
●水戸市・重慶市友好交流都市提携20周年記念事業
水戸市・重慶市行政意見交換会を実施しました。（１月27日）

　両市の清掃業務向上と友好親善の深化を目指し、オンラインで意見交換会が開催されました。水戸市の新ごみ処理工
場稼働や新しいごみ分別方法、重慶市のＩＴを活用したごみ分別など、両市からそれぞれの取組みについて紹介があ
り、活発な意見交換が行われました。

●水戸市・重慶市友好交流都市提携20周年記念誌を発刊しました
　2020年に両市が友好交流都市提携20周年を迎え、20年間の交流の歴史を記録した記念誌が発刊されました。詳しく
は、水戸市国際交流協会事務局までお問い合わせください。

●国際交流団体活動紹介展（2021年２月～）
　２月から５期にわたり、18団体の活動をパネル展示で紹介していきます。スケジュールは次のとおりです。
　期間中、各団体によるイベントデーの開催を予定しております。各団体のメンバーの方からお話を聞くこともできま
す。ぜひ、ご来館ください。

期　間 展 示 団 体
①2021年２/20（土）～ ３/21（日） メサフレンドシップ、茨城県ユニセフ協会、茨城県日中友好協会
②2021年４/10（土）～ ５/23（日） （公財）ラボ国際交流センター、ラブニール、スリランカとアジアの友の会
③2021年６/12（土）～ ７/11（日） サンコファ、WYCCI、日本・バングラデシュ文化交流会、茨城県日独文化協会

④2021年９/４（土）～ 10/ ３（日） 日本ベトナム友好協会茨城県連合会、水戸国際コミュニケーションズ、
「茨城アジア教育基金」を支える会、AFS日本協会茨城水戸支部

⑤2021年11/ ６（土）～ 12/12（日） 水戸ユネスコ協会、オルビス、水戸内原国際交流ふれあいの会、
中国武術茨城推進協会

※感染症拡大等の状況により、期間や内容の変更の可能性があります。

機関紙のコーナー、特集で取り上げて欲しい記事等、何でもお寄せください。
〒 310-0024　水戸市備前町 6-59　水戸市国際交流センター内
　　　　　　　（公財）水戸市国際交流協会
Ｔ ｅ ｌ：029-221-1800
Ｆ ａ ｘ：029-221-5793
Ｈ　　Ｐ：https://.mitoic.or.jp/
Ｅ -mail：mcia@mito.ne.jp
開館時間：午前９時～午後９時
休 館 日：月曜日、祝日（土曜日を除く）、年末年始

機関紙へのご意見を
お待ちしています。

・イタリア語×日本語の巻（12月５日）
・英語×日本語の巻（２月14日）
イタリア語や英語と日本語で同じ
絵本の読み聞かせを行い、ことば
の響きの違いを楽しみました。

・インドネシア編（１月23日）（中止）
　県独自の緊急事態宣言に伴い中止しました。

（２月21日、３月７日）
　地域在住の外国人市民の方々をゲ
ストに迎え、それぞれの出身地紹介
や、ご自身についてお話をうかがい
ました。また、各国体験ブースでは、
各ゲストによる各国文化体験を行い
ました。

（２月28日）※会場とオンライン（ZOOM）同時開催
　日本語を外国人の観点から外国語として捉えることによっ
て、面白さや難しさを実感したほか、「やさしい日本語」の
話し方や書き方を学びました。

（３月９日）
　令和２年４月から運転を始めた水戸市の最新のごみ処理施
設を11名の外国人市民が見学しました。クリーンな施設で、
環境に配慮されたごみ処理と分別に感嘆の声が上がりました。

・クリスマス編（12月19日）
　アメリカ出身の講師と、クリスマスについ
て英語で楽しく学びました。
・イースター編（３月27日）［予定］

� （12月20日）【録画配信：12月27日】
　中国の宗教や民衆信仰を専門とする講師が、19世紀後半の
ペスト流行の話題を中心に、人々の通念の中で疫病がいかに
捉えられたのかを解説し、疫病が我々の社会に与えるさまざ
まな影響について理解を深めました。

