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No． 質問内容 回答方式 有効回答数

1 外国人によるごみ排出問題行動の把握有無 選択式 n=407

2 住民全体によるごみ排出問題行動の内訳 選択式 n=350

3 外国人によるごみ排出問題行動の内訳 選択式 n=198

4 住民全体によるごみ排出問題行動の原因 選択式 n=324

5 外国人によるごみ排出問題行動の原因 選択式 n=186

6 外国人特有の問題について 記述式 n=51

7 印刷物またはHPによる取り組みの有無 選択式 n=410

8 印刷物またはHP以外の取り組みの有無 選択式 n=404

9 印刷物またはHPによる取り組みの提供内容 選択式 n=250

10 印刷物またはHPによる取り組みの日本語版との情報量の違い 選択式 n=243

11 印刷物の配布方法 選択式 n=229

12 取り組み未実施の理由 選択式 n=189

13 外国人に対する情報提供において，苦慮している点 記述式 n=49

14 連携の有無について 記述式 n=410

14 連携先，内容について 記述式 n=229

15 改善または解決に至った場合の理由 選択式 n=103

16 外国人に対する情報提供において，工夫している点 記述式 n=33

17 外国人から寄せられる意見について 記述式 n=29

1.外国人によるごみ排出問題行動について

2.自治体の取り組みについて

外国人によるごみ排出問題行動の現状把握と 

自治体による情報提供方法の在り方に関する提案 

                                金谷研究室 1112003 石田みずき 

 

１．背景・論点 

外国人の定住が進むにつれて，外国人居住者と日

本人居住者との関係や日常生活に関する問題が報告

されるようになった 1)．稲葉らの研究によると，「ご

みの出し方・不法投棄」，「室内での生活雑音」，「日

本語で意思疎通ができないこと」などが特に問題と

して挙げられるという 2)．   

 しかし先行研究において，外国人のごみ出し問題

をテーマにした論文は確認されておらず，ごみ出し

問題に関しても個々の事例から問題発生の報告 2)，3)，

4)，5)があるものの，全国的な発生頻度や問題の詳細

といった現状や，それらのための対策の詳細につい

ては，ほとんど明らかにされていない． 

また，ごみ排出についての住民意識の向上に関す

る先行研究においては，分別やごみ減量の促進にお

ける情報提供の重要性が指摘されている 6) が，依然

として外国人に対する情報提供は不足しており，母

国語による情報提供の充実が求められている 7)． 

よって本研究においては，適切な情報提供が，外

国人のごみ出し問題の解決にむけての重要な条件の

1 つであると考え，この点に着目して研究を進める

こととする． 

 

２．研究の目的・意義 

 そこで本研究では，外国人によるごみ排出問題行

動の現状把握を目的 1，自治体による情報提供方法

の把握を目的 2，現行の情報提供方法の課題を具体

化し，改善への提案を行うことを目的 3 とする． 

 本研究の意義は，外国人住民を受け入れていく上

で役立つことと，今後のごみ分別等の促進に役立つ

ことである． 

 

３．研究方法 

 研究の目的を次のような方法で達成する． 

(1) 先行研究に関する文献調査 

 外国人を取り巻く状況について，文献調査を行う． 

(2)  全国の市への予備アンケート調査 

 ごみ出し問題の現状，情報提供の方法や工夫を明

らかとするために，全国 789 市の廃棄物担当課に対

する予備アンケート調査を行う．  

(3)  留学生と自治体職員への予備ヒアリング調査 

 本アンケート調査表作成に向けて，外国人側の意

見および，自治体の状況を知るために，滋賀県立大

学留学生と滋賀県彦根市清掃センター職員への予備

ヒアリング調査を行う． 

(4) 外国人人口比率上位自治体への本アンケート

調査 

 問題行動の詳細と現行の情報提供方法の特徴や課

題，改善の状況を明らかにするために，外国人人口

比率上位 800 市区町村に対して，本アンケート調査

を行う．調査項目を表 1 に示す．（以下，n は有効回

答自治体数，m は有効回答取り組み数とする）． 

 

