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プロスポーツのスタジアムにおけるごみ排出の実態把握と効果的な 3R促進策の提案 

                               金谷研究室  1612035  松岡将宏 

 

１．背景・論点 

 近年，地球温暖化が進行する中，スポーツと環境

やスポーツとごみについて注目される機会が増えて

いる．サッカーのワールドカップ等で，試合終了後

に日本人がスタジアムの観客席に落ちているごみを

拾う姿や，それを外国人が真似てごみを拾う姿が，

様々なメディアで取り上げられている 1)．このよう

な姿から，スポーツの場面におけるごみへの意識は

高くなっているように感じられる． 

しかし，プロ野球の試合が行われるスタジアムで

は，試合終了後にごみ箱の中にごみが入りきらない

状況を目にすることもある．プロスポーツは多くの

人を動員するため，社会に与える影響が大きい．そ

して，一度に大量のごみが排出されると考えられる．

そこで，排出されるごみを減らすことや有効活用す

ることが求められる． 

観客動員数に目をむけると，平成 24 年は，野球が

2,137 万 226 人，サッカーが 875 万 4,694 人となって

いる 2)．これは他のスポーツの動員数と比較すると，

大きな差がある．また，プロ野球や J リーグは，年

間の試合数が多いため，ごみの排出量が他のスポー

ツより多いと考えられる．  

先行研究では，スタジアムにおける，エコタンブ

ラーの使用実態やリユースカップの認知度，導入に

ついての観客の意見などが明らかにされている 3)．

また，杉浦らの研究 4)では，鹿島アントラーズ・エ

コプログラムを対象にしたアンケート調査から，環

境コミュニケーションの効果を評価するモデルを提

案している．篠木 5)は，住民の意識と行動の変化に

焦点を当て分析を行い，住民の意識と行動の変化，

分別行動および減量行動に影響を与える要因が行動

ごとに異なるかを明らかにした．  

しかし，3R(Reduce(発生抑制)，Reuse(再使用)，

Recycle(再生利用)の総称)に関する研究は，有料化

や家庭ごみに関するものが多く，スタジアムにおけ

るごみ排出の実態，3R に関する取り組みの実態，効

果的な 3R 促進策は解明されていない． 

 

２．研究の目的・意義 

 そこで，本研究では，プロスポーツのスタジアム

におけるごみ排出の実態，3R に関する実態等を把握

することを目的 1， 効果的な 3R 促進策を提案する

ことを目的 2 とする． 

また，本研究の意義は，プロスポーツやイベント

の主催者がスタジアムやイベント会場で 3R を促進

する上で参考になることである． 

３．研究方法 

 本研究の目的を以下の方法で達成する． 

(1)文献調査・スタジアムのホームページ調査 

先行研究でスポーツやイベントでの 3R の実態等

について把握する．また，スタジアムのホームペー

ジから，3R に関してどのような取り組みを行ってい

るのか把握する． 

(2)スタジアムへの電話調査 

先行研究やホームページ調査を踏まえ，3R に関し

てどのような取り組みを行っているか，ごみの量を

どのように把握しているか等を知るためにスタジア

ムを対象に調査を行う(表 1)． 

(3)チームへのアンケート調査 

チームに対して，スタジアムへの電話調査と同様

の内容の調査をアンケートで行う(表 1)． 

(4)チームの環境方針の実態調査 

チームの環境方針の実態について，ホームページ

で調査する． 

(5)3R促進策の促進可能性と実施可能性に関するア

ンケート調査 

以上の調査を踏まえて，スタジアムやチームを対

象に，効果的に 3R を促進する上での課題に対する

促進策の促進可能性及び実施可能性を聞くアンケー

ト調査を行う(表 1)． 

 

４．結果及び考察 

(1)プロスポーツのスタジアムにおけるごみ排出の

実態把握(目的 1) 

1)スタジアムにおける 3R に関する取り組みのホー

ムページ調査 

各スタジアムのホームページを閲覧し，そこに記

載されている取り組みを現在実施している取り組み

として把握した．その結果，「ごみの分別回収・分別 

 

表 1 アンケート質問項目(一部抜粋) 

調査方法 質問項目 回答方式

ごみの排出量をどのような期間で把握しているか

ごみの量に関してリサイクルなどの有効活用された量と
されていない量を区別して把握しているか

ごみの量に関してごみの種類や項目ごとで排出量を把握しているか

ごみの量に関して観客側から出る量と
スタジアムの事務的な所から出る量を区別して把握しているか

ごみの量を把握しているか 選択式

試合開催によって発生するごみに関してどのような
取り組みを行っているか

複数選択可

ごみ減量に関してチームの応援団などの後援組織による
取り組みや呼びかけが行われているか

選択式

ごみの持ち帰りの促進に対する促進策の促進可能性と実施可能性 選択式

レジ袋削減・エコバッグの販売の促進に対する
促進策の促進可能性と実施可能性

選択式

ごみのリサイクルの促進に対する促進策の促進可能性と実施可能性 選択式

リユースカップ・リユース食器の利用促進に対する
促進策の促進可能性と実施可能性

選択式

タンブラーの利用促進に対する促進策の促進可能性と実施可能性 選択式

ごみ減量に関する取り組みの啓発促進に対する
促進策の促進可能性と実施可能性

選択式

応援団や後援会などの後援組織による取り組みの促進に対する
促進策の促進可能性と実施可能性

選択式

環境方針を策定しているチームが多くない点に対する
促進策の促進可能性と実施可能性

選択式

スタジアムへの
電話調査

チームへの
アンケート調査

3R促進策の

促進可能性と
実施可能性に

関するアンケート
調査
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処理」，「ごみの持ち帰り」，「ごみに関する取り組み

の啓発」，「ごみのリサイクル」，「リユースカップ・

リユース食器の導入」，「タンブラーの導入」，「マイ

ボトル・マイカップの利用」，「レジ袋削減・エコバ

ッグの販売」の 8 つの取り組みが実施されているこ

とが分かった． 

これらについて実施実態を調査したところ，「ごみ

の分別回収・分別処理」を 63 スタジアム中 35 スタ

ジアムが実施しており，最も実施している取り組み

であることが分かった．一方で，これ以外の取り組

みは，実施割合が高いものでも 20％程度となってお

り，低いことが分かった． 

2)スタジアムへの電話調査 

 まずは，「ごみの排出量をどのような期間で把握し

ているか」の問について，結果を表 2 に示す．結果

として，最も多い把握の仕方は「1 試合当たり」で

あったことから，スタジアムでは多くの場合，試合

単位でごみを処理しているのではないかと考える． 

また，この結果をごみの量を把握しているかどう

かという観点から見てみると，「不明」であるスタジ

アムが最も多いことが分かる．「不明」に分類されて

いるスタジアムの多くは，ごみの処理は試合の主催

者であるチームに任せているため分からないという

回答であった．よって，スタジアムがごみの処理を

行っている場合とチームがごみの処理を行っている

場合が存在するということが分かった．このような

違いが生まれているのは，スタジアムがサッカーや

チーム専用のものであるか，人手不足などが背景に

あるのではないかと考える． 

次に，「現在に至るまで何かごみ減量に関する取り

組みを行ってきたか」の問の結果を表 3 に示す．表

より，「ごみの分別回収・分別処理」が最も多くのス

タジアムで実施されており，次に「ごみのリサイク

ル」が多く実施されていることが分かる．これ以外

の取り組みは，いずれも実施しているスタジアムよ

り実施していないスタジアムの方が多い． 

この結果より，「ごみの分別回収・分別処理」のよ

うなごみに関する取り組みの中で広く知られている

取り組みについては，比較的多くのスタジアムが実

施しているが，他は特に取り組んでいないスタジア 

 