事業報告・行事予定
ことばのひびきを楽しもう！

～世界のことばでよみきかせ～

どようサロン～ゲストを迎えて～

国際交流のつどい「水戸で“プチ世界旅行”」①・②

多文化共生理解講座「ことばでつながる地域
－外国人住民とやさしい日本語でコミュニケーション！－」

外国人市民のための市内ウォッチング
� 水戸市清掃工場<えこみっと>見学

子どものための国際教育講座

なるほど！世界セミナー～疫病と中国の宗教文化～
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　現在、水戸市には約3,600人の外国人市民が生活しており、永住者、留学生、日本人の配偶者、
就労者など、在留目的も様々です。それぞれのバックグラウンドにより、日本語で話すことがほ
とんどできない人、会話は流暢でも日本語の読み書きはできない人、ひらがなは読めても漢字は
苦手な人など、日本語習得状況も様々です。そのため、災害時に十分な情報を得ることができな
いことが多く、また、出身国における災害の知識や経験が日本人とは異なるため、同じ情報を得
たとしても適切な避難行動に繋がらない場合があることから、外国人市民は災害時の要支援者と
して位置づけられます。
　水戸市国際交流協会では、外国人市民の防災知識を高めるために、防災に関する講座や訓練、
体験事業などを行っています。平成26年度以降は、市民団体「みと男女平等参画を考える会」、
水戸市防災・危機管理課と協力し、毎年異なるテーマで、防災講座や見学ツアーなどを行ってき
ました。今年度も、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮しながら、２回の防災講座を行い
ました。

　外国人市民が多く感じる疑問点を、過去の防災講座アンケートからピックアップしてみました。
⃝�防災グッズや非常食はどこで手に入りますか？何を用意すればいいですか？
　救急用品は何が必要ですか？
⃝完全ベジタリアンの非常食はありますか？
⃝自分が住んでいる地域では、どこに避難すればいいですか？避難所はどこにありますか？
⃝地震のイメージがわきません。体験できる所があるといいです。
⃝津波について知りたいです。
⃝災害の時に電気を使えるところはありますか？シャワーが使えますか？

　茨城大学国際交流課との協力により、留学生の宿舎である茨城大学国際交流会館で、外国人留
学生を対象に防災講座を行いました。日本で頻繁に起こる地震に加え、昨年度に水戸市でも大き
な被害をもたらした台風や水害の際の避難行動について学んだほか、屋外への避難の体験や、消火器の使い方の体験、避難所体験
なども行いました。

◦「外国人留学生のための防災講座」10月21日

　日本語教室「オルビス」の協力により、水戸市国際交流センターにおいて、日本語学習者や館内利用者を対象に、防災講座を行
いました。日本語教室の最中に、緊急地震速報が鳴り、直後に地震発生、ほどなく調理室にて火災発生、初期消火の失敗という想
定で、職員が学習者や館内利用者を館外に避難誘導しました。屋外で消火器の体験をした後、地震などの際の避難行動のとり方や、
水戸市の避難所についての説明、避難所に備えている防災グッズの紹介などを行いました。また、災害時に役立つ、ビニール袋を
使った簡単調理法である「パッククッキング」について学びました。

◦「外国人市民のための防災講座」12月15日
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　クリスティーナさんにとって、ごみの分別はとても複雑ですが、ごみを減らすこと、資源物の
再利用は地球の環境保全のために重要だと思っています。水戸市から提供されるパンフレットは
わかりやすく、それに従ってごみを出せばよいため、難しくはありませんが、資源物など回収日
をうっかり忘れてしまうと２週間先まで回収がないので、大変だそうです。
　ヨーロッパでは大都市だと通りの数軒おきに公共の大きな分別ごみのボックスがあり、各自ルー
ルに従って、ごみを出すそうです。これに比べると、日本では住宅から多少離れたところまでごみを出しにいかなければい
けないので、それが不便といえば不便です。