表 1 本アンケート調査 調査項目（一部抜粋） 

 

(5) 外国人の意見を聞く機会を設ける自治体への

追加アンケート調査 

 本アンケート調査結果で，問い合わせ以外に外国

人の意見を聞く機会を設けていると回答した 15 自

治体を対象とし，機会を設けるにあたっての工夫や

実際に寄せられた意見などを明らかにする． 

(6) 印刷物傾向調査 

 提供を受けた印刷物から，詳細な調査が可能な

111 自治体の 146 種，408 件を対象とし，言語掲載の

形式や視覚情報の掲載などの傾向を明らかにする． 

(7) 考察   

以上の調査結果を踏まえて，現行の情報提供方法

の課題を明らかにし，改善への提案を行う． 

 

４．結果及び考察 

(1) 外国人のごみ排出問題行動の把握状況 

  外国人の問題行動に関して，予備アンケート調査
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排出問題行動内訳（独立性の検定結果） ｐ値 判定

不法投棄 4.669E-39 [**]

粗大ごみに関する問題 1.655E-12 [**]

ごみの持ち去り 9.826E-10 [**]

自治会管理の集積場の利用に関する問題 2.197E-06 [**]

指定場所以外への排出 1.789E-05 [**]

指定日時以外の排出 0.0134526 [*]

分別がなされていない 0.0225267 [*]

指定袋・容器等の利用に関する問題 0.0401451 [*]

その他 0.4712212 [ ]

内容各項目単純集計結果 回答件数 回答率

分別の区分について 447 89%

ごみの出し方について 422 84%

問い合わせ先について 411 82%

注意事項などについて 397 79%

排出日時について 360 72%

排出場所について 198 39%

分別の必要性について 71 14%

分別後のごみ処理の方法について 41 8%

日本語版カレンダーの見方について 20 4%

その他 7 1%

合計

平均値(合計/m）

2374

4.729

においては，調査時点（平成 25 年）で，485 市中，

119 市（24.5%）の自治体が把握していると回答した．

また，本アンケート調査においては，平成 25 年度，

407 自治体の内，201 自治体（49.0%）が外国人によ

る問題行動を把握している． 

(2)  問題行動の把握有無と自治体の特徴 

問題行動を把握している自治体の特徴は何か．外

国人による問題行動が発生する原因として考えられ

る仮説をもとに，問題行動を把握している自治体全

体と，把握していない自治体全体における平均値を

求めた．仮説 1 は参考文献 8 より，仮説 2～4 は，参

考文献 9 より，仮説 5 は，参考文献 
10 より，引用

または算出している．なお，分別区分数を除き，加

重平均値を用いている．表 2 に結果を示す．表 2 か

ら，両者を比較すると，①把握している自治体は，

外国人人口比率，外国人世帯比率が高く，分別区分

数と転入者数が多い傾向にあること．また，国籍別

住民比率に関しては，ペルー籍，ブラジル籍住民の

比率が高いこと，②把握していない自治体は，中国

籍，韓国・朝鮮籍住民の比率が高いことが分かる． 

 

表 2  問題行動の把握有無と自治体の特徴（n=397） 

仮説名

把握している

自治体全体の
各仮説に関する

平均値

n

把握していない
自治体全体の
各仮説に関する

平均値

n

仮説1　分別区分数 14.3 201 13.3 195

仮説2　外国人人口比率 2.0% 201 1.2% 195

仮説3　外国人世帯比率 2.2% 201 1.7% 195

仮説4　転入者数総計/人口総数 4.7% 201 3.4% 195

仮説5　外国人転入者比率 6.6% 201 8.3% 195

仮説6  国籍別人口比率（韓国・朝鮮） 20.1% 201 41.1% 195

　　    国籍別人口比率（ブラジル） 10.5% 201 4.1% 195

           国籍別人口比率（ペルー） 3.0% 201 1.3% 195  

 

