
計 22035g

回数 月/日 場所 計量 残飯 調理くず

第1回 2月4日 左 170g 10 白米、漬物類 にんじん皮、たまねぎ皮、みかん皮、チンゲン菜

第2回 2月7日 右 287g 10 白米、漬物類、マカロニ、梅干し

2月12日
【2月4日分】【2月7日分】
一部未分解。生ごみ周辺に白い粉が発生していたため、部分
的に分解は進んでいる様子。投入中止。

第3回 2月15日 左 71g 6 白米、漬物類、赤大根、蓮根、人参
【2月4日分】【2月7日分】
皮以外はほぼ分解されている。
■たまねぎの皮はほぼ原形をとどめている。

第4回 2月19日 右 143g 3 白米、豚肉、カボチャ、漬物
【2月15日分】
蓮根など一部未分解。

第5回 2月21日 左 217g 5 鶏肉、チーズ、パスタ、白米 みかん皮、
【2月19日分】
分解。
■季節外れの高温が好条件だった可能性。

第6回 2月26日 右 286g 5 エビフライ、魚、玉子など 白菜ほか、みかん皮
【2月21日分】
分解。

3月3日
■美住リサイクルショップフリーマーケットにて展示・投入予定
だったが雨天のため中止。

第7回 3月5日 左 503g 5 白米、カレー、かぼちゃ、豆腐、納豆、 人参、魚（骨以外）

第8回 3月8日 右 475g 7
白米、かまぼこ、ウインナー、しば漬け、大
豆

みかん皮

【3月3日分】
分解。周辺に白カビ発生。
【3月5日分】
概ね分解。

第9回 3月12日 左 351g 7 白米、けんちんうどん、漬物
■容器内にたまねぎの固い皮が目立ってきた。分解しない様
子。

第10回 3月15日 右 524g 10 白米、バナナの皮、みかんの皮、しば浸け チンゲン菜

第11回 3月20日 左 431g 9
千切りキャベツのサラダ、ハンバーグ、ブ
ロッコリー

【3月12日分】
分解。
【3月15日分】
土とよく混ぜていないため、バナナと白米そのまま残っている。

第12回 3月22日 右 451g 9 白米、バナナ 白菜、長ネギ、かぼちゃ

【3月15日分】
バナナの皮が一部残っているのみ。
【3月20日分】
千切りキャベツがほとんど残っている。再度補水の上混ぜた。
■20日分の場所のみ、気温より10度高かった（29度）

第13回 3月26日 左 617g 9
ミートスパゲティ（ソース込）、コロッケ、肉団
子、コーン、ひじき

にんじん皮、長ネギ

【3月20日分】
千切りキャベツが未分解。
【3月22日分】
白菜がまだ目立つ。

第14回 3月29日 右 515g 9 白米、鶏肉、蓮根、漬物 茶葉、みかんの皮

【3月22日分】
一部白菜が残っているが、新たに投入。
【3月29日分】
投入のほとんどを白米が占める。

主なもの
分解
日数

投入時所見

投入

生ごみ計量記録シート ミニ・キエーロ　１号器
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第15回 4月3日 左 562g 7 白米、鶏肉、たけのこ、キャベツ千切り 茶葉