表 2 問「ごみの排出量をどのような期間で 

把握しているか」の結果(n=63) 

スタジアム数 合計

1試合当たり 9（14.3％）

1か月当たり 3（4.8％）

1日当たり 1（1.6％）

1年間当たり 1（1.6％）

1週間当たり 0（0.0％）

7（11.1％） 7（11.1％）

42（66.7％） 42（66.7％）

63（100.0%） 63（100.0％）合計

把握の仕方

把握している 14（22.2％）

把握していない

不明

 

表 3 問「現在に至るまで何かごみ減量に関する 

取り組みを行ってきたか」の結果(n=14) 

取り組みの種類 実施している 実施していない 合計

ごみの分別回収・分別処理 13（92.9％） 1（7.1％） 14（100.0％）

ごみのリサイクル 9（64.3％） 5（35.7％） 14（100.0％）

ごみの持ち帰り 4（28.6％） 10（71.4％） 14（100.0％）

ごみに関する取り組みの啓発 3（21.4％） 11（78.6％） 14（100.0％）

リユースカップ・リユース食器の導入 3（21.4％） 11（78.6％） 14（100.0％）

マイボトル・マイカップの利用 3（21.4％） 11（78.6％） 14（100.0％）

レジ袋削減・エコバッグの販売 3（21.4％） 11（78.6％） 14（100.0％）

タンブラーの導入 2（14.3％） 12（85.7％） 14（100.0％）  

 

ムが多いということが言えるのではないかと考える． 

最後に，「ごみ減量に関して応援団による取り組み

や呼びかけはあるか」の問である．結果として，後

援組織による取り組みが無いスタジアムが 14 スタ

ジアム中 10 スタジアムと多いことが分かった． 

しかし，取り組みは 4 つのスタジアムで存在する

ことが分かった．具体的には，試合の際にクリーン

サポーターが分別や清掃，呼びかけを実施している

スタジアムなどである．このように，事例は少ない

が存在するということは，どのスタジアムにも後援

組織による取り組みを実施できる可能性があるので

はないかと考える． 

3)チームへのアンケート調査 

まずは，ごみの量の把握の仕方に関する問ついて，

結果を表 4 に示す． 

表より，「1 試合当たり」と「1 日当たり」がほぼ

同数で並んでおり，多い回答であったことが分かる．

1 試合当たりが多いという結果はスタジアムへの電

話調査の結果からも得られており，多くはこのよう

な傾向にあるのではないかと考えられる． 

次に，実施している取り組みに関する問の結果を

表 5 に示す．表より，「ごみの分別回収・分別処理」

が最も多くのチームで実施されており，これ以外の

取り組みについては，実施しているチームが少ない 

 

表 4 問「ごみの排出量をどのような期間で 

把握しているか」の結果(n=12) 

チーム数 合計

1試合当たり 4（33.3％）

1日当たり 3（25.0％）

1か月当たり 1（8.3％）

1週間当たり 0（0.0％）

1年間当たり 0（0.0％）

その他 1（8.3％）

3（25.0％） 3（25.0％）

12（100.0％） 12（100.0％）

把握の仕方

把握している 9（75.0％）

把握していない

合計  

 

表 5 問「試合開催によって発生するごみに関して 

どのような取り組みを行っているか」の結果(n=12) 

取り組みの種類 実施している 実施していない 合計

ごみの分別回収・分別処理 11（91.7％） 1（8.3％） 12（100.0％）

ごみの持ち帰り 5（41.7％） 7（58.3％） 12（100.0％）

ごみに関する取り組みの啓発 3（25.0％） 9（75.0％） 12（100.0％）

ごみのリサイクル 3（25.0％） 9（75.0％） 12（100.0％）

リユースカップ・リユース食器の導入 1（8.3％） 11（91.7％） 12（100.0％）

タンブラーの導入 1（8.3％） 11（91.7％） 12（100.0％）

マイボトル・マイカップの利用 1（8.3％） 11（91.7％） 12（100.0％）

レジ袋削減・エコバッグの販売 1（8.3％） 11（91.7％） 12（100.0％）  
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表 6 チームの環境方針の実態調査のポイント 

ポイント① 環境方針自体の存在の有無

ポイント② 社会貢献活動など何らかの方針を示すものの存在の有無

ポイント③ 環境に関する文言や記述の有無

ポイント④ ごみに関する文言や記述の有無  

 

表 7 チームの環境方針の実態調査の結果(n=66) 

あり なし 合計

ポイント① 2（3.0％） 64（97.0％） 66（100.0％）

ポイント② 54（81.8％） 12（18.2％） 66（100.0％）

ポイント③ 4（6.1％） 62（93.9％） 66（100.0％）

ポイント④ 2（3.0％） 64（97.0％） 66（100.0％）  

 

ことが分かる．これは，スタジアムへの電話調査に

おいて見られた傾向と同じである． 

また，実施しているチームが少ない取り組みにつ

いては，試合開催に当たって実施するごみに関する

取り組みとしては，あまり知られていないものでは

ないかと考えられる．このような取り組みを実施し

ているということは，それだけ環境やごみに対する

意識や関心が高いのではないかと考える． 

最後に，応援団などの後援組織による取り組みに

関する問である．結果として，取り組みありが 5 チ

ーム，無しが 7 チームと，後援組織による取り組み

が無いチームが若干多いことが分かる．具体的に挙

げられていた取り組みとしては，ごみ拾いサポータ

ーによるスタンドのごみ拾いの実施，サポーターに

よる SNS での呼びかけなどがある．結果の通り，事

例は少ないが，事例の存在が後援組織による取り組

みの実施可能性を示しており，事例を参考に実施の

検討ができるため非常に重要ではないかと考える． 

4)チームの環境方針の実態調査 

調査は，表 6 に示したような 4 つのポイントを設

定して実施した．まず，環境方針が存在したチーム

は 2 チームのみであった．この 2 チームは，大宮ア

ルディージャ 6)と横浜 FC7)である．この 2 チームの

環境方針の主な内容としては，環境マネジメントシ

ステムの構築や改善により環境にやさしいクラブを

目指すことやスタジアムなどにおける環境負荷の低

減とコスト削減を目指すことなどである． 

また，何らかの方針を示すものについては，54 チ

ームで存在しているが，環境やごみに関する記述は

ほとんどのチームで存在しなかった．この結果は厳

しいものであるが何らかの方針を示すものの中に新

たに環境やごみに関する内容を含めることは十分可

能であると考えるため，改善の余地があるのではな

いかと考える． 

 

