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１ 実験概要 

（１） 目的 

新たな生ごみ減量方法であるミニ・キエーロについて、減量効果・使用方法を検

証する。 

 

（２） ミニ・キエーロとは 

 神奈川県葉山町在住の松本信夫氏が開発したキエーロを、国立市が小型に改良し

た生ごみ減量化容器であり、電力を使わずに生ごみを土の力で完全に分解する。 

堆肥を使用しない家庭やマンションのベランダ等で継続的に取組むことができる。 

※「キエーロ」は松本信夫氏の登録商標であり、東村山市は名称使用の了承を得ている。 

 

（３） 容器仕様 

材 料 費：約３，０００円 （一部廃材を利用しているた

め、概算金額として） 

プランター、角材、透明波板、黒土等 

    サ イ ズ：幅７４ｃｍ×奥行４５ｃｍ×高さ３３ｃｍ 

      ※とんぼ工房の協力を得て作成。 

 

（４） 実験方法 

設置場所：秋水園〔管理棟正面の案内板横(表紙写真)。６月

２０日より暴風雨を避けるため、屋根の

ある管理棟入口に移動。〕 

使用備品：・土を混ぜるための移植ごて（シャベル） 

・生ごみ保管用の抗酸化バケツ 

期  間：平成３１年２月 ～ 令和２年１月 

生 ご み：秋水園で発生する生ごみを保管し、投入。 

総投入量：２５．６ｋｇ 

投入方法：次頁に記載。 

記  録：各回投入量・投入物・容器の状況を記録。 

公  開：市ホームページ、東村山市資源循環部公式Twitter

（ツイッター）で公開。 

  

移動後 

移植ごて 
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容器 



 

3 

 

図１ 

２ 検証 

（１） 投入方法 

ア 投入可能な生ごみ 

・主にやわらかく食べやすいもの、水分・油を含んだもの（分解が早い） 

・硬いものや繊維質のもの（分解が遅い） 

 ※分解に時間がかかるが、投入することについて問題はない。 

・主に人間が食べられないものは、分解ができないことが判明した。 

分解の早いもの 分解の遅いもの 分解できないもの 

ご飯、パン、麺類、肉、

魚、揚げ物、調理した野

菜など 

生野菜、果物の皮、種（小

さいものに限る）、小骨、

たまごの殻、とうもろこ

しの芯 

貝殻、骨類（小骨除く）な

ど食べられないもの。 

 

イ 投入量 

・投入回数 → 週２回程度 

・投 入 量 → 週８００ｇ程度（１回４００ｇ、片手に乗る程度の量） 

 投入過多により虫が湧きやすくなるため、容器内の状況

を観察しながら量を調節することが良い。 

 概ね１台で１人分程度の生ごみを処理できる。家庭から

出る生ごみの全量を分解できるものではない。 

 

ウ 投入手順 

① 左右２箇所交互に投入するので、今回投入する穴の位置を確認する。 

② 表面の乾いた土をよけてから、15 センチメートル程度の深さの穴を掘る。 

③ 片手に乗る程度（４００ｇ程度）の量の生ごみを投入する。（写真２） 

④ 生ごみと土を移植ごて（シャベル）でよく混ぜる。 

⑤ 乾いた土で表面にフタをする。 

                              

エ 投入時のポイント 

・生ごみは細かくした方が分解が早い。 

・生ごみと土をよく混ぜると分解しやすい。 

・水分量が多いと虫が湧きやすくなるため、黒土全体が

乾いていなければ、水を追加しなくて良い。 

・表面には乾いた土があり、中には水分を含んだ黒い土

がある状態が好ましい。  

写真１ 

写真２ 
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図２ 

図２ 

（２） 投入時期による変化 

・投入量より投入品目による分解日数への影響が大きい。 

・夏季は分解が早いが、投入頻度や投入量を上げると虫が湧きやすくなる。 

・冬季は分解が遅くなる。 

・週２回一定量（約 400g）の投入が望ましい。 

 

 

（３） 容器性能 

・総投入量：２５．６ｋｇ 

・投入した全ての生ごみを分解することができた。 

・容器は２年目以降も十分利用可能な状態である。 

・生ごみ投入による土の増加はみられなかった。 

・普段から土を混ぜる必要はなく、投入時に前回投入箇所

を混ぜる程度でよい。 

 

以上から、ミニ・キエーロは維持が容易であり、かつ手

軽に生ごみを消滅させられる生ごみ減量化容器であると

考えられる。 

土に投入することで楽しみながら、ごみの減量を実感

することができる。 

 

