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背景と目的 

 

岡山市では、ゴミ袋の有料化を受けて家庭ごみが減少している一方で、事業ごみが増加している。た

くさんの観客が来場するスポーツ施設やイベント会場では使い捨て容器の利用が主流となっており、イ

ベント終了後には大量の事業ごみが排出される。 

こうした状況を改善するため、使い捨て容器の代わりに再利用できるリユース食器の利用が全国的に

拡大しており、事業ごみの削減に効果をもたらしている。 

本事業では、ファジアーノ岡山のホームゲームにてリユース食器導入試験を 2 回実施した。大規模な

イベントでのリユース食器導入で、事業ごみの削減とリユース食器の認知拡大を図った。 

 

 

 

◇岡山市環境局環境事業課 

 浄化槽汚泥処理業・浄化槽清掃業・ごみ処理業の許可、ごみの減量化・資源化の啓発・排出指導、ご

みの不法投棄防止、粗大ごみ戸別収集システムなどに取り組む。 

 

 

◇ファジアーノ岡山 

 岡山の J2サッカーチーム。クラブ理念は「子どもたちに夢を！」。 

CHALLENGE１と称して、ホームゲームでの平均入場者数１万人を目指す。 

「岡山の誇りを背負って戦う選手と子どもたちが仲間になる」、「家庭と地域と学校の三者が協働できる

社会作りに貢献する」、「岡山の誇りとなる存在になる」ことを目標にしている。 

 

 

◇NPO法人タブララサ 

 20〜30 代の若者を中心としたグループ。おしゃれに楽しく、エコの要素を取り入れながらまちを楽し

くするきっかけづくりを続ける。エコをスマートに広めていく「エコスマ」プロジェクトや、リサイク

ルキャンドルを使用したプロジェクトなどで活動中。 
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実施概要 

 

企画名・実施日時・実施場所 

企画名 ： 『イベントごみ削減のためのリユース食器導入調査業務委託その２』  

     『イベントごみ削減のためのリユース食器導入調査業務委託その 3』 

日 時 ： 平成 29 年 10 月 22 日（日） 及び 平成 29 年 11 月 5 日（日） 

場 所 ： 岡山県総合グラウンド陸上競技場（シティライトスタジアム） 

 

概要・概略・全体像 

 ファジアーノ岡山のホームゲーム時にファジフーズ及びスタジアム内全体で使用されているドリンク

の使い捨て容器を、リユースカップ 4200 個と交換する。10 月と 11 月の 2 回の導入による利用者の増減

やリユースカップの回収率を分析し、アンケートにて利用者の意見を聞くことによって、今後につなが

る運用を検討する。 

 

特色 

・使用した容器を捨てずに回収しリユースするため、ゴミを削減できる。 

 プラスチック容器 3000 個で計算した場合、岡山市指定ゴミ袋 45L 約 40 個分の削減） 

・ファジアーノ岡山が環境配慮のための事業に協力していると宣伝することができる。 

・リユースカップの取り組みの普及・啓発に貢献できる。 

 

現状 

 飲食組合（ペットボトル飲料やビールなど）と、ファジバー（カクテル、ご当地ビールなど）がスタ

ジアム内外で数カ所にてドリンクを販売している。通常ホームゲーム時に使い捨て容器を使用して販売

されている飲料は約 3,000 杯にのぼり、カップのゴミがホームゲーム開催のたびに発生している。 

 ドリンク以外の食品販売でも使い捨て容器が使用されているが、容器は各店舗で用意しているため種

類がバラバラである一方、ドリンクにおいては使用しているカップの大きさを２種類に分けることがで

きる。 

 またファジアーノ岡山のホームゲームでは、ファジアーノグッズであるタンブラーでビールを購入す

ると割引を受けられるサービスがあるが、全員が利用してはいないため使い捨て容器が多く使用されて

いる。 
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リユースカップについて 

 リデュース、リユースの取り組みの一つであるリユース食器は、使い捨て容器に替えて導入する繰り

返し洗って再使用（リユース）する食器を総称しているものです。陶磁器製、ガラス製の食器やカップ

に替えて使用するものではありません。 

 リユース食器は屋外で使用することが多いため、落としても鋭角的に割れない素材として、プラスチ

ックの中でも柔軟性に富むポリプロピレン（PP）製のものが多く出回っています。 

ポリプロピレン（PP）製の容器は耐熱温度が 120℃、耐冷温度は-30℃で、50 回程度再使用する耐久性

があります。                                （リユース食器ネットワーク HP 参照） 

 