　水戸に住んで20年、日本語も堪能なトッドさん。４月から新しいごみの分別が始まってからは、
資源物をいつも利用するスーパーで、リサイクルに出しているとのことです。ごみを多く出さな
いことが大切なので、ごみの分別にストレスは感じませんが、年末年始に資源物の回収が１か月
近く途絶えてしまったときはさすがに苦労したそうです。
　ごみ収集に関する情報はご近所の方と共有し、ごみの分別でわからないことがあったら、相談
しています。今は町内会に入っているので、ご近所とのコミュニケーションもスムーズですが、以前市内で住んでいたとこ
ろはアパートで町内会に入るのは建物のオーナーで、アパートの住民は入れなかったそうです。町内会のような地域コミュ
ニティは住民の誰もが入るべきもので、その門戸が閉ざされてはいけないとトッドさんは思っています。ごみ処理や地域の
美化など、そのコミュニティで住民が自分たちでやるべきことを、他人任せで、誰かが解決してくれないか、と考えるのは
おかしいことです。
　ごみ分別も大切ですが、それ以上に、なぜ生活でこんなにごみが出てしまうのか、そうした問題を考えないといけないと
トッドさんは問題提起します。なぜそんなにモノが必要なのか、過剰な消費社会になっていないか、そうした視野から生活
を考え直すべきなのかもしれません。

区分 種類 知らなかったこと、誤解していたこと

資 源 物 Ａ

紙 パ ッ ク ◦紙パックは切り開いて１枚でも紐で縛る

その他の紙類 ◦インスタントラーメンの「ふた」は紙ごみなの？

び ん ・ 缶 類 ◦飲料や食品、食用油が入っていたもののみが該当する

資 源 物 Ｂ

ペットボトル ◦キャップとラベルを取らずそのまま入れてしまっていいの？

白 色 ト レ イ
◦なぜ納豆パックは「白色トレイ」ではないのか？

◦内側だけ白い容器は「白色トレイ」なの？

プラスチック製
容 器 包 装

◦�お菓子の袋など、アルミでコーティングしてあるものが、どうしてプラスチック製という
カテゴリーなのかわからない

資 源 物 小 型 家 電 ◦拠点回収というルールを知らなかった

燃えるごみ
◦有機ごみと無機ごみの区別がないのはなぜ？

◦硬いプラスチックが「資源物ではない」はわかるが、どうして燃えるごみなのか？

家電４品目
パソコンなど

◦�「市では回収しない」アイテムの判断がむずかしい。また、回収しない場合にどうやって
処分するかわからない

有 害 ご み

蛍光灯（電球） ◦蛍光管は「有害ごみ」で、電球は「燃えないごみ」、同じ照明器具なのになぜ区別があるのか？

ス プ レ ー 缶 ◦スプレー缶に穴をあける必要はない（以前は穴をあけることになっていた）

◦「有害ごみ」と「危険物」の区別がむずかしい

水戸市では、「資源物とごみの分け方・出し方」のパンフレットを６か国語（英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語・タイ語）で提供しています。

　公園や公共の場所に、美観を維持するためのごみ箱があり、ごみはポイ捨てせず、そこに捨てます
が、日本では駅などを除いて、公共の場にごみ箱がないので、ごみは自宅に持ち帰ることになります。

　プラスチックの袋はもう利用されておらず、再生紙の紙袋が主流です。プラスチックごみを出さな
い以前に、プラスチック製のものを包装などに使わない習慣が定着してきています。プラスチック容器が少ない分、ガラス
容器がポピュラーで、ガラス容器はワインボトルなども含め、透明・緑色・茶色で分別します。

クリスティーナ・サンナザーロ さん　（イタリア出身）

トッド・トレフソン さん　（アメリカ出身）

アメリカでは

イタリアでは

　令和２年４月に水戸市では市清掃工場「えこみっと」の開設に合わせ、ごみの減量による環境保護を目指して、ごみ
の分別を徹底し資源物の再利用に取り組み始めました。市民もごみ分別の細かいルールを頭に入れて、ごみの出し方に
やっと慣れてきたところです。
　わたしたちも最初にごみの分別と出し方の表を見たときには、あまりの細かさに目がくらむほどで、これで間違わず
にごみを出せるものかと思ったほどでした。水戸市に住む外国人市民にとっては、そのごみ分別ルールの理解やごみの
出し方を習得するのは、さらに容易ではないことです。
　今回は、外国人市民にとって水戸市のごみ分別がどのように理解され、どのような点に困っているのか、また具体的
にどのように分別してごみ出しをしているか、５人の水戸市在住の外国人の方にインタビューしてみました。