(2)プロスポーツのスタジアムにおける効果的な 3R

促進策の提案(目的 2) 

電話・アンケート・ホームページ調査の結果から，

効果的に 3R を促進する上での課題を 8 つ抽出し， 

表 8 効果的な促進策の候補の判定方法 

促進策実施済みチーム及び
スタジアムによる促進可能性

促進可能性の標準偏差 回答件数 効果的な促進策の候補

0.75未満 実施に基づく効果的な促進策

0.75以上 実施に基づくやや効果的な促進策A

1件以下 実施に基づくやや効果的な促進策B

2.0以上
2件以上

 

 

表 9 効果的な促進策の判定方法 

効果的な促進策の候補
促進策未実施チーム及び

スタジアムによる実施可能性
効果的な促進策

実施に基づく効果的な促進策 効果的な促進策

実施に基づくやや効果的な促進策A

実施に基づくやや効果的な促進策B

2.5以上
やや効果的な促進策

 

 

それらの課題に対し 34 個の改善策を作成した．これ

らの促進可能性及び実施可能性について述べる． 

1)促進可能性と実施可能性による効果的な促進策 

促進策について，「促進可能性」と「実施可能性」

をチーム及びスタジアムが 4 段階評価し，平均得点

を算出した．そして，促進策実施済チーム及びスタ

ジアムの「促進可能性の平均得点が 2.5 点以上」の

促進策を効果的な促進策の候補とする(表 8 参照)． 

そのうち，促進策未実施チーム及びスタジアムの

「実施可能性の平均得点が 2.5 点以上」の促進策を

「効果的な促進策」または「やや効果的な促進策」

と定義する（2 つの判定方法は表 9 参照）．なお，効

果的なものは上から順に，「効果的な促進策」＞「や

や効果的な促進策」とする．表 10 に効果的な促進

策の候補の一覧を示す．効果的な促進策の候補は，

14 個である．その中で，効果的な促進策は，7 個で

あった．なお，「効果的な促進策」や「やや効果的な

促進策」と判定した促進策については，表 10 にお

いて一番右の列でその結果を記載している． 

また，効果的な促進策の候補で実施済みの事例が

5 件以上と多くの事例がありながらも，促進策未実

施チーム及びスタジアムによる「実施可能性の平均

得点が 2.5 点未満」であったために，効果的な促進

策でない策もある．このような促進策については，

未実施チーム及びスタジアムに良さを理解してもら

えてないことが原因であるため，未実施チーム及び

スタジアムに対して，実施しやすさや促進効果の大

きさなどの促進策の実施実態を説明し，取り組みの

促進を図ると良いのではないかと考える． 

 

５．結論 

(1)プロスポーツのスタジアムにおけるごみ排出の

実態把握(目的 1) 

調査の結果，以下のことが明らかになった．まず

は，試合開催により発生するごみの処理形態の違い

である，試合開催により発生するごみの処理形態に

は，ごみの処理をスタジアムが行なっている形態と

チームがごみの処理をしている形態の 2 つが存在す

ることが明らかとなった． 

次に，ごみの把握の仕方である．ごみの量につい 
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表 10 効果的な促進策の候補の一覧(一部抜粋)

促進策未実施チーム
及びスタジアムに
よる実施可能性

実施に基づく
効果的な促進策

実施に基づく
やや効果的な促進策A

実施に基づく
やや効果的な促進策B

平均得点

燃えるごみ・燃えないごみ・紙コップ・プラスチックカップ等に、品目を細かく分別して回収する 11 〇 2.00
リサイクルの対象品目をまとめて回収する 6 〇 2.00

デポジット制を採る 1 〇 1.67

ごみ箱にカップや食器の回収場所を設置し、回収する 2 〇 2.50 効果的な促進策

場内のあらゆる場所に人を配置して、常に呼びかける 1 〇 1.73

チームの選手にも呼びかけてもらう（スタジアムのモニターなどを通して間接的に） 1 〇 3.00 やや効果的な促進策

チームやスタジアムのSNS等を通じて呼びかける（選手以外の人物による呼びかけ） 1 〇 2.55 やや効果的な促進策

エコステーション（ごみの回収場所）の設置 5 〇 2.33

SNSで取り組みへの参加や試合観戦における環境に配慮した行動を呼びかける 2 〇 3.10 効果的な促進策

試合終了後に、スタンドのごみ拾いを行う 7 〇 3.67 やや効果的な促進策

現在存在する方針に類するもの中に、環境やごみに関する内容を加える 1 〇 2.50 やや効果的な促進策

新たに環境方針を策定して、それに沿って取り組みを実施する 1 〇 2.57 やや効果的な促進策

環境方針の中で、毎年、目標を数値などで設定し、実施状況を報告する 1 〇 2.38
環境方針の中で、3年や5年ごとの目標を数値などで設定し、実施状況を報告する 1 〇 2.38

ごみのリサイクルの促進

応援団や後援会などの
後援組織による
取り組みの促進

環境方針を策定している
チームが多くない点

リユースカップ・
リユース食器の利用促進

ごみ減量に関する
取り組みの啓発促進

課題 促進策
実施済み
回答件数

効果的な促進策の候補

判定

 

 

ては，多くの場合 1 試合当たりで把握していること

が分かった．これより，1 試合ごとに処理しなけれ

ばならないほど多くのごみが発生しているのではな

いかと考えられる．  

3R に関する取り組みについては，「ごみの分別回

収・分別処理」がほとんどのスタジアム及びチーム

で行われており，これ以外についてはあまり取り組

みをしていないということが分かった．これについ

ては，各スタジアムやチームの環境やごみに関する

意識の高さが分別回収・分別処理以外の取り組みの

実施に影響を与えているのではないかと考える． 

そして，応援団などの後援組織による取り組みに

ついては，事例自体は少ないが，事例の存在自体が

後援組織による取り組みの実施可能性があることを

示していると考える．多くないながらも具体的な事

例も存在するため，それらを参考にしながら取り組

みを進めることも可能である．  

最後に，環境方針については，ほとんど存在しな

かったが，今ある方針を生かすことで改善を図れる

のではないかと考える． 

(2)プロスポーツのスタジアムにおける効果的な 3R

促進策の提案(目的 2) 