 その洗浄や衛生管理については、リユース食器ネットワークにおいて「リユース食器の衛生管理に関

する自主ガイドライン」が作成されており、これに習うことで清潔なリユース食器を使用することがで

きる。 

http://www.reuse-network.jp/upload_documents/reuse_guideline_201103.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、今回の導入において使用したリユースカップは、岡山市とファジアーノ岡山と協議した結果、そ

れらの大きさ・個数・予算の要望を叶える目的で山梨県の認定 NPO 法人スペースふうからレンタルする

ことした。  
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導入当日の流れ 

 

リユースカップの導入方法、個数 

今回使用したリユースカップは、２日程とも山梨県の認定 NPO法人『スペースふう』から 450mlの

カップを 2,000個、540mlを 2,200個借り、合計 4,200個用意した。 

 

 

 

 

 

         

        借りたカップ （450ml）  借りたカップ（540ml）  

 

 広場とコンコース内で飲料を販売する際に使用されている使い捨てカップを、リユースカップに変

えて販売する。また観客席でビールなどを販売する際も、リユースカップを使用してもらう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各販売所でのカップ使用個数はファジアーノ岡山側で集計をしていただいた。タブララサでは前日準

備の際に上記の内容でコンテナ分けを行い、当日の設営の際に滞りなく配布ができるようにした。 

※ 平成 28年度実施では「ファジバー」「飲食組合」「各ゲート」の３種類に分け、それらの細分は

配布先に依頼していた。作業量に応じて協議のもと、役割を決める必要がある。 

 

 

 450ml 540ml 

① 100個 400個 

② 300個 200個 

③ 400個 0個 

④ 300個 0個 

⑤ 200個 0個 

⑥ 0個 200個 

⑦ 300個 800個 

⑧ 400個 400個 

⑨ 200個 0個 

 合計 合計 

  2,200個  2,200個 
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使用済みカップの回収 

 ファジアーノ岡山で設置しているエコステーショ

ンに付随するかたちで、各所にリユースカップ回収箱

を設置。ゲート A,B,F,E とエコステーションにはスタ

ッフを配置、ゲートG,Dはコンテナのみを設置した。 

 

 回収の手順としては、 

1. 各エコステーションに備品を配置。 

【回収箱 1〜2 個、搬出用コンテナ、のぼり】 

2. 箱の中に 90L の袋を取り付け、カップの返却は回

収箱へ入れてもらう。 

3. 搬出用コンテナへ種類ごとに仕分けしたカップをそれぞれ上向きで入れる。 

4. コンテナがいっぱいになったら台車で回収（エコステーションにはコンテナを溜めないように）。 

 

 スタジアム内の回収場所については下の図参照（★印はスタッフ付き、☆はコンテナのみ配置の場所） 

      ゲート開門〜試合後半          試合後半〜試合終了後（ゲートの外へ） 

 

 試合後半〜試合終了後は各エコステーションがゲートの外へ移動するので、リユースカップ回収箱も

合わせて移動。スタッフはスタジアムから出てくる観客の流れをみながら、より声が届く場所で回収の

呼びかけを行う。 

 また、観客が概ねスタジアムから出たタイミングで、スタジアム内にリユースカップが残っていない

か確認をしてまわる。 

  

