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徳島のサッカー場におけるごみ減量化への取組み＊
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要 旨

J２徳島ヴォルティスは，ホームスタジアムの鳴門総合運動公園競技場において，使用
済み紙コップやペットボトルによるごみを減らすため「エコタンブラー」の使用を推奨し

ている。徳島県では，鳴門競技場の観客に対してエコタンブラーなどについてのアンケー
トを行った。回答者のうちタンブラーを持っている人は１７％であったが，２回のアンケー

トを実施後タンブラーを使って飲料を購入する人が大幅に増加した。徳島県ではエコイベ
ントマニュアルやエコイベントサポートチームを立ち上げて，「ごみゼロ阿波踊り」など，
環境にやさしいイベントに取り組んでいる。

1. は じ め に

サッカー場や野球場などのスポーツ会場やお祭

り会場では，ビールやソフトドリンクが大量に飲

用され，紙コップなどが大量に破棄されている。

近年，これら廃棄物量の削減，再利用を進めるた

め，大分のビッグアイ，横浜の日産スタジアムな

どにおいて，紙コップの代わりにポリプロピレン

製のカップをリユースして使う試みが行われてい

る。また，J２徳島ヴォルティスの本拠地である

鳴門総合運動公園陸上競技場（以下鳴門競技場と

いう）など多くのスタジアムでは，紙コップの代

わりにタンブラーを使う試みに挑戦している。

平成１５年３月に策定された「循環型社会形成推

進基本計画 第２章循環型社会のイメージ」１）にお

いて，「平成２２年頃までに，たとえば次のイメー

ジで代表される循環型社会が形成され，現在およ

び将来の国民が健康で文化的な生活をおくれるよ

うになります」として，「野球やサッカーのスタ

ジアムやコンサートホールなどにおいて，使い捨

ての容器類ではなく繰返し使えるリユースカップ

が利用されたり（以下略）」１）との記述がある。

しかし，このリユースカップを使う試みは必ず

しも順調ではなく，国内で初めてリユースカップ

を導入した大分のビッグアイ（大分スポーツ公園

総合競技場）では，平成１５年３月から２年間運用

を続けたが，平成１７年２月をもって運用を中断し

た。

リユースカップの利用に伴う環境影響，リユー

スカップの回収にあたって採用されたデポジット

制度の問題点などさまざまな問題について，財団

法人 地球・人間環境フォーラムが解析を行い，

報告書として取りまとめている２～４）。しかしなが

ら，タンブラーについては何も触れられていな

い。徳島県では，鳴門競技場において，タンブ
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ラーやリユースカップ等についてアンケートを行