 課題「リユースカップ・リユース食器の利用促進」

に対する促進策「ごみ箱にカップや食器の回収場所

を設置し、回収する」と課題「応援団や後援会など

の後援組織による取り組みの促進」に対する促進策

「SNSで取り組みへの参加や試合観戦における環境

に配慮した行動を呼びかける」の 2 つが「効果的な

促進策」である． 

また，「やや効果的な促進策」が「チームの選手に

も呼びかけてもらう（スタジアムのモニターなどを

通して間接的に）」，「チームやスタジアムの SNS 等

を通じて呼びかける（選手以外の人物による呼びか

け）」，「試合終了後に、スタンドのごみ拾いを行う」，

「現在存在する方針に類するもの中に、環境やごみ

に関する内容を加える」，「新たに環境方針を策定し

て、それに沿って取り組みを実施する」の 5 つであ

る． 

(3)今後の課題 

本研究では，ごみの数値を基に分析をすることが

出来なかった．数値については，細かい数値でなく

ても数トン程度や数トンから数トンという大まかな

数値でも良いと考える． 

また，3R 促進策の促進可能性と実施可能性に関す

るアンケートを行う際，課題を私自身で抽出し，調

査を実施したが，ヒアリングやアンケートを通じて

当事者に課題を聞くなどの方法で課題を抽出した方

がより良かったのではないかと考える． 

そして，本研究で実施したアンケート調査におい

て得られた回答があまり多くなかったことを踏まえ，

今後はより多くの回答を得られるように調査方法や

アンケート設計を工夫する必要もあると考える． 
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第 1 章 序論 

1-1 本研究の背景 

 近年，地球温暖化が進行する中，スポーツと環境やスポーツとごみについて注目される機

会が増えている．サッカーのワールドカップ等で，試合終了後に日本人がスタジアムの観客

席に落ちているごみを拾う姿や，それを外国人が真似てごみを拾う姿が，様々なメディアで

取り上げられている 1)．このような姿から，スポーツの場面におけるごみへの意識は高くな

っているように感じられる． 

しかし，プロ野球の試合が行われるスタジアムでは，試合終了後にごみ箱の中にごみが入

りきらない状況を目にすることもある．プロスポーツは多くの人を動員するため，社会に与

える影響が大きい．そして，一度に大量のごみが排出されると考えられる．そこで，排出さ

れるごみを減らすことや有効活用することが求められる． 

観客動員数に目をむけると，平成 24 年は，野球が 2,137 万 226 人，サッカーが 875 万 4,694

人となっている 2)．これは他のスポーツの動員数と比較すると，大きな差がある．また，プ

ロ野球や J リーグは，年間の試合数が多いため，ごみの排出量が他のスポーツより多いと考

えられる． 

先行研究では，スタジアムにおける，エコタンブラーの使用実態やリユースカップの認知

度，導入についての観客の意見などが明らかにされている 3)．また，杉浦らの研究 4)では，

鹿島アントラーズ・エコプログラムを対象にしたアンケート調査から，環境コミュニケーシ

ョンの効果を評価するモデルを提案している．篠木 5)は，住民の意識と行動の変化に焦点を

当て分析を行い，住民の意識と行動の変化，分別行動および減量行動に影響を与える要因が

行動ごとに異なるかを明らかにした． 

しかし，3R（Reduce（発生抑制），Reuse（再使用），Recycle（再生利用）の総称）に関す

る研究は，有料化や家庭ごみに関するものが多く，スタジアムにおけるごみ排出の実態，3R

に関する取り組みの実態，効果的な 3R 促進策は解明されていない． 

そこで，本研究では，プロスポーツのスタジアムにおけるごみ排出の実態，3R に関する

実態等の把握，効果的な 3R 促進策を提案することを目的とする． 

そして，プロスポーツのスタジアムにおいて，3R を促進する上で効果的な促進策は何で

あるかを本研究の論点とする． 

 

1-2 本研究の目的 

 本研究の目的は，以下の 2 点である． 

 目的 1：プロスポーツのスタジアムにおけるごみ排出の実態把握 

 目的 2：プロスポーツのスタジアムにおける効果的な 3R 促進策の提案 
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1-3 本研究の意義 

 本研究の意義は，プロスポーツやイベントの主催者がスタジアムやイベント会場で 3R を

促進する上で参考になることである． 

 

1-4 本研究の研究方法 

 本研究の目的を以下の方法で達成する． 

(1)文献調査・スタジアムのホームページ調査 

先行研究でスポーツやイベントでの 3R の実態等について把握する． 

また，スタジアムのホームページから，3R に関してどのような取り組みを行っているの

か把握する． 

(2)スタジアムへの電話調査 

先行研究やホームページ調査を踏まえ，3R に関してどのような取り組みを行っているか，

ごみの量をどのように把握しているか等を知るためにスタジアムを対象に調査を行う． 

(3)チームへのアンケート調査 

チームに対して，スタジアムへの電話調査と同様の内容の調査をアンケートで行う． 

(4)チームの環境方針の実態調査 

チームの環境方針の実態について，ホームページで調査する． 

(5)3R 促進策の促進可能性と実施可能性に関するアンケート調査 

以上の調査を踏まえて，スタジアムやチームを対象に，効果的に 3R を促進する上での課

題に対する促進策の促進可能性及び実施可能性を聞くアンケート調査を行う． 

 

1-5 本研究の構成 

 第 1 章 本研究の背景，目的，意義，方法，構成，用語について記述する． 

 第 2 章 プロスポーツと 3R の概要，研究の位置づけについて記述する． 

 第 3 章 本研究の具体的な調査方法を記述する． 

第 4 章 スタジアムにおける 3R に関する取り組みのホームページ調査，スタジアムへの 

電話調査，チームへのアンケート調査，チームの環境方針の実態調査の結果及び 

考察について記述し，スタジアムにおけるごみ排出の実態を整理する． 

第 5 章 3R 促進策の促進可能性と実施可能性に関するアンケートの結果及び考察を記述 

し，スタジアムにおける効果的な 3R 促進策を整理する． 

 第 6 章 本研究の目的に対する結論と今後の課題について記述する． 

 

1-6 本研究での用語の定義 

本研究における主な用語について説明する． 

◎「プロスポーツ」：本研究では，プロ野球と J リーグのことを意味する． 

◎「効果的な促進策」：本研究では，促進策実施済みチーム及びスタジアムによる促進可能
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性が高く，かつ促進策未実施チーム及びスタジアムによる実施可能性が高い促進策を効果

的な促進策と定義する．詳細は 5-5-4（促進策の促進可能性・実施可能性による効果的な促

進策の提案方法）参照． 

 

＜参考文献＞ 

1) 日本経済新聞：日本もセネガルも 試合後，サポーターがごみ拾い 

＜https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32193450V20C18A6CC1000/＞，2020-01-16 

2) 公益財団法人日本プロスポーツ協会：プロスポーツ年鑑 第 2 章 プロスポーツの現状 

＜http://www.jpsa.jp/yearbook/2013/section2.pdf＞，2020-01-16 

3) 大垣光治・他：徳島のサッカー場におけるごみ減量化への取組み，全国環境研会誌，32(2)，

pp.46-50 (2007) 