☆ 

★ ★ 

★ ★ 

☆ 

★ 

★ 

★ 

★ ★ 

★ 

☆ 
☆ 
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アンケート・抽選券の配布 

アンケート用 QRコードとリユースカップについての説明が記載された抽選券を、各店舗付近でリユース

カップ利用者に渡す。その際には、 

  ・配るときは店舗・お客様の邪魔にならないようにすること 

  ・２杯目以降を購入された方にも渡すこと の２点に配慮した。 

配布時間はハーフタイム終了まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抽選会 

 ブースでの抽選会運営は岡山市担当職員の方々が

行なった。  

 手順としては、リユースカップ利用者に配布された

抽選券を持ち、「リユースカップ抽選会場」ブースへ

来ていただく。持参した抽選券には済印を押し、くじ

を引いてもらう。一部「抽選券をもらっていない」と

いう方がいたので、その場合は使用したカップをその

ままブースにお持ちいただくか、回収所で抽選券を渡

すことで対応をした。 

 今年度の景品は、オリジナルエコトートバッグ 2種類（岡山市で用意）。 

  場  所 ： Bゲート横、エコステーションと総合案内の間 

  交換時間 ： ハーフタイム終了時まで 

 

 また、抽選会場では QR コードから読み取るアンケートと同じ内容の質問項目を紙に印刷して用意し、

抽選をしに来た方がここで記述回答もできるようにした。 
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回収のための啓発 

リユースカップの取り組みに馴染みのない来場者にも伝わりやすくなるよう、回収率向上と取り組み周

知のための啓発をファジアーノ岡山のご協力もいただきながら展開した。 

1. 試合の実況の方によるアナウンス 

2. 回収場所に、『リユースカップ』と書かれたのぼりを設置する。（図 6） 

3. ファジアーノ HP に掲載（図 7） 

4. 入場ゲートで配布されるチラシに掲載 

5. スタッフ全員統一のウィンドブレーカーを着用（図 8） 

          

 

 

 

  

 

 

 

 

      のぼりイメージ画    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ファジアーノ HP イベント情報             ウィンドブレーカーのデザイン 
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スタッフ 

 今回の取り組みに参加した当日スタッフは、10 月 22 日に 15 名、11 月 5 日に 18 名であった。その呼

びかけはタブララサボランティアスタッフを中心に、その他岡山大学環境部 ECOLO、メンバーの友人

への声かけによって集まった。 

 当日参加を前に、どのスタッフへも事前説明会へ参加するよう促した。事前説明会は西川アゴラやタ

ブララサ事務所にて計５回行い、今回の取り組みの趣旨・スタジアム内の配置や特徴、当日の役割など

についてあらかじめ基礎情報を説明した。どうしても参加の叶わないスタッフについては事前確認資料

を用意し、スタッフ参加する当日までに読み込んでおくよう指示をした。 

 スタッフは当日の朝 8 時（11 月 5 日は８時１０分）にシティライトスタジアム内 B ゲート付近に集合

し、スタッフ間の顔合わせやシフトの確認、当日説明を行なった。服装については動きやすいものを指

定し、前述のとおりスタッフ統一のウィンドブレーカーを着用、10 月 22 日は悪天候が予報されていた

ためタブララサで雨具を用意し、全員にレインコートを支給した（ウィンドブレーカーの上から着られ

るよう、半透明の素材であった）。 

その他希望者には携帯ケースを配布し、10 月開催時には岡山市からトランシーバーが、ファジアーノ岡

山からは両日ともスタッフ証（AD パス）が配布された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 5 日参加スタッフと岡山市職員（一部） 

 

 

またスタッフの動きについては、当日以外にも事前準備や後日の片付けに関わった人がタブララサコア

メンバーを中心として複数人いた。 

 

 

 

  

NPO法人タブララサ 8 



 [テキストを入力] 

 

タイムスケジュール 10月 22日（日） 

 

前日      

15:00 軽トラックレンタル 

 西川アゴラから必要備品を持ち出しタブララサ事務所へ 

       カップをコンテナに詰め替え、物品積み込み 

 ミーティング、前日準備 

 

当日  

7:15 タブララサ事務所集合、備品確認 

7:30 タブララサ事務所出発 

8:00 シティライトスタジアム到着 

 当日スタッフスタジアム集合・説明 

8:30 リユースカップを販売所・ゲートに配布 

      エコステーションに回収箱を設置 

9:00 リユースカップ抽選会場設営 

10:00 （広場での販売開始） 

     エコステーションにて使用済みカップ回収開始 

 広場でのドリンク販売所にてアンケート用紙配布開始 

     抽選会開始 (担当：岡山市) 

