土に埋める以外は、失敗の原因になるのでやめます。せっかくうまく

行っていても、腐ったものの投入によって全てが失敗になってしまいます。

塩 
塩の塊のようなものは、害が出る恐れがあるのでやめますが、塩辛ぐらい

の塩分については、気にしなくてもいいと思います。 
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もち菜の生育実験結果 

１．土の採取 

   ケ・セラ BOX から土を採取            畑から畑土を採取 

 

 

 

 

 

２．種蒔き 

【2005.10.07】 

 

        左：畑土   右：ケ・セラ BOX 土 

 

 

 

 

３．発芽 

【2005.10.24】 

 

                    箱土の方は発芽数が少ないが発育が早く色濃い 

 

             左：ケ・セラ BOX 土  右：畑土 

 

 

 

 

 

４．成長 

【2005.11.23】 

 

                     見違えるような生育の差が出た 

 

             左：ケ・セラ BOX 土  右：畑土 
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肥料成分比較表

7月28日 11月15日

 食塩分（Cl換算） %           <0.1           <0.1  モール法

 電気伝導率 mS/m 6.8 28.0  導電率計による

 炭素率（C/N比） % 8.8 6.2  CHNコーダーによる測定

 水分（含水率） % 1.0 7.5  肥料分析法4.1.1.2

 水素イオン濃度 PH 7.0 7.4  ガラス電極法

 窒素全量 %-乾 0.8 0.3  肥料分析法4.1.1.2

 リン酸全量（P2O6として） %-乾           <0.1 0.2  肥料分析法4.2.3

 加里全量（K2Oとして） %-乾 0.3 0.5  肥料分析法4.3.3

 石灰全量（CaOとして） %-乾 0.3 0.2  肥料分析法4.5.1.2

 亜鉛 mg/kg-乾 56.0 68.0  肥料分析法5.1.2

 銅 mg/kg-乾 7.9 9.8  肥料分析法5.18.2

試 料 採 取 日
分　析　項　目 単　位 分 析 の 方 法







肥料成分分析実験の経緯

開始日 箱重量(kg) 水分量(%)
終了日 累計投入量(g)
7月24日 53.0 16.3
7月30日 3,060
8月1日 54.5 19.4
8月6日 6,060
8月8日 56.5 23.2
8月13日 9,060
8月15日 58.0 20.3
8月18日 11,060
8月22日
8月27日 11,060
8月29日
9月3日 11,060
9月5日 54.5 18.2
9月10日 14,020
9月12日 55.5 19.8
9月17日 16,950
9月19日 56.5 20.3
9月24日 19,950
9月26日 58.0 21.5
10月1日 22,900
10月3日 59.0 22.6
10月8日 25,900
10月10日 60.0 23.3
10月15日 28,740
10月17日 60.0 24.3
10月22日 31,740
10月24日 62.0 25.4
10月29日 31,740
10月31日
11月5日 31,740
11月7日
11月12日 31,740
11月14日 49.0 21.0
11月19日 34,740
11月21日 50.5 22.1
11月26日 37,400

乾燥期間

乾燥期間

肥料分析

水分過多→乾燥

8/18夜間雨水が
入った

乾燥期間

乾燥期間

2,660

期間
投入量(g)

備　　　考

0

0

0

0

0

肥料分析

3,000

2,840

3,000

3,000

2,960

2,930

3,000

2,950

3,060

3,000

3,000

2,000