 

  

3日
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12日

15日

分解日数 ミニ・キエーロ１号器 分解日数推移

虫発生（水分過多） 虫発生（投入過多） 

投入

時期 

写真３ 

イベント展示 

(春の緑の祭典) 
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３ まとめ 

（１） 使っていただくにあたって 

     ミニ・キエーロは、投入方法（３頁）で検証したとおり、投入できる生ごみ、投

入量、投入手順など、一定の知識があれば誰でも利用が可能である。 

利用希望者に対して、それら使用方法について丁寧に説明を行い、利用者の一定

の理解を得ておくことで、分解量や手間などについて「思っていたものと違った」

などの誤解を防ぐことができると考えられる。また、継続して利用してもらうため、

利用者同士の情報共有やアフターフォローが重要であると考えられる。 

 

（２） 実験成果 

 当実証実験では、以上のとおり、ミニ・キエーロが生ごみを一定量分解できるこ

とを確認し、その効果的な使用方法と、使用にあたる注意点の整理を行うことがで

きた。 

 

（３） 今後について 

 一定の減量効果が認められた一方で、他の生ごみ処理容器との違いや継続利用

時の課題、耐用年数などを精査し、より分かりやすく利用者が比較できるようにす

るため、今後とも職員による生ごみの投入を秋水園にて継続していく。 

また、市民モニターを募集し、実際に家庭で利用する際の課題の整理・解消を目

指していく。 

 

以上 

  

実験終了後（令和２年３月） 



 葉山町 生ごみ処理容器 視察報告（概要） 

（令和２年２月１３日） 

 

１ 目的 

東村山市のミニ・キエーロや生ごみ減量化容器の普及を図るため、先進自治体である葉山町の

取組みを把握すること。 

 

２ 視察日時・場所 

  日時：令和２年２月１３日（木） １３：３０～１５：３０ 

  場所：葉山町役場（神奈川県三浦郡葉山町堀内２１３５番地） 

 

３ 葉山町の取組みについて 

＜葉山町の取組み＞ 

 各種生ごみ処理容器の窓口販売 

＜葉山町担当者コメント＞（抜粋） 

・葉山町ゼロ・ウェイスト政策の一環として、どな

たでも取り組めるようライフスタイルに合わせた

複数の生ごみ処理器を提案している。コンポスタ

ー、ＥＭ容器、ミラコンポなどもキエーロ４種と

併せて補助している。 

・使用方法をマニュアルにより丁寧に説明し、継続率

を上げる工夫をしている。 

・用途に合った容器を提案し、町の姿勢を可視化で

きるよう窓口販売をしている。 

・キエーロ（４種）の補助件数が過半数を占める。 

・住宅事情に合った大きさ・種類のキエーロをそれぞ

れ販売しており、各キエーロに人気の差はない。 

・継続して利用いただけるよう、購入後定期的にア

フターフォローとして電話もしくはメールで連絡

を取っている。必要に応じて、現地にて助言を行

う。 

・各種生ごみ処理機の特徴を説明した分かり易いチ

ラシを作成し、どなたでも取り組めることをアピ

ールしている。 

 

 今後とも双方情報共有を行うこととし、視察を終

了した。                 以上  
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葉山町 作成資料
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投入時期

投入量と分解日数（１号器）

投入量 分解日数

今回の実験では、投入量と分解日数について相関関係はみられなかっ

た。（相関係数：0.365、一般的に 0.5 以上は相関がみられる） 

・主に投入品目・方法や気温（時期）によって、分解日数が変化する。 

・梅雨の時期・夏季は虫が発生しやすいが、正しく投入すれば予防可能。 

 

 

 

まとめ 

投入量に関わらず、気

温変化等の影響で分

解日数が増減してい

ると考えられる。 

野菜のみを細かく切らずに投入。投入品目や

入れ方による分解日数への影響が大きい。 

虫発生［考えられる原因］ 

・500g～600g 継続して投入したこと 

・虫が発生しやすい時期であったこと 

投入過多 

虫発生［考えられる原因］ 

・梅雨や大雨の時期に 

外で実験していたこと 

・虫が発生しやすい時期であったこと 

※２号器は同様の推移がみられたため、省略 

実験開始当初で投入量が少なく、

早期に土と見分けがつかなくなっ

た可能性あり。（実際は分解に１０

日近くかかると考えられる。） 

投入記録分析 