     スタジアム内の設備、役割担当確認 

 コンコース内のエコステーションに回収箱を設置 

11:35 （入場ゲート開門） 

 コンコース内のエコステーションにて回収開始 

 コンコース内のドリンク販売所にてアンケート用紙配布開始 

14:03 （群馬戦キックオフ） タブララサスタッフ休憩 

14:48 （ハーフタイム開始） 

15:03 （ハーフタイム終了） 

     アンケートの配布・抽選会の受付終了 

15:30 各店舗の搬出車が入ってきた段階で未使用カップ回収開始 

15:38 コンコース内からゲート外へ回収ボックスの移動 

15:48 （ゲーム終了）各回収場所にて回収 

16:30 撤収作業開始、使用済みと未使用のカップを分けてスペースふうへ返送できる状態にまとめる 

 観客がスタジアム内から出たあとスタッフ数名でスタジアム内の見回り 

18:00 スタッフ解散 

 搬出 タブララサ事務所へ 

 タブララサメンバー解散 

     軽トラック返却 

 

 

翌日   借りたカップ→『スペースふう』へ返送 

     洗濯など備品片付け 
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タイムスケジュール 11月 5日（日） 

 

前日      

15:00 軽トラックレンタル 

       カップをコンテナに詰め替え、物品積み込み 

 ミーティング、前日準備 

 

当日  

7:15 タブララサ事務所集合、備品確認 

7:30 タブララサ事務所出発 

8:10 シティライトスタジアム到着 

 当日スタッフスタジアム集合・説明 

8:30 リユースカップを販売所・ゲートに配布 

      エコステーションに回収箱を設置 

9:00 リユースカップ抽選会場設営 

10:00 （広場での販売開始） 

     エコステーションにて使用済みカップ回収開始 

 広場でのドリンク販売所にてアンケート用紙配布開始 

     抽選会開始 (担当：岡山市) 

     スタジアム内の設備、役割担当確認 

 コンコース内のエコステーションに回収箱を設置 

11:00 （入場ゲート開門） 

 コンコース内のエコステーションにて回収開始 

 コンコース内のドリンク販売所にてアンケート用紙配布開始 

13:03 （名古屋戦キックオフ） タブララサスタッフ交代で休憩 

13:48 （ハーフタイム開始） 

14:03 （ハーフタイム終了） 

 アンケートの配布・抽選会の受付終了 

 各店舗の搬出車が入ってきた段階で未使用カップ回収開始 

14:38 コンコース内からゲート外へ回収ボックスの移動 

14:48 （ゲーム終了）各回収場所にて回収 

15:30 搬出作業開始、使用済みと未使用のカップを分けてスペースふうへ返送できる状態にまとめる 

 観客がスタジアム内から出たあとスタッフ数名でスタジアム内の見回り 

17:00 スタッフ解散 

 搬出 タブララサ事務所へ 

 タブララサメンバー解散 

     軽トラック返却 

 

 

翌日   借りたカップ→『スペースふう』へ返送 

     洗濯など備品片付け 
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実施結果 

 

来場者数、リユース食器使用個数と回収率 

各実施日の来場者数、リユース食器使用個数と回収率、アンケートの回答数を以下にまとめる。 

 

 

 

 環境配慮効果 

 食器をレンタルした認定 NPO 法人スペースふうより、今回リユース食器を使用したことによる環境配

慮効果に関する報告を以下のように受けた。 

 

「10 月 22 日使用分」 

 使い捨て容器の代わりにリユース食器を 1,200 個

ご利用いただいたので CO2 を 92.40kg 削減するこ

とが出来ました。 

 これはスギの木が 1 年間で CO2 を吸収する量に

例えると…6.6 本分となります！！！ 

 

「11 月 5 日使用分」 

 使い捨て容器の代わりにリユース食器を 2,740 個

ご利用いただいたのでCO2を 210.98kg 削減するこ

とが出来ました。 

 これはスギの木が 1 年間で CO2 を吸収する量に

例えると…15.1 本分となります！！！ 

 

＊リユース食器の CO2 削減量は、(財)地球・ 人間環境フ

ォーラム出典の LCA(Life Cycle Assessment)結果

をもとに NPPO 法人スペ ースふうが作成してい

ます。  

＊箸・スプーンを除いて計算しています。 

＊スギ１本が１年間に吸収できる CO2 量は、 約 14kg で

計算しています。(出典：環境省・ 林野庁「地球温暖

化防止のための緑の吸収源 対策」) 

