
箱の中に入れた生ごみが、菌ちゃん（微生物）の力でどん
どん分解します。できた堆肥を使っておいしい野菜やきれ
いな花を育ててみませんか？

段ボール箱

＜平成30年度＞

【お問い合わせ】
新潟市 環境部 循環社会推進課　〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1

TEL 025-226-1391　メールアドレス junsui@city.niigata.lg.jp

土に下ろして堆肥を作る方法

ビニール袋を使って堆肥を作る方法

生ごみ
40.3％

紙類 23.4％

プラス
チック類
15.2％

この冊子は再生紙を使用し、
環境にやさしい
植物油インキで印刷しています。

ぬ



★基材が水分を含みすぎていないか確認して
　から入れてください。
★生ごみは細かく刻んで、軽く水分を切ってから
　入れると早く分解します。
★約２～３カ月生ごみを入れると堆肥ができます。

（１日300g程度：三角コーナー１杯分）

微生物による分解が進み、基
材の温度が高くなると虫は死
滅します。
廃食用油、天かすなどを入れる
と、温度を上げることができ
ます。

基材が入った内袋を
ビニール袋に入れ、空
気を抜いてから天日
干しにしてください。
一時的に温度を上げる
と虫は死滅します。

古布（Tシャ
ツや薄手の布
など）をかけ
てから箱のふ
たをすると、
虫の侵入を防
ぐことができ
ます。

生ごみの投入を一旦やめ、残っている基材を足したり、日にあてて水分量を調整したりしてください。
再開するときは、基材の状態を見ながら生ごみを入れてください。

水分量が多く段ボールがぬれてしまったらどうしたらいいの？

基材に生ごみを入れます。

サ イ チ ョ か ら の

 ア ド バ イ ス ！

❶箱から基材と
説明書を取り
出します。

❸基材をビニー
ル袋から取り
出し内袋に
入れてくだ
さい。

❷ビニール袋に基材の３分の２と米
のとぎ汁（もしくは水）1ℓを入れて
よく混ぜてください。一晩置く
と、水分をしっかり含むことが
できます。

★基材は乾燥しているので、屋外での作業
をおすすめします。
★残りの基材は、水
分調整のために残
しておきます。

★生ごみは、基材がしっ
かり水分を含んでから
入れましょう！
　水分をしっかり含むこ
とで、微生物が元気に
活動をはじめます。

生ごみを投入した直後は分解に時間がかかります｡１週間程度で分解が進むことにより温度が上がり､条
件が整えば40℃以上になります。カロリーの高い生ごみ（食べ残し､果実など）は分解が早く､野菜くずな
どは時間がかかります｡
冬は気温が低くなり､分解が遅くなるので､あたたかい場所または屋内に設置してください。
また､水分が足りなくなるのも原因の１つですので､微生物の好物である米のとぎ汁など
を入れてください。

汚れがひどいものは､燃やすごみとして指定袋に入れて出してください。
汚れが少ないものについては､古紙類として出すことができます｡折りたたんで､ひもで十文字にしばって
出してください。
また､基材があれば繰り返し使うことができます｡

新潟市ごみ減量推進
キャラクター
「サイチョ」

箱の下に木片やブロック､すのこ､網目状のケース等
を置くと､底の通気性がよくなるよ！

１年を通して使用することができるため、お好きなタイミングで始められます。堆肥として使用したい
時期から逆算して使い始めることをおすすめします。
（例）７月に堆肥を使いたい場合３月頃に始める。

虫は箱に投入する前の生ごみや箱の隙間から入って卵を産む場合があります。
また、水分量が適量でない場合に虫は発生します。水分量の目安は、軽く握って
形が残る程度です。

箱が８分目になったら半分の基材は堆肥にし、残りの半分の基材にずっと生ごみを投入することができ
るため、繰り返し使用することができます。
また、基材のみ１袋400円（税込）で販売もしています。

基材は一度しか使うことができませんか？

寒い時季には、お湯を入れた
ペットボトルを基材に埋めると
温度を上げることができるよ！
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