(3) 問題行動の内訳  

住民全体と外国人住民のみの問題行動の内訳を比

較すると，どちらも「分別がなされていない」が最

も多いという結果になった．独立性の検定結果を表

3 に示す．特に，差が認められる「不法投棄」など，

故意によるものと考えられる項目については，住民

全体と比べて，外国人住民の場合は，低い傾向にあ

ることが明らかとなった．  

 

表 3  問題行動内訳（カイ二乗検定結果） 

 また，外国人特有の問題があるか尋ねたところ，

「分別」や「日時」を守らないことなど，住民全体

においても確認される問題行動が報告されたが，「分

別概念の欠如」，「日本語理解不足による指導の困難

さ」，「自治体未加入者が多い」，など，問題行動につ

ながりやすい特徴が報告された． 

(4) 問題行動の原因  

 問題行動の原因として考えられる理由について，

各自治体に尋ねると，住民全体においては，「方法を

理解しているが，実践しない」，外国人住民において

は，「方法を理解できない」という理由が多いことが

分かった．また，「方法を理解しているが実践しない」

という理由に関して，さらに詳細を尋ねたところ，

住民全体においては，「面倒である」，外国人住民に

おいては，「必要性を理解していない」という回答が

多い結果となった． 

また，外国人に関しては，その他に「文化や習慣

の違い」が理由として挙げられた． 

(5) 自治体による情報提供取り組み状況 

 現行最も多い取り組みは，印刷物による情報提供

であり，本アンケート調査においては，回答を得た

自治体の内，60%が取り組んでいると回答した．ま

た，その他の取り組みの内容としては，「説明会や講

座の実施」が最も多く挙げられた． 

(6) 印刷物または HPによる取り組み状況 

提供内容に関して，表 4 に結果を示す．表 4 から，

「分別の区分」や「出し方」などの取り扱いが多い

一方，「分別の必要性」や「ごみ処理の方法」を伝え

る事例は少ないことが分かる． 

 

表 4  印刷物または HP による情報提供内容（m=502） 

 

また，日本語版との情報量の違いに関しては，回

答を得た 477 事例のうち，269 事例（56%）が差異

なし，203 事例（43%）が簡略したと回答しており，

詳しく記載している事例は，5 件（1%）と圧倒的に

少ない結果となった．また，簡略化されやすい内容

として，「排出日時」，「分別に関する詳細」や「分別

の必要性」，「分別後のごみ処理」などが挙げられた． 

 配布方法に関しては様々な方法の組み合わせが見

られるが，「全戸配布」，「転入時に必ず配布」のどち

らも含まない事例が，回答を得た 303 事例のうち，



iii 

 

No. 内容

1
ごみ収集日程表をお持ちでなく、収集日程がわからないという
意見が寄せられた。（国籍不明）

2

日本のごみの出し方が複雑すぎてわからない。日本のごみ出し
のルールが難しい。（出身地では収集日が決まっていない）
（中国）

3 リサイクルをする理由・ごみを分別して捨てる理由は何か。

4
ごみの処理に関し、有料であることが理解しがたい。（びん、
かん等資源ごみは個人で売り払うことが多いから）（中国）

5
外国人は、絵を見て判断しているので、分別の絵をはっきりし
てほしい。（国籍不明）

6

日本語の音なら分かる外国人は多いことから，やさしい日本語
或いはローマ字表記のパンフレットを作成してほしい。（国籍
不明）

7
日本語はひらがなしか読めない。（ベトナム語版の分別冊子希
望）（ベトナム）

8
ベトナム語のパンフレットがほしい（英語ではわからない）
（ベトナム）

表現方法 文字 イラスト・図 写真 マーク 合計 割合

文字-イラスト-マーク ● ● ● 66 45%

文字-イラスト-写真-マーク ● ● ● ● 26 18%

文字情報のみ ● 22 15%

文字-イラスト ● ● 20 14%

文字-マーク ● ● 6 4%

文字-イラスト-写真 ● ● ● 4 3%

文字-写真-マーク ● ● ● 2 1%

合計 146 100%

改善・解決に至った理由 p値 判定

多言語による掲示、看板の設置 0.000 [**]