　2020年２月までは大洗在住で水戸に引っ越しし、現在は集合住宅住まいのイマイさん。引っ越
しは、ちょうど新しいごみ分別が始まる４月の直前で、市役所での転入手続きでもごみ分別の説
明がありましたが、日本語の印刷物のみの案内でした。イマイさんは日本語で会話ができるので
日本語の案内だけだったのかもしれません。
　水戸でのごみ分別は分類も細かいですが、さらに使用する袋に区別があること、紙類は紐で十
字にしばることなどルールもあります。こういった分別をした上でのごみの出し方がまた難しい
ところです。イマイさんはサービス業に従事しているので、仕事のときに段ボールをまとめるといった作業は慣れていまし
たが、水戸市では、それを十字にしばるというルールがあることまでは知りませんでした。
　資源物となる品目でも、それが洗っても食べ物の油などで汚れている場合にどうなるのか、パッケージでも食品とケミカ
ルな生活用品の場合ではどう区別するかなど、さまざまなケースバイケースの判断も必要です。
　「日本語はできますが漢字は難しくて読むのも大変です」とイマイさん。やはり文章説明でごみ分別の詳細まで理解する
ことはむずかしいです。同じ住宅のベトナム人学生もごみの出し方がわからず困っていました。もっと絵や図を多用したユ
ニバーサルデザインの情報がほしいところ。「ベトナムやネパール出身者もいるので、それぞれの言語で情報があるといい
ですね」とイマイさんは提案します。

　水戸に住んで23年で日本語も堪能なイボナさん。日常生活で言葉の不自由は全くないですが、
ごみ分別については市のガイドラインを読んでも、どう分別していいかわからない点が多く、家
族でガイドラインを読み返したり、一度出して収集されなかったごみをまた違う回収日に違う袋
で出したり……の繰り返しです。そうした経験があって、今では正確なごみ分別の方法を理解し
てきました。ごみ分別は大切ですが、家に分別したごみの箱や袋がたまってしまい、その置き場
がなく、とても大変だそうです。
　ペットボトルや白色トレイなどは、いつも利用するスーパーに買い物に行くついでに捨てています。最初は紙類を十字に
しばることが難しかったそうですが、今ではやり方がわかり、上手にしばれるようになりました。

　パーコフィさんは、日常、資源物にあたるペットボトルや白色トレイ、プラスチック製容器な
どを除くと、生活ごみはほとんど出ない生活をしています。
　食べ物はできるだけ自然の食品を無駄が出ないように食べる習慣です。たとえば果物の皮は栄
養価が高いのでミキサーでヨーグルトなどとスムージーにすれば食べることができます。基本的
な食生活で出るごみはニンニクの薄皮くらいだそうです。
　リサイクルできるペットボトルなどは、いつも利用するスーパーに持参して、専用のボックス
に出しています。パーコフィさんは日本語を話すことはできますが、漢字は読めないので、ごみ分別についてスーパーの細
かい写真や絵入りの説明はとても重宝しています。
　このスーパー利用がとても便利で、そこで資源物となるごみの大部分を出していますから、パーコフィさんは家の近所の
ごみ収集所は利用しておらず、水戸市による分別の細かいルールはほとんど知りません。紙パックを切り開いたり、紙類は
十字にしばることなど今回のインタビューで初めて知りました。

　「生ごみ」と「それ以外」の大まかな分別のみで、大都市のごみ問題は深刻です。地球の将来を考
えると、日本でやっているような、ごみの分別は素晴らしいことだと思います。

ごみを大きく５つ（紙、プラスチック、金属、ガラス、有機ごみ）に分けています。
ごみは決まった色のコンテナに捨てます。ポーランドも地域や自治体によってごみ分別のルールに違いがあります。

　ごみ処理が、環境問題として深刻です。水戸市のごみ分別はとても厳しいですが、環境にとっては
欠かせないことで、重要なことです。水戸市の清掃工場（えこみっと）を見学できたら、ごみの分別やその処理の様子を映
像にしてガーナに送りたいです。それを見たら、ガーナではすごいインパクトがあるでしょう。生活が豊かになれば、それ
だけごみが出ますが、どうやって少なくできるかが大切です。

イマイ・ヘンドラ・カルティワ さん　（インドネシア出身）

ビエルナツカ・山口・イボナ さん　（ポーランド出身）

パーコフィ・エイキンス さん　（ガーナ出身）

インドネシアでは

ポーランドでは

ガーナでは

外国人市民に聞いてみた　水戸のごみ分別