4) 杉浦正吾・他：環境コミュニケーション効果の測定 ―鹿島アントラーズ・エコプログラ 

ムを事例に―，環境共生，17，pp.121-130 (2010) 

5) 篠木幹子：ごみの分別行動と減量行動に影響を与える要因の検討，廃棄物資源循環学会 

論文誌，28(0)，pp.58-67 (2017) 
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第 2 章 プロスポーツと 3R の概要 

2-1 はじめに 

 本章では，プロスポーツの概要と 3R の概要について，文献やウェブサイト調査に基づい

て述べる．また，先行研究のまとめ及び本研究の位置づけについても述べる． 

 

2-2 プロスポーツについて 

 プロスポーツとは，プロフェッショナルスポーツの略である．一般的には，これにより報

酬を得て，生活している人をプロスポーツ選手と呼ぶ．主なプロスポーツには，プロ野球，

大相撲，プロサッカー，プロゴルフ，プロバスケットボール，プロボクシング，プロテニス，

プロボウリングなどが挙げられる．また，多くの場合，それぞれのプロスポーツには，協会

や連盟，リーグなどの組織が存在する． 

 平成 24 年のプロスポーツ観客動員数をプロスポーツ年鑑 2013 年版 1）を参考に松岡が図

2-1 にまとめた．図より，野球が最も多く観客を動員していることが分かる．その次に多い

のが，本研究で対象としているサッカーではなく，ボートレースとなっている．しかし，野

球やサッカーは他のプロスポーツと比較すると，比較的年間にわたって継続的に試合が開

催されるという特徴とチームの応援団が存在するという特徴がある．私は，この点に注目し

ており，野球やサッカーは他のスポーツより応援団などの後援組織が取り組みなどに関わ

りやすいと考え，本研究の対象とした． 

 

 

図 2-1 平成 24 年のプロスポーツ観客動員数 

 

2-3 3R について 2） 

 3R とは Reduce（リデュース），Reuse（リユース），Recycle（リサイクル）の頭文字の 3
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つの R の総称である． 

まず，Reduce（リデュース）とは，ごみの量を減らすことや物を製造する際に使用する資

源の量を減らすことである．次に，Reuse（リユース）は，1 度使用したものをそのまま捨て

てしまうのではなく，何度も使用することである．そして，Recycle（リサイクル）は，ごみ

を別の物やエネルギー源へと生まれ変わらせ，再生利用することである． 

Reduce（リデュース）・Reuse（リユース）・Recycle（リサイクル）それぞれの具体例は以

下の通りである． 

まず，Reduce（リデュース）の具体例としては，買い物の際，マイバックを持参すること

や洗剤やシャンプー，調味料など詰め替え商品などがあるものは詰め替え商品を購入する

こと，耐久性の高い製品や省資源化された製品を選ぶこと，耐久性、修理性などに優れた商

品設計をすることなどが挙げられる．次に，Reuse（リユース）の具体例としては，リター

ナブル容器に入った製品を選び、使い終わった時にはリユース回収に出すことやリユース

しやすい商品設計をすることなどが挙げられる．そして，Recycle（リサイクル）の具体例と

しては，ごみの分別に取り組むことやリサイクルされた製品を購入し使用すること，リサイ

クル材を用いた商品づくりをすることなどが挙げられる． 

プロスポーツは観客動員数が多い分，それだけ多くのごみが発生すると考えられる．また，

プロスポーツは多くの人々の目に触れるものであるため，その分，社会に対する影響力も大

きい．これらの点から，プロスポーツの場において，3R を促進することは重要であると考

える． 

 

2-4 先行研究のまとめ 

（1）杉浦・他（2010）の先行研究 3） 

杉浦らは，環境コミュニケーションの効果を評価するモデルを提案することで，今後の地

球温暖化対策に関連した当該分野における環境コミュニケーション手法の開発に寄与する

ことを目的とし，鹿島アントラーズ・エコプログラムを対象に，アンケート調査を行った．  

また，アンケートでは，対象者にアンケートのみを依頼（何もなし），チラシを渡してイ

ベント参加へのインセンティブを認知させつつアンケートを依頼（チラシ），モニター機器

で選手の呼びかけ映像を見せつつアンケートを依頼（モニター），の 3 つの方法でアンケー

トを実施した． 

その結果，アンケートとインターネットの予備調査から，プロジェクトに参加したいとい

う回答の割合は，モニターの方法で回答した人が高く，選手の呼びかけによるプロジェクト

への参加意欲向上の効果があることが分かった． 

また，事前アンケートと事後アンケートの環境行動に対する意識の変化についての回答

の比較から，環境行動はもともと個人間の環境行動の差が大きいもので，かつ大きな金銭負

担などを伴わずに比較的行動が容易に起こせるものが変化しやすいことも分かった． 
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（2）篠木（2017）の先行研究 4） 

篠木は，住民の意識と行動の変化に焦点を当て，宮城県仙台市で実施した調査データを使

用して分析を行い，10 年間で住民の意識と行動がどのように変化したのかを把握し，分別

行動および減量行動に影響を与える要因が行動ごとに異なるのかを明らかにしたうえで，

ごみ分別政策を進める際の課題を検討することを目的としている．調査は，住民基本台帳か

ら確率比例抽出法を利用して無作為に対象者を抽出し，実施された． 

その結果，2005 年と 2015 年を比較すると，分別行動はどの項目に関しても資源化に協力

的な行動をとる人が増加しているが，買い物袋の持参以外の減量行動はそれほど進んでい

ないことが分かった． 

また，分別の手間は 10 年間の慣れによって低減していたことが分かった．さらに，分別

行動と減量行動に影響を与える要因はそれぞれ異なり，分別行動にはごみを出さずに暮ら

したいという考え方や年齢の高さが，減量行動にはごみ問題に対する考え方と地域におけ

る活動が影響を与えることが分かった． 

 

（3）齋藤・山川（2015）の先行研究 5） 

この研究では，ごみ減量行動の普及促進のために，ごみ減量行動を実践した者がどのよう

な情報に関心をもったかを明らかにすることを目的として，ごみ減量に関する講座の参加

者を対象に，質問紙調査，ごみの量の計測などの調査を行った． 

TTM を用いたアプローチの考え方を，市民を対象としたごみ減量講座の中で開催する学

習会に導入し，参加者の行動変容ステージを分析した． 

その結果，事前に準備ステージであった参加者のうち，事後に実行ステージに移った参加

者がおり，その他にも事後に行動変容ステージがあがっている項目もあったことから，講座

の受講が，ごみ減量行動に対する意識や行動に変化を与えていることが分かった． 

 