  

 来場者数 準備数 使用数（個） 紛失数（個） 回収率（％） 
アンケート 

回答数 

10/22（日） 

台風 
9,436 人 

540ml：2,200 

450ml：2,000 

540ml： 387 

450ml： 652 
161 87% 100 

11/5（日） 

晴れ 
12,286 人 

540ml：2,200 

450ml：2,000 

540ml：1,635 

450ml： 894 
111 92% 225 
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 [テキストを入力] 

アンケート回答内容 【10月 22日分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（100 件の回答） 

 知っているという内容で回答した人が全体の約 75％を占めた。純粋に知っていたという回答数は昨年

度同時期の回答と近しいが、特に昨シーズンの導入によって知ったという回答が全体の 17%あり、毎年

観戦に来ているファジアーノサポーター内での認知が深まったことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（100 件の回答） 

 ほとんどの回答から、リユース食器導入の取り組みへ賛成の意見をもらえた。 
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 [テキストを入力] 

（100 件の回答） 

１. 使い捨てはもったいないので賛成 

２. 環境配慮に貢献できて気分がいい 

３. ゴミを減らす取り組みをしているファジアーノに対して、イメージがより良くなった。 

４. リユース食器の取り組みについて興味が沸いた 

５. 返却が面倒に感じる 

 

 昨年度に引き続き今回も概ね好印象な回答が寄せられた。ただ、アンケート上では「５:返却が面倒に

感じる」という回答が少ないにも関わらず、実際の回収率が 87％に留まってしまった点に検討が必要で

あると考える。回答者の中には実際に返却した人もしていない人も含まれているとは思うが、やはり他

の導入時とは天候の条件が大きく違ったことが起因するのではないか。スタジアム内など常設の回収設

備には不便さを感じていないというのがアンケートの回答に反映されており、一方で帰り際など実際に

返却しようとした際には返却しづらい状況ができてしまったと考える。雨天時の人の流れも改めて想定

しつつ対応する必要がありそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（100 件の回答） 
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 [テキストを入力] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（100 件の回答） 

※このアンケートは「マイタンブラーも持参しているがリユースカップ対象商品も購入された方」には配布をしている 

 ものの、マイタンブラーのみでドリンクを購入されている方には基本的には配布していないため、その方々の意見は 

 反映されていません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（58 件の回答） 

１.タンブラーを持参するのが面倒だから 

２.飲み物を購入しないから 

３.持ってこようと思うがいつも忘れてしまう 

４.取り組みに反対だから 

 

 昨年度同時期の回答結果よりも、マイタンブラーを持参している人の割合が多かった。その分減って

いると考えられる「取り組みを知っているが自分はしていない」の回答者からは、依然として「タンブ

ラーを持参するのが面倒だから」の回答が多く寄せられた。そのような方々にとってはやはり、負担な

く環境配慮の一端を担えるリユースカップの取り組みが好印象なのであろうと考えられる。 
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 [テキストを入力] 

その他何かあればご意見をお聞かせください。（4 件の回答） 

使用者が面倒に感じないようにいろいろ工夫を続けてください。 

がんばってください 

今後ともガンバッテ下さい 

マイタンブラー制度はあまりお得感がない 

 

 寄せられたご意見は少なかったものの、その中でもリユースカップ導入を応援してくださるコメント

があり、嬉しく思う。 

 「使用者が面倒に感じないようにいろいろ工夫を続けてください。」と記入してくださった方は前述の

質問項目で返却が面倒に感じていると回答したわけではなく（3：ゴミを減らす取り組みをしているファ

ジアーノに対して、イメージがより良くなった。に回答）、マイタンブラーも持参しているとの回答をさ

れていたので、環境配慮に対して前向きに捉え応援をしてくださっているものと考えられる。 

 一方で、昨年度同様にマイタンブラーの”お得感”について寄せられたコメントについては、どうしても

グッズの価値や環境配慮についてより割引ありきの印象を受けていることを再認識させられる。ただ、

この回答者の方は前述の項目でリユース食器の導入について「1：使い捨てはもったいないので賛成」と

回答してくださっているので、エコタンブラーもリユースカップの取り組みと同様に環境配慮に役立っ

ていることを感じてもらえたらと思う。 

 

 

 

 

                                     （100 件の回答）                             （99 件の回答） 
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 [テキストを入力] 

アンケート回答内容 【11月 5日分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（225 件の回答） 

 10 月導入時よりも「いいえ（=知らなかった）」と回答する人が多かった。この結果については、全体

の観客動員数が大幅に増えたことが関係していると推測する。12,286 人の入場者数というのは今シーズ

ンのホームゲームでは最多入場者数であったため、名古屋戦を目当てに久々に観戦しに来た方、あるい

は名古屋サポーターからも多く回答があったのではないかと考える。そのような方々に、この機会でリ

ユース食器導入の取り組みについて知ってもらえたということはとてもよかったと感じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（225 件の回答） 

 ほとんどの回答から、リユース食器導入の取り組みへ賛成の意見をもらえた。 
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 [テキストを入力] 

（225 件の回答） 

１. 使い捨てはもったいないので賛成 

２. 環境配慮に貢献できて気分がいい 

３. ゴミを減らす取り組みをしているファジアーノに対して、イメージがより良くなった。 

４. リユース食器の取り組みについて興味が沸いた 

５. 返却が面倒に感じる 

 

 今回のアンケート結果もこれまでの内容に近しい割合で回答がされていると見て取れる。内訳をみる

と、「5：返却が面倒に感じる」にだけ回答した人は１人のみ。全ての項目にチェックをしている人もい

たが、いい取り組みだとは思う一方で返却がもっと楽になってほしいと感じている人が少なからずいる

ことがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（225 件の回答） 
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 [テキストを入力] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（225 件の回答） 

※このアンケートは「マイタンブラーも持参しているがリユースカップ対象商品も購入された方」には配布をしている 

 ものの、マイタンブラーのみでドリンクを購入されている方には基本的には配布していないため、その方々の意見は 

 反映されていません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（106 件の回答） 

１.タンブラーを持参するのが面倒だから 

２.飲み物を購入しないから 

３.持ってこようと思うがいつも忘れてしまう 

４.取り組みに反対だから 

 

 10 月のアンケート結果と比較して、マイタンブラーを持参している人は減り、逆に「3：取り組みを

知らない」と回答した人が増えている。この結果も、今回の入場者数の増加に起因しているかもしれな

い。ただ、「2：取り組みを知ってはいるが自分はしていない」と回答した割合はこれまでと同様に全体

の約半数を占めているため、引き続きリユースカップでの環境配慮の取り組みが有効であると考えられ

る。ちなみに今回の回答では、「4：取り組みに反対だから」の回答はなかった。 
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 [テキストを入力] 

その他何かあればご意見をお聞かせください。（15 件の回答） 

いい取り組みだと思います 

すばらしい取組です。 

紙よりいいです。 

リユースの方が紙より持ちやすい。 

３回目もよろしく 

グランパスサポーターですがグランパスも真似したらいいと思います 

岡山市ではクラブ主導でやるべき 

（マイタンブラーを使用していないのは）たまにしかこれないので 

タンブラーを持ってきているがあまり使うことがない 

（マイタンブラーを）まだ買ってない。 

のみ口がうすい方がビールがおいしい。 

エコタンブラーくらいのうすいマイタンブラーがほしい（フタいらない） 

タンブラーは高価！やすい うすい のみ口の リユースカップみたい なの ほしい 

タンブラーで飲み物を買う時に割引になるが、ビールだけでなく飲み物全部にしてほしい。 

ファジ大好き〜！２４ 

 

・リユースカップの導入について 

 前向きなコメントを多く記入していただけて嬉しく思う。使用者の方のコメントとしては、ビールを

飲むことによる口当たりや使用感について好印象な意見をいただけていることもおもしろいと感じる。

引き続き導入するよう応援してくださる言葉や、運営面にも目を向けたコメントからは、恒常的に続け

ていくことに対して歓迎されている印象を受けた。名古屋サポーターの方にもいい取り組みと感じても

らえたようなので、アウェイとして観戦しながらもファジアーノホームゲームについて好印象を持って

帰ってもらえたことがよかったと思う。 

 

・昨年度回答内容との比較 

 昨年度いただいたご意見の内容を見返すと、慣れない取り組みに対して不安がる意見や返却の面倒さ

を感じたという声が数件あったが、２年度目、４回の導入を経てそのようなコメントがほとんどなくな

っている。続けて取り組むうちにサポーターの方々にも理解をしていただけていることに感謝したい。 

 

・マイタンブラー制度について 

 制度自体へのコメントが多く寄せられているので、その点はファジアーノ側での参考にしていただけ

たらと思う。タンブラーを購入して使用することに慣れない方へは、リユースカップがそれに替わるこ

とで快適にホームゲームを楽しんでもらえるのではないかという印象を感じた。 
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 [テキストを入力] 

 

                    （225 件の回答）             （221 件の回答） 
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 [テキストを入力] 

総括 

 

 普段タブララサで行なっているリユース食器の貸し出しは、使用数が多いイベントで約 800 個という

規模である。今年度のリユースカップチャレンジでは、昨年度をさらに超えて計 3,568 個もの貸し出し

を実施することができた。大規模、かつ環境配慮について普段関心を抱けていない人も多く来場するイ

ベントでの導入により、リユースカップの認知拡大について大きな効果が得られたと感じている。タブ

ララサのリユース食器貸し出しの活動では、環境配慮を難しく捉えすぎず気軽に取り組むことをモット

ーに活動してきた。アンケートの結果からもリユース食器導入に賛成の意見が多く、環境配慮について

協力的な方々が集まる場で導入できたことはとても良いマッチングであると思われる。 

 昨年度実施を踏まえアンケートの回答項目に「昨シーズンのファジアーノホームゲームで知った」を

増やしたことも、今回の結果を見る中で興味深かったと感じている。１シーズンで２回の導入であって

も、年度を重ねるにつれて少しずつ周知が広がっていることが数字として確認できた。 

 またタブララサの運営としては、昨年度実施したノウハウを活かして大きな滞りなく行えたと捉えて

いる。スタッフへの周知や準備物の改良など、昨年度の反省を踏まえて対応した部分があった。ただ、

全体協議については「昨年度通り」だけで進めようとせず、都度確認をすべきであったと反省する点が

ある。岡山市・ファジアーノ側ともに、もちろんタブララサ側であっても、やりとりをする担当の方が

変わった際にも柔軟に対応できるよう、記録を残すことやこれまでとの違いをきちんと踏まえておく必

要性を感じた。ただし反省ばかりではなく、協議をとてもスムーズに進めていただけた上、昨シーズン

にも増してファジアーノ岡山のスタッフ、ボランティアスタッフの方々がとても協力的であったことに

ついて、とても感謝しています。実際に食器を扱うこととなる飲食販売の方々へはタブララサからもっ

と説明をすべきかとも感じるが、ここに関しても昨シーズン導入時のことを踏まえて好意的に捉えてく

れる方が多く、アンケート・抽選券用紙を率先して販売窓口に掲示してくださるなど、優しい配慮が見

受けられた。取り組みを単年度で終わらせず、啓発宣伝も含めて引き続き行なっていただけたことで、

ホームゲーム関係者の中でも理解と協力の意識が広まったことの表れであると感じている。 

 昨年度に続き今年度もファジアーノ岡山ホームゲームという大規模な場でリユース食器の導入ができ

たことを契機として、ここでのゴミの削減を強調するだけでなく、リユース食器の取り組みを知った多

くの人の意識が少しずつ変わるきっかけとなり、リユース食器を使うイベントの増加、ひいては岡山全

体でのゴミ削減につながるように活動を進めて行きたい。 

 

 

  

NPO法人タブララサ 21 



 [テキストを入力] 
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 [テキストを入力] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リユースカップチャレンジ 2017 

ファジアーノ岡山ホームゲームにおけるリユースカップ導入に関する報告書 

 

平成 29 年 11 月作成 

NPO 法人タブララサ   〒700-0921 
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 [テキストを入力] 

 

 

 

  



 [テキストを入力] 

 