い，２，３の新しい知見を得ることができたので

報告する。

2. 鳴門競技場におけるタンブラーの利用
2.1 タンブラーとは

報告書４）に記載されている大分ビッグアイで

行ったアンケートによると，回答者２３７名のうち

の２０％の人がリユースカップを持ち帰った経験が

あり，持ち帰った人の４４％は「自宅で使っている」

あるいは「次の試合に持ってきた」とのことであ

る。この人たちは自分たちで「リユースカップを

持ち帰り」「洗浄して保管し」「次の試合に持って

きて」容器を使う人たちである。これをシステム

化したのが「タンブラーシステム」で，以下徳島

ヴォルティスが採用しているこのシステムについ

て検討する。

2.2 J2徳島ヴォルティスのタンブラーシステム

平成１７年に J２リーグ入りを果たした徳島ヴォ

ルティスは，平成１７年には鳴門競技場で２２試合の

公式戦を行った。この間，徳島ヴォルティスはエ

コスタジアム宣言，二酸化炭素削減宣言などを行

い，エコイベントのためのさまざまな取組みを

行っている。

ヴォルティスが使っているタンブラーは，チー

ムロゴが入ったプラスチック製容器で，その容量

は３４０mlである。「エコタンブラー」の名前で１

個９００円で販売されている。徳島ヴォルティスの

ホームゲームでは，タンブラーを使ってビールや

ジュースを購入すると，通常１５０円のソフトドリ

ンクが５０円引き，５００円のビールが１００円引きで購

入できる。ソフトドリンクの場合１８回，ビールは

９回使うと，タンブラーの購入費は補えることに

なる。

2.3 タンブラーの使用実績

初めてエコタンブラーを導入した平成１７年の３

月１２日から９月１０日までの間に行われた１６試合の

エコタンブラー使用状況調査を行った。

１６試合の入場者数，ジュースなどのソフトドリ

ンクやビールの総売上数，そのうちのエコタンブ

ラーを使って販売された数を図 1に示している。

３月１２日から９月１０日までの間に行われた１６試合

の総入場数７万４，０５３名が７，４００杯のジュースや

ビールを飲み，そのうちの９０５杯分はタンブラー

を使って購入した。飲料を購入した人のうちタン

ブラーを使った人の割合は１２．２％であった。

３月１２日のオープニングに２００個のタンブラー

をプレゼントして普及を図ったが，当日は利用す

る人がほとんどなく，わずか７名が利用しただけ

であった。７試合目の５月２１日からはさまざまな

イベントの景品としてタンブラーのプレゼントを

始めた。

９試合目の６月１８日には，入場者に対してタン

ブラーについて１回目のアンケートを行った。タ

ンブラーを使って飲料を購入する人は少しずつ増

えており，この日初めて５０人を超えた。

１３試合目が行われた８月６日までは，入場者数

の増減に関係なく５０名程度のリピーターが使って

いるだけの状況が続いた。

１４試合目の８月２０日は入場者数が３，５９６人（１６試

合の平均入場者数４，７２８人）でそれほど多くはな

く，そのため飲料の総売上も３８２杯（１６試合の平均

売上数４６４杯）であったが，タンブラーを使って購

入する人が急増し，それまでの３倍近い１４５杯

（ビールが１３４杯，ジュースが１１杯）になった。こ

の日はリユースカップについて２回目のアンケー

トを行ったが，さらに小学生を対象にしたイベン

トであるエコスタンプラリーも始めた。このイベ

ントは，１日に１問ずつ環境に関連した問題を解

いてもらい，８月２０日，８月２７日，９月１０日の３

日間正解するとオリジナル下敷きなどの景品をプ

レゼントするというものである。

１５試合目の８月２７日には徳島ヴォルティスが進

図 1 平成17年 3月～9月における鳴門競技場の入場
者数，販売された飲料の個数，タンブラーを使っ
て販売された飲料の個数

徳島のサッカー場におけるごみ減量化への取組み ４７

Vol. 32 No. 2（2007） ─３



めているエコスタジアムを知ってもらうため，エ

コブースを設置して使用済み牛乳パックから作ら

れたトイレットペーパーや PETボトルを再利用

して作った繊維商品などの展示を行った。アン

ケートを行った８月２０日以降，８月２７日，９月１０

日と３試合とも，タンブラーで購入された飲料は

１５０杯前後のままであった。

3. 鳴門競技場でのアンケート調査
3.1 タンブラーについてのアンケート

６月１８日の入場者に対してタンブラーに関連し

たアンケートを行った。有効回答数は２７８人，そ

の設問内容と回答は次の通りであった。

設問１の徳島ヴォルティスの個人会員かどうか

の質問は，６６．９％の人が会員であった（図 2）。会

員はリピータもしくは今後リピータになる可能性

が高い人たちなので，タンブラーシステムは努力

次第で今後の展開が期待できる。

設問２のタンプラーの認知度についての質問で

は，６９．８％の人がよく知っている，１１．１％の人は

タンブラーは知っているが，スタジアムの割引

サービスについては知らない，残りの１９．１％の人

はタンブラーについて知らなかった（図 3）。

設問３でタンブラーを持っているか聞いたとこ

ろ，持っている人は１７．２％（４８名）で，残りの

８２．８％（２３０名）の人は，持っていないかもしくは

無回答であった（図 4）。

設問４でタンブラーを使った感想を聞いた（図

5）。タンブラーを持っている４８名のうち使って

いる人が６７％，使っていない人が３３％であった。

使っている人のうち８５％は便利と回答しており，

残りの１５％の人だけが不便と感じている。不便と

感じている人があげている理由としては，「タン

ブラーで買うと，入替えに時間がかかる。」「タン

ブラーの蓋がきっちり閉まらないので飲料がこぼ

れる」があった。不便と感じる人が１５％と少数で

あったことから，使っていない３３．３％の人たちの

多くは，徳島ヴォルティスのオリジナルグッズと

して手元に残しておきたいということで，使い勝

手が悪いということではないと推定される。

設問５で持っていない人たち２３０名にタンブ

ラーがほしいかどうか聞いたところ，買ってでも

ほしいという人が１５．２％，もらえるならほしいと

いう人が７８．７％で，あわせて９３．９％の人がほしい

との回答であった（図 6）。

最後に，徳島ヴォルティスでは会場にごみ箱を

図 4 設問 3 タンブラーは持っていますか？

図 5 設問 4 タンブラーを使った感想は？

図 6 設問 5 エコタンブラーはほしいですか？

図 2 設問 1 徳島ヴォルティスの個人会員ですか？

図 3 設問 2 タンブラーについて知っていますか？
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置かずに持ち帰ってもらうことにしている。この