（4）半田・他（2011）の先行研究 6） 

この研究では，ファストフードで排出されるごみの実態を定量的に把握することを目的

として，ごみ組成調査を行った． 

調査は，排出される 1 日分のごみを，ファストフード店舗の許可を得て採取し，平床トラ

ックで分類作業実施場所に運搬し，作業員が搬入時及び分類後の重量・容積・個数の計量を

行った．また，対象の中には，使い捨て容器を使用している店舗とリユース容器を使用して

いる店舗がある． 

その結果，容器包装ごみに着目すると，リユース容器使用店舗の方が，使い捨て容器使用

店舗と比べて，重量，容積ともに小さくなっていることが分かった． 

また，リユース容器使用店舗で客が排出する厨芥類がやや多く，それらがその他のごみに

含まれていることに注意が必要であることが分かった． 

 



7 

（5）清水・金谷（2014）の先行研究 7） 

この研究では，自治体における事業系ごみへの搬入規制の実施実態を把握することと，自

治体が事業系ごみの減量施策を行う上で効果的な施策を示すことを目的として，アンケー

ト調査を行い，パネルデータ分析を行った． 

その結果，他自治体のごみ混入への対策が，都市規模に関係なく効果的な減量施策となっ

ていることが分かった．それは，資源ごみや産廃に比べ，搬入物に含まれる伝票や封筒，レ

シート等の証拠による他自治体のごみの判明や，市の指定ごみ袋の使用等，明確なごみの差

別化が可能であることが要因であることも分かった． 

また，他自治体のごみ混入への対策として最も多く実施されているのは，搬入物検査であ

ることが分かった．すでに検査を実施している自治体については，検査装置を使わずともベ

ストな処理体制・検査体制が確保されているようで，検査装置は大都市中心の検査手法にな

ることも分かった． 

 

（6）都筑・他（2018）の先行研究 8） 

この研究では，市町村合併による影響を考慮した上で，自治体の導入する有料化政策が，

ごみ排出量に与える影響を分析することを目的としている． 

合併以前のデータを合併後の市町村状況に合わせ，加法し，仮想データを作成し，全国 790

市の 1998年度から 2013年度までの 16年間のパネルデータを構築し，ダミー変数を用いて，

有料化政策の導入自治体と未導入自治体のごみ収集量における平均的な差を検証する手法

を用い，同様の分析手法を用いた既存研究結果との比較も行い，有料化政策の効果を評価す

る分析を行った． 

その結果，単純従量制の導入は生活系ごみ排出量の抑制効果があり，超過従量制の導入は

生活系ごみ排出量の抑制効果があるが，その抑制効果は導入から時間が経過すると変化す

ることが分かった．そして，市町村合併は，一人あたり生活系ごみ排出量を増加させていた

ことも分かった． 

 

（7）高橋（1992）の先行研究 9） 

この研究は，平塚球場にやってくる観客のゴミの捨て方を改善すること，ゴミの捨て方を

改善する上で一番効果があるのはどのようなやり方かを見つけること，平塚球場のゴミの

量を減らすことを目標としている． 

調査は，野球場で実験を行うという方法で行われ，実験にはグループ比較デザインを用い

た．グループ比較デザインとは，異なる条件で実験を行い，1 つの条件を 1 つのグループと

し，それぞれのグループ間での実験結果を比較する方法である． 

その結果，観客に対して介入することで，不特定多数の人々のゴミの散らかし行動をコン

トロールすることが出来るが，不特定多数の人々のゴミの量を減らすことは難しいことが

分かった． 
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（8）大垣・他（2007）の先行研究 10） 

この研究では，サッカー場での廃棄物の削減や再利用を目的として，紙コップの代わりに

タンブラーを使用する試みに挑戦している鳴門総合運動公園陸上競技場で，エコタンブラ

ーの使用実態と，他のサッカー場で使用されているリユースカップについてどの程度認知

されているのか，導入についてどう思うかについて把握することを目的としている． 

調査対象は鳴門競技場の観客で，タンブラーについてのアンケートとリユースカップに

ついてのアンケートを異なる日に行う形で調査が行われた． 

その結果，エコタンブラーは 70%近くにの人に認知されているが，そのうち持っている

人は 17％しかおらず，また，持っている人のうち，使用している人は約 60%で記念品とし

て残している人もいることが分かった．さらに，エコタンブラーを買ってでも使用したいと

いう人は 15%しかいなかった． 

また，リユースカップについてのアンケートの結果，リユースカップやそのシステムにつ

いて理解している人は少ないことが分かった．しかし，このアンケートの学習効果により，

直接は関係のないエコタンブラーで飲料を購入する観客が増えるという結果も得られた． 

 

（9）岡田・山川（2012）の先行研究 11） 

この研究では，イベント参加者に対する働きかけとその評価について明らかにすること

を目的としており，特にリユース食器の利用・返却や日常生活での 2R 行動の促進に関する

主催者，店舗関係者のアピールについて検討している． 

イベントでリユース食器を貸し出している NPO 団体へのインタビュー調査を基に質問項

目を作成した後，イベントの参加者に対して質問紙調査を行う形で調査が進められた． 

その結果，リユース食器返却の認知に関しては，参加者は返却ブースを自身で確認するこ

とで，食器は返却するものと認識しており，返却ブースは返却のアピールとしてある程度効

果的に機能していたが，店舗関係者からの声かけが徹底されていなかったことも明らかと

なった． 

また，日常生活での 2R 行動について，イベントではほとんどアピールされていないが，

参加者はイベントに影響を受けて，ごみの減量を意識するようになった人もおり，エコバッ

グの持参等の身近な 2R 行動を行っていたことが分かった． 

 

2-5 本研究の位置づけ 

先行研究では，スタジアムにおける，エコタンブラーの使用実態やリユースカップの認知

度，導入についての観客の意見などが明らかにされている．また，杉浦らの研究では，鹿島

アントラーズ・エコプログラムを対象にしたアンケート調査から，環境コミュニケーション

の効果を評価するモデルを提案している．篠木は，住民の意識と行動の変化に焦点を当て分

析を行い，住民の意識と行動の変化，分別行動および減量行動に影響を与える要因が行動ご

とに異なるかを明らかにした． 
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しかし，3R（Reduce（発生抑制），Reuse（再使用），Recycle（再生利用）の総称）に関す

る研究は，有料化や家庭ごみに関するものが多く，スタジアムにおけるごみ排出の実態，3R

に関する取り組みの実態，効果的な 3R 促進策は解明されていない． 

そこで，本研究では，プロスポーツのスタジアムにおけるごみ排出の実態，3R に関する

実態等の把握をし，効果的な 3R 促進策を提案する． 
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第 3 章 調査方法 

3-1 はじめに 

 本章では，本研究の目的を達成するための，調査方法及び調査対象等について述べる． 

 

3-2 スタジアムにおける 3R に関する取り組みのホームページ調査 

3-2-1 調査目的 

 スタジアムにおける 3R に関する取り組みの実態把握を目的とする． 

 