直接指導 0.000 [**]

関係者を通じての指導 0.000 [**]

多言語の刊行物による啓発 0.000 [**]

説明会等の開催 0.021 [*]

該当者の引っ越し 0.235 [  ]

その他 0.278 [  ]

外国人人口の減少 0.351 [  ]

戸別収集 0.465 [  ]

専用ステーションの設置 0.752 [  ]

196 事例（65%）となり，外国人住民全体に行きわ

たらない可能性が示された． 

 また，印刷物の傾向調査から，視覚情報の掲載状

況について，表 5 に結果を示す．印刷物の内，視覚

情報がなく，文字情報のみとする事例は 15%に留ま

り，多くがイラスト・図・写真・マークの視覚情報

を掲載していることが分かる． 

 

表 5 視覚情報の掲載状況（146 種類） 

 

(7) 取り組み未実施の理由 

取り組み未実施の理由について，結果を表 6 に示

す．特に問題がないという回答も見られるが，対応

したいが，人材や予算不足のため行えないという回

答も寄せられている． 

 

表 6 取り組み未実施の理由（n=189）※複数回答可 

 

(8) 苦慮している点 

苦慮している点については，回答を得た 49 自治体

の内，22 自治体（50%）が「言語の問題・多言語対

応が難しい」ことを挙げた．次いで，13 自治体（30%）

が「情報提供機会がないもしくは少ない」という回

答を挙げている．  

(9) 他部署または関連団体との連携について 

連携については，410 自治体の内，234 自治体

（57%）が行っていると答えた．主な連携先は，自

治体内の他部署であり，主な内容は，翻訳と助言の

依頼である． 

(10) 改善・解決に至った取り組み 

改善および解決に至ったとされる理由について，

独立性の検定を行った．結果を表 7 に示す．特に差

のある取り組みは，指導や多言語の情報提供である

ことが分かる．また，改善の場合には，多言語によ

る情報提供が，解決の場合には，指導が多いことが

明らかとなっている． 

表 7 改善および解決に至った理由（n=103） 

 

(11) 工夫している点 

工夫している点については，回答を得た 33 自治体

の内，11 自治体（33%）が「印刷物において，日本

語版との比較が可能であること」，10 自治体（30%）

が「印刷物における配布時の工夫」，7 自治体（21%）

が，「印刷物におけるイラスト・図・写真の使用」を

挙げた．  

(12) 自治体に寄せられた外国人からの意見 

  本アンケート調査および追加アンケート調査より，

自治体に寄せられた外国人からの意見を表 8に示す． 

 

表 8 自治体に寄せられる意見（n=8） 

 