【3月26日分】
長ネギ以外分解。
【4月3日分】
白米を中心に投入。

第16回 4月5日 右 389g 6 白米、ごま、南瓜、人参 白菜、ナス

【3月29日分】【4月3日分】
未分解。気温が低かったためと考えられる。
【4月5日分】
追加で投入。

4月8日
■週３回投入するか判断するため、中を確認。３日分がまだ２
～３割残っている。リスクが高いため週３回投入を断念。

第17回 4月11日 左 381g 8 白米、鶏肉、そらまめ、 茶葉
【4月3日分】
完全に分解。
■分解までの日数が短くなってきたことを確認し、新たに投入。

第18回 4月16日 右 567g 10 白米、スパゲティ、こんにゃく、ハンバーグ みかん皮、茶葉
【4月11日分】
半分分解していない。

第19回 4月19日 左 164g 10 白米、たくあん、コーン 茶葉
【4月11日分】
完全に分解。

第20回 4月26日 右 519g 12 白米、赤大根、豚肉、しらたき みかん皮

【4月16日分】
わずかに分解していない。
【4月19日分】
まだ分解していない。
■投入量は分解日数に影響しないことが分かる。

第21回 4月29日 左 700g 10 バナナ実、白米 枝豆皮、バナナ皮、いちごヘタ
【4月19日分】
分解。

第22回 5月1日 右 234g 9 白米のみ 別途、卵の殻を投入。

第23回 5月8日 左 205g 7 挽肉、コーン、紅生姜、きんぴらごぼう、白米
【4月29日分】
未分解。
■皮類が目立つ。卵の殻がある。

第24回 5月10日 右 443g 7 レタス、鶏肉、かぼちゃ、みそ、漬物、蓮根 バナナ皮
■段々と未分解が混在してきた様子。うじ虫らしきものが２匹
ほど確認できた。

第25回 5月15日 左 536g 7
パスタ、マカロニ、ナス、もやし、ほうれん草
など

おかず類を中心に投入。

第26回 5月17日 右 578g 10 白米、鶏肉、レタス お茶ガラ、バナナ皮、みかん皮
【5月10日分】完全に分解。
■土の状態はきれい。

第27回 5月22日 左 415g 5 白米、パスタ、漬物、はんぺん バナナ皮、みかん皮
【5月15日分】少しだけ未分解。
■虫などは確認できない。

第28回 5月26日 左 400g 5 白米 バナナ皮、みかん皮

【5月17日分】
一部未分解。
【5月22日分】
概ね分解していた。
【5月26日分】
間違えて22日分と同箇所に投入。
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第29回 5月29日 右 491g 7
パスタ、白米、チキンカツ、シュウマイ、かぼ
ちゃ、白菜

バナナ皮
【5月17日分】
分解。

6月12日

■（投入延期）
連日の長雨により、1週間投入ができなかった。
中を確認したところ、虫が一部発生していた。雨が侵入し、表
面が一部濡れたことにより、生ごみに虫が寄ってきて、増殖し
た可能性。生ごみを投入すると虫が増える虞があるため、投入
せず様子を見ることとする。

6月18日
■うじ虫の成虫のようなものが大量発生している。土をかわか
して、様子を見る。
２号機を起動させる。

第30回 6月24日 右 514g 6 食パン、白米、トマト、バナナ、パスタ

第31回 7月1日 左 545g 5 キャベツ、豚肉、漬物、豆腐、もやしほか
【6月24日分】
分解。
■順調に分解しているため、本格的に投入再開。

第32回 7月11日 右 267g たまねぎの皮
■第33回と同時に投入。皮の分解を試したが、分解しなかっ
た。

第33回 7月11日 左 570g 7 豚肉、梨、ミートスパゲティ にんじん皮 ■１週間以上ためた腐りかけの生ごみを投入してみた。

7月18日

■（投入延期）
前回投入箇所について、皮はほとんど残っていたため、ある程
度排除した。
生ごみについて、９割方分解が進んでいたが、再度虫が発生し
ていた。
長雨による多湿気候、大量投入、腐敗などの原因が考えられ
る。再度、乾燥させて虫を撲滅する。

7月24日
■虫はほとんどみられなくなったが、数匹確認できる。
２号機の投入を決断。

第34回 7月26日 右 213g 5 オムレツ、たけのこ、チキンライス
■虫がいなくなっていたため、投入。
一部たまねぎの皮が残ってる。

第35回 7月30日 左 255g 5 パスタ、グリーンピース、白米、漬物、昆布

【7月26日分】ほぼ全て分解。
■7月26日からため始めた食べ残しが若干腐り始めているた
め、１号機のみに投入してみる。夏場は４日ほどで腐ってしま
う。

第36回 8月2日 右 204g 5 白米、ハンバーグ、マロニー

【7月26日分】
完全に分解。
【7月30日分】
ほぼ分解。1,2匹のうじ虫を確認。

第37回 8月7日 左 346g 5 白米
【7月30日分】【8月2日分】
完全に分解。

第38回 8月13日 右 170g 5 白米、じゃがいも、かぼちゃ、漬物
■４日程ためたら、生ごみに青かびが生えていた。虫が発生す
るか観察したい。
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第39回 8月21日 左 303g 5 ハンバーグ、白米、パスタ、やきそば みかん ■虫の発生もなく、問題なし。
第41回 8月30日 右 300g 5 うどん 茶がら
第42回 9月5日 左 440g 6 チキンライス、かぼちゃ、れんこん、パスタ他

第43回 9月12日 左 427g 6 チキン、ごはん、ひじき、枝豆、にんじんほか
【9月5日分】
分解。

9月12日 右 100g ゴーヤ１本

第44回 10月8日 右 301g 5 パン、パスタ、漬物ほか

【9月12日分（ゴーヤ）】
ゴーヤ１本丸ごとの分解はとても時間がかかることが分かっ
た。２週間以上。細かくして投入する必要があると考えられる。
■容器内の土はさらさらしている。

第45回 10月11日 左 550g 9 コロッケ、魚、ごはん、レタスほか
【10月8日分】
未分解。

第46回 10月21日 右 508g 9 唐揚げ、ナス、白米、パスタほか バナナ皮
第47回 10月30日 左 107g 5 パン
第48回 11月6日 右 594g 8 そら豆、ごはん、パスタ、白菜ほか
第49回 11月14日 右 110g のり
第50回 11月14日 左 401g 14 野菜

第51回 11月26日 左 449g 7 白米、パスタ、白菜、漬物ほか
【11月14日分（野菜）】
野菜はほぼ分解された。期間はかかったが、腐敗等は少なく、
後から入れ続けても支障なし。

第52回 11月26日 右 181g 5 キャベツ、味噌、クッキー

第53回 12月4日 右 328g 6 千切りキャベツ、漬物、白米、しらたきほか みかん皮
【11月14日（のり）】
のりは２週間以上分解に要した。

第54回 12月9日 右 421g 7 ブロッコリー、大根、豚肉とナス、 キャベツ

第55回 12月11日 左 290g 7 レタス、納豆、豚肉、人参ほか みかん皮
【12月9日分】
未分解。

第56回 12月20日 右 294g 10 ブロッコリー、白米ほか ねぎ、かぶ ■土の状態は乾燥している。

第57回 12月20日 左 392g 10 肉そぼろ、白米、ひじき にんじん、しいたけ、白菜
【12月11日分】
みかん皮はまだ未分解。

第58回 1月15日 右 531g 10 白米、人参ほか 卵の殻 ■１号機の土が２号機より多少増えている印象。

第59回 1月20日 左 299g 11 野沢菜、スナック菓子
【1月15日分】
ほぼ分解。
■野沢菜（裁断なし）は分解せず。
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第1回 7月26日 右 249g 5 豚肉の生姜焼き、たけのこ、チキンライス ２号機始動。

7月30日

【7月26日分】
黄色く何かの菌が発生しており、順調な様子。
■今回は投入物が少し腐り始めていたため、１号機のみに投
入した。

第2回 8月2日 右 226g 7 やきそば、パイナップル、漬物、マロニー
【7月26日分】
分解。順調な様子。

第3回 8月7日 左 250g 5 白米、パスタ、漬物
【8月2日分】
分解途中の生ごみがちらほら。

第4回 8月7日 右 150g スイカの皮・種 臨時で投入。

8月13日
【8月7日分】
スイカの皮・種、未分解。

第5回 8月21日 左 356g 5 白米、パスタ、漬物

第6回 8月23日 右 396g 6 チキン、ブロッコリー、白米、昆布
【8月7日分】スイカ分解。分解期間は２週間だった。
■今回は想定される許容量ぎりぎりいっぱい入れてみた。

第7回 9月17日 左 75g 9 スナック菓子
第8回 11月14日 右 427g 6 コロッケ、チキン、白米、漬物ほか
第9回 11月26日 右 561g 7 白米、パスタ、白菜、漬物ほか
第10回 12月4日 左 402g 10 千切りキャベツ、漬物、白米、しらたきほか みかん皮

第11回 12月11日 右 630g 10 ひじき、コロッケ、漬物、コーン、もやしほか
【12月4日分】
一部未分解。

第12回 12月19日 左 374g 10 あんず、りんご、 白菜、にんじん
【12月11日分】
８日たっても分解しきらない。

第13回 12月27日 右 321g
白米、ひじき、もやしほか

【12月19日分】
あんずが残り。
■今回分、年末年始で詳細な分解日不明。

第14回 1月23日 右 80g 白菜等 ■今回分の白菜、細かくしていないため２週間以上分解せず。
第15回 1月24日 左 545g 15 白米、漬物、ひじき、キャベツなど

生ごみ計量記録シート

投入 主なもの

投入時所見
分解
日数

ミニ・キエーロ　２号器