3-2-2 調査対象 

 2018 年 7 月時点で日本プロ野球に所属する 12 チーム及び日本のサッカーJ1・J2・J3 リー

グに所属する 54 チームが本拠地とする計 63 スタジアムを対象とする． 

 

3-2-3 調査時期 

 2018 年 7 月に，対象のスタジアムのホームページを閲覧し，調査した． 

 

3-2-4 調査内容 

 対象のスタジアムのホームページを閲覧し，どのような取り組みを実施しているか調査

した． 

 

3-3 スタジアムへの電話調査 

3-3-1 調査目的 

ホームページ調査では把握しきれない，スタジアムにおける 3R に関する取り組みの実態

把握を目的とする． 

また，試合開催によって排出されるごみの量の把握の仕方を把握することも目的とする． 

 

3-3-2 調査対象 

 2018 年 7 月時点で日本プロ野球に所属する 12 チーム及び日本のサッカーJ1・J2・J3 リー

グに所属する 54 チームが本拠地とする計 63 スタジアムを対象とする． 

 

3-3-3 調査時期 

 2018 年 10 月から 11 月にかけて，対象のスタジアムに電話調査を実施した． 

 

3-3-4 調査内容 

ホームページ調査によって把握した取り組みについて，現在の実施の有無やそれ以外の

取り組みの実施の有無等をスタジアム担当者への電話で調査した．電話で調査を依頼した

結果，メールやお問い合わせフォームを通じて調査するように依頼される場合もあった．電
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話調査における質問項目を以下の表 3-1 に示す． 

また，付録 1 にスタジアムへの電話調査における質問票を記載する． 

 

表 3-1 スタジアムへの電話調査における質問項目 

 

 

3-4 チームへのアンケート調査 

3-4-1 調査目的 

試合開催時のごみ処理をチームで行っているチームの 3Rに関する取り組みの実態把握を

目的とする． 

また，試合開催によって排出されるごみの量の把握の仕方を把握することも目的とする． 

 

3-4-2 調査対象 

 2018 年 7 月時点で日本プロ野球に所属する 12 チーム及び日本のサッカーJ1・J2・J3 リー

グに所属する 54 チーム，計 66 チームを対象とする． 

 

3-4-3 調査時期 

 2019 年 3 月 11 日から 3 月 15 日にかけて，メール，郵送，問い合わせフォームにてアン

ケート調査票を配布し，回答期限は 3 週間とした． 

 

3-4-4 調査内容 

3R に関する取り組みの実態把握や試合開催によって排出されるごみの量の把握の仕方等

について調査した．アンケートの質問項目を以下の表 3-2 に示す． 

また，付録 2 にチームへのアンケート調査依頼文，付録 3 にチームへのアンケート調査

票を記載する． 

 

 

 

 

 

問 質問項目

1 ごみの排出量をどのような期間で把握しているか

2 ごみの量に関してリサイクルなどの有効活用された量とされていない量を区別して把握しているか

3 ごみの量に関してごみの種類や項目ごとで排出量を把握しているか

4 ごみの量に関して観客側から出る量とスタジアムの事務的な所から出る量を区別して把握しているか

5 各試合の観客数、試合時間を把握しているか

6 現在に至るまで何かごみ減量に関する取り組みを行ってきたか

7 ごみ減量に関して応援団による取り組みや呼びかけはあるか

8 ごみの回収や廃棄、リサイクルなどをどの業者に委託しているか

9 今後の情報提供の可否

10 観客へのアンケートは実施可能か
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表 3-2 チームへのアンケート調査における質問項目 

 

 

3-4-5 返信状況 

 66チームにアンケート調査票を送付し，有効回答数は 12チーム，回答率は 18.2%である． 

 

3-5 チームの環境方針の実態調査 

3-5-1 調査目的 

 調査対象のチームが環境方針を定めて，取り組みなどを実施しているかを把握すること

を目的とする． 

 

3-5-2 調査対象 

 2018 年 7 月時点で日本プロ野球に所属する 12 チーム及び日本のサッカーJ1・J2・J3 リー

グに所属する 54 チーム，計 66 チームを対象とする． 

 

3-5-3 調査時期 

 2019 年 7 月から 8 月にかけて，対象のチームのホームページを閲覧し，調査した． 

 

3-5-4 調査内容 

調査するにあたり，環境方針が必ずしも存在するとは限らないことを想定して，より幅広

い点についても調査することとし，調査のポイントを 4 つに絞った．調査のポイントを表 3-

3 に示す． 

 

表 3-3 チームの環境方針の実態調査のポイント 

 

 

 

問 質問項目 回答方式
1 ごみの量を把握しているか 選択式

2 ごみの量をどのような期間で把握しているか 選択式

3 ごみの量に関してリサイクルなどの有効活用された量とされていない量を区別して把握しているか 選択式

4 ごみの量に関してごみの種類や項目ごとで排出量を把握しているか 選択式

5 ごみの量に関して観客側から出る量とスタジアムの事務的な所から出る量を区別して把握しているか 選択式

6 各試合の観客数、試合時間を把握しているか 選択式

7 試合開催によって発生するごみに関してどのような取り組みを行っているか 複数選択可

8 ごみ減量に関してチームの応援団などの後援組織による取り組みや呼びかけが行われているか 選択式

9 発生したごみをどの区分で処理しているか 記述式

10 ごみの量の数値など具体的な情報について情報提供が可能か 選択式

11 後援組織の代表者や代表に類する人物に直接もしくはチーム経由で質問することが可能か 選択式

ポイント① 環境方針自体の存在の有無

ポイント② 社会貢献活動など何らかの方針を示すものの存在の有無

ポイント③ 環境に関する文言や記述の有無

ポイント④ ごみに関する文言や記述の有無



13 

3-6 3R 促進策の促進可能性と実施可能性に関するアンケート 

3-6-1 調査目的 

 スタジアムへの電話調査及びチームへのアンケート調査の結果を参考に考察した，効果

的に 3Rを促進する上での課題に対する促進策の促進可能性と実施可能性について把握する

ことを目的とする． 

 

3-6-2 調査対象 

 本研究の対象であるチーム及びスタジアム計 129 件のうち，チームへのアンケート調査

において回答することが不可能であると回答された 2 件を除く，計 127 件を本調査の対象

とする． 

 

3-6-3 調査時期 

 2019 年 10 月 30 日から 11 月 1 日にかけて，メール及び郵送によりアンケートを実施し

た． 

 

3-6-4 調査内容 

プロスポーツのスタジアムにおいて，より効果的に 3R を促進する上での課題に対する促

進策の促進可能性と実施可能性について調査した．回答方式は全て選択式である． 

以下の表 3-4 に 3R 促進策の促進可能性と実施可能性に関するアンケート調査項目を示

す．また，表 3-5 に本アンケート調査において促進可能性や実施可能性を調査した，効果的

に 3R を促進する上での課題及び促進策を示す．課題は，スタジアムへの電話調査及びチー

ムへのアンケート調査とチームの環境方針の実態調査の結果を参考に，8 つの課題を抽出し

た．そして，それらの課題に対し，実際に実施されている取り組みなどを参考に 34 個の改

善策を作成した． 

また，付録 4 に 3R 促進策の促進可能性と実施可能性に関するアンケート依頼文，付録 5

に 3R 促進策の促進可能性と実施可能性に関するアンケート調査票を記載する． 

 

表 3-4 3R 促進策の促進可能性と実施可能性に関するアンケート調査項目 

 

 

 

問 質問項目 回答方式

1 ごみの持ち帰りの促進に対する促進策の促進可能性と実施可能性 選択式

2 レジ袋削減・エコバッグの販売の促進に対する促進策の促進可能性と実施可能性 選択式

3 ごみのリサイクルの促進に対する促進策の促進可能性と実施可能性 選択式

4 リユースカップ・リユース食器の利用促進に対する促進策の促進可能性と実施可能性 選択式

5 タンブラーの利用促進に対する促進策の促進可能性と実施可能性 選択式

6 ごみ減量に関する取り組みの啓発促進に対する促進策の促進可能性と実施可能性 選択式

7 応援団や後援会などの後援組織による取り組みの促進に対する促進策の促進可能性と実施可能性 選択式

8 環境方針を策定しているチームが多くない点に対する促進策の促進可能性と実施可能性 選択式
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表 3-5 効果的に 3R を促進する上での課題及び促進策 

 

 

 

課題 改善策

新たに環境方針を策定して、それに沿って取り組みを実施する

環境方針の中で、毎年、目標を数値などで設定し、実施状況を報告する

環境方針の中で、3年や5年ごとの目標を数値などで設定し、実施状況を報告する

環境方針を策定しているチームが多くない点

SNSで取り組みへの参加や試合観戦における環境に配慮した行動を呼びかける

試合終了後に、スタンドのごみ拾いを行う

現在存在する方針に類するもの中に、環境やごみに関する内容を加える

応援団や後援会などの後援組織による
取り組みの促進

選手がチームやスタジアムのSNS等を通じて呼びかける

チームやスタジアムのSNS等を通じて呼びかける（選手以外の人物による呼びかけ）

エコステーション（ごみの回収場所）の設置

ごみ減量に関する取り組みの啓発促進

パンフレット等の紙媒体で呼びかける

スタジアム内に啓発のポスターを掲示する

売店で店員が呼びかける

場内のあらゆる場所に人を配置して、常に呼びかける

チームの選手にも呼びかけてもらう（直接）

チームの選手にも呼びかけてもらう（スタジアムのモニターなどを通して間接的に）

タンブラーの利用で、ポイントを付与する
（ポイントは貯めてグッズと交換することや場内の売店でお金としても使用可能）

チームのグッズとしてタンブラーを販売する

タンブラーの利用促進

スタジアム内の売店に返却してもらう（商品を購入した売店でなくても返却可能）

ごみ箱にカップや食器の回収場所を設置し、回収する

タンブラーの利用で、購入する商品を割引する

リユースカップ・リユース食器の利用促進
観客が少ない試合のみ使用する

あらかじめ使用する試合を決めて使用する

商品を購入した売店に返却してもらう（他の場所への返却不可）

デポジット制を採る

カップや食器の利用で、ポイントを付与する
（ポイントは貯めてグッズと交換することや場内の売店でお金としても使用可能）

観客が多い試合のみ使用する

燃えるごみ・燃えないごみ・紙コップ・プラスチックカップ等に、品目を細かく分別して回収する

リサイクルの対象品目をまとめて回収する

ごみのリサイクルの促進

レジ袋を有料で配布する

チームのグッズとしてエコバッグを販売する

レジ袋削減・エコバッグの販売の促進

リユースやリサイクルできるものは回収し、それ以外は持ち帰ってもらう

レジ袋の不使用やエコバッグの利用で、購入する商品を割引する

レジ袋の不使用やエコバッグの利用で、ポイントを付与する
（ポイントは貯めてグッズと交換することや場内の売店でお金としても使用可能）

ごみの持ち帰りの促進

ごみ箱を設置しない
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3-6-5 返信状況 

 127 チーム及びスタジアムに 3R 促進策の促進可能性と実施可能性に関するアンケート調

査票を送付し，有効回答数は 24 チーム及びスタジアム，回答率は 18.8%である． 
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第 4 章 スタジアムにおけるごみ排出の実態 

4-1 はじめに 

 本章では，スタジアムにおけるごみ排出の実態把握のために実施した，ホームページ調査，

電話調査，アンケート調査の結果をまとめ，スタジアムにおけるごみ排出の実態を把握する． 

 

4-2 本章の目的 

 本章では，スタジアムにおけるごみ排出の実態を把握すること（目的 1）を目的とする． 

 

4-3 調査方法 

 3-2（スタジアムにおける 3R に関する取り組みのホームページ調査），3-3（スタジアムへ

の電話調査），3-4（チームへのアンケート調査），3-5（チームの環境方針の実態調査）で述

べた通りである． 

 

4-4 調査対象 

3-2（スタジアムにおける 3R に関する取り組みのホームページ調査），3-3（スタジアムへ

の電話調査），3-4（チームへのアンケート調査），3-5（チームの環境方針の実態調査）で述

べた通りである． 

 

4-5 調査結果 

 スタジアムにおける 3Rに関する取り組みのホームページ調査，スタジアムへの電話調査，

チームへのアンケート調査，チームの環境方針の実態調査の結果を基に考察を行う． 

 

4-5-1 スタジアムにおける 3R に関する取り組みのホームページ調査 

4-5-1-1 把握した取り組み 

 ホームページ調査では，各スタジアムのホームページを閲覧し，そこに記載されている取

り組みを現在実施している取り組みとして把握した． 

 その結果，「ごみの分別回収・分別処理」，「ごみの持ち帰り」，「ごみに関する取り組みの

啓発」，「ごみのリサイクル」，「リユースカップ・リユース食器の導入」，「タンブラーの導入」，

「マイボトル・マイカップの利用」，「レジ袋削減・エコバッグの販売」の 8 つの取り組みが

実施されていることが分かった． 

 

4-5-1-2 各スタジアムの実施実態 

調査では，把握した 8 つの取り組みについて，各スタジアムが実施しているかについても

調査した．その結果を表 4-1 に示す．実施しているものに「〇」がついている．なお，同じ

スタジアムを異なるチームが本拠地としているケースが 3 ケースあるため，表中では同一

のスタジアム名を同じ色で塗りつぶしている．また，結果の集計については重複を避ける形



17 

で行った． 

表より，「ごみの分別回収・分別処理」が 63 スタジアム中 35 スタジアムで実施，実施割

合が 55.6％と最も実施されている取り組みであることが分