５．結論 

(1) 目的 1の結論 

外国人によるごみ排出問題行動に関する結論を以

下に示す． 

1) 自治体によって差はあるものの，外国人によるご

み排出問題行動は発生が確認されている． 

2) 原因としては，特に排出方法を理解出来ていない

こと，また，理解できている場合でも，排出方法を

守る必要性を理解できていないことが挙げられる．

また，言語の問題や，自治体未加入者が多いことな

ど，情報提供の場面において，外国人が不利な条件

を持っていることも原因である． 

3) 問題行動の内訳に関しては，分別や排出日時など

住民全体と同様の傾向にあるが，外国人住民におい

ては，「不法投棄」など故意と考えられる問題行動の

取り組み未実施の理由 回答件数 回答率

特に問題となるような行動が見られない 100 53%

外国人人口が少ない 67 35%

人材がおらず対応できない 34 18%

予算の都合から対応できない 19 10%

外国人がいるが必要性がない 5 3%

要望が少ないため 4 2%

特に外国人と日本人と区別していない 4 2%

連携して対応できている 2 1%

その他 12 6%
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把握が少ない傾向にある． 

4) 問題行動を把握している自治体の傾向として，①

分別区分数と転入者数が多く，外国人転入者比率が

高いこと，②外国人人口比率，外国人世帯比率，ペ

ルー籍，ブラジル籍住民の比率が高いことが明らか

となった．なお，特に②においては，分析結果から

統計的に有意な結果となっている．また，問題行動

を把握していない自治体の傾向としては，韓国・朝

鮮籍住民の比率が高いことが明らかとなった． 

(2)  目的 2の結論 

 自治体の取り組みに関する結論を以下に示す． 

1) 印刷物や HP の提供内容としては，回答を得た事

例の内，約半数の事例で日本語版からの簡略化が見

られ，特に「分別の必要性」や「分別後の処理方法」

といった内容が少ない傾向にある． 

2) 印刷物の配布方法については，「全戸配布」と「転

入時に必ず配布」のどちらも行われない事例が，65%

となり，外国人全体にいきわたらない可能性がある． 

3) 多くの印刷物が，イラスト，図，写真，マークを

掲載しているが，写真は少ない傾向にある． 

4) 取り組み未実施の理由としては，特に問題が見ら

れないとの回答が多いが，対応を行いたくても，人

材や予算不足で対応ができないとする自治体もある． 

5) 情報提供時に苦慮する点として，「言語の問題」

や「提供機会がない・少ない」ことが挙げられる． 

6) 改善と解決に至った理由から，改善から解決に至

るためには，多言語による啓発に加え，指導など説

明を行う機会が必要であると考えられる． 

7) 各自治体では他部署との連携が積極的に行われ

ており，主な内容として，翻訳の依頼が挙げられる． 

8) 工夫している点としては，印刷物に関する工夫の

他，説明時の工夫などが挙げられている． 

(3) 目的 3の結論 

 改善策への提案に関する結論を以下に示す． 

1) 外国人が分別の必要性を理解していないこと，印

刷物等において，必要性などの情報提供内容が少な

いことから，情報提供内容において，分別の必要性

などの追加を提案する． 

2) 英語や漢字が読めない外国人がいること，自治体

によっては多言語対応が難しいことから，やさしい

日本語の使用を提案する． 

3) 外国人が印刷物を所持していなかった場合があ

ること，苦慮している点として，外国人との接触機

会が少ないことから，配布方法として，転入時の配

布，外国人経営店舗等への設置や掲示を提案する． 

4) 外国人が，絵を判断基準としており，曖昧な場合

は判断に困ること，自治体では視覚情報の掲載が多

いが，写真などは少ないことから，写真の掲載やイ

ラストの詳細に配慮することを提案する． 

(4) 研究全体の考察 

外国人のごみ排出問題行動は，自治体における外

国人住民の有無などに左右されるが，発生が確認さ

れていることが明らかとなった．また，各自治体に

おいては，これらに対して，多言語の印刷物の作成

などを進めている．また，問題行動の改善から解決

に向けては，多言語による啓発に加え，指導等の説

明の機会が必要であることが明らかとなったが，自

治体によっては，外国人との接触機会が少ないこと

や，予算や人材不足などにより，取り組みが困難な

場合があると考えられる． 

しかし，外国人住民であっても，各自治体の取り

組みによって，日本での生活，ごみ排出などのルー

ルを理解し，また慣れることができれば，改善に至

ることが可能であると考えられる． 

今後の課題としては，外国人側の調査や，廃棄物

担当課だけでは対応が難しいことから，他部署や関

連団体との連携について調査を行う必要がある． 
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