システムをどう思うか問うたところ，今のシステ

ムでよいという人が７０．９％，持ち帰るのはいい

が，ごみを入れる袋がほしいという人が２０．１％，

不便なのでごみ箱を設置してほしいという人が

７．２％であった（図 7）。持ち帰るのはいいが，ご

みを入れる袋がほしいという人も含めると，

９１．０％の人は現システムを支持している。

今回のアンケートでは，タンブラーシステムに

ついて７０％の人がよく知っているが，持っている

人は１７％で，まだまだ少なかった。持っている人

のうち，使っている人が２�３で，残りの１�３の人は
記念品として手元に残しているようである。使っ

ている人のほとんどは，使い勝手はよいとの意見

で，持っていない８０％の人のほとんども，できれ

ばほしいとのことであった。

3.2 リユースカップについてのアンケート

８月２０日の入場者に対してリユースカップに関

連したアンケートを行った。有効回答数は２８０人，

その設問内容と回答は次の通りであった。

設問１で，横浜 Fマリノスなどが実施している

リユースカップについて知っているかと聞いたと

ころ，知っている人が３２．９％，知らない人が

５７．９％，９．３％が無回答であった（図 8）。

設問２で，徳島ヴォルティスがリユースカップ

システムを導入することは６９．３％が賛成，反対が

１１．０％，どちらともいえないのが１９．３％であった

（図 9）。ということは，リユースカップのことは，

３０％の人しか知らないが，徳島ヴォルティスがリ

ユースカップを導入するのは７０％の人たちが賛成

している。これは，設問２で，「リユースカップ

システムとは，紙コップや缶などの使い捨て飲料

容器の使用をやめて，プラスチック製のカップを

繰返し使用するシステムのことですが，徳島ヴォ

ルティスのホームゲームにこのシステムを導入す

ることについて，どう思われますか。」という設

問による教育効果である。アンケートに答える作

業を行うことが，エコについて考える機会となっ

ている。

前回のホームゲームの開催日である８月６日の

リユースカップの使用者は５５名であったが，２回

目のアンケートを行った８月２０日には１４５名に増

えている。この日は小学生を対象にしたエコスタ

ンプラリーも始めた。タンブラーを使うジュース

の販売数は前回の試合と変わりがない（前回は１２

杯，今回は１１杯）が，ビールの販売数は大幅に増

加している（前回は４３杯，今回は１４４杯）。小学生

を対象にしたエコスタンプラリーよりも，大人が

回答するアンケートが好影響をもたらしたと考え

られる。

設問３でリユースカップシステムを導入するこ

とに賛成した人にその理由を質問したところ，

７２．７％の人がごみが減ることを，３３．０％の人が資

源節約を理由にあげていた（図10）。これも設問

２による学習効果であると考えられる。

なお設問４でリユースシステムの導入に反対し

た人への理由を聞いたが，未回答がほとんどで単

発的に面倒とか衛生的でないなどの理由をあげて

いる（図11）。

図 7 設問 6 ごみ箱はどうしますか？

図 8 設問 1 リユースカップシステムを知っているか？

図 9 設問 2 リユースカップシステムの導入は？
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今回のアンケートによると，リユースカップの

ことを知っているのは１�３で，多くの人は今回の
アンケートを通して初めて初歩的なことを知った

と思われる。多くの人は，リユースカップシステ

ムとエコタンブラーシステムの違いを理解して設

問２以下の回答をしたとは思えない。それより

も，アンケートを回答することによる学習効果を

裏付ける結果が得られたことの方が非常に興味深

かった。

4. お わ り に

J２徳島ヴォルティスのホームスタジアムであ

る鳴門総合運動公園陸上競技場では，ジュースや

ビールなどの飲用に使われる紙コップのごみを減

らすために，エコタンブラーを推奨する試みを

行っている。平成１７年６月１８日と８月２０日にアン

ケートを行い，エコタンブラーの使用実態調査を

行った。６月１８日の調査では，エコタンブラーの

ことは，７０％近くの人は知っているが，持ってい

る人は１７％しかいなかった。また，持っていない

人のうち，買ってでも使いたい人は１５％だけで

あった。今後，いろいろなイベントを通じて PR

を地道に行っていかなくてはならない。８月２０日

の調査によると，リユースカップシステムについ

て理解している人は少なかった。しかし，このア

ンケートの学習効果により，エコタンブラーで飲

料を購入する観客が大幅に増えるという興味深い

結果を得ることができた。

徳島県では，徳島県エコイベントマニュアル

「エコイベントとくしま」５）と，実行部隊である

「エコイベントサポートチーム」５）を立ち上げて，

「ごみゼロ阿波踊り」など，さまざまなエコイベ

ントの実施を呼びかける取組みを行っている。
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図10 設問 3 リユースカップに賛成する理由は？

図11 設問 4 反対する理由は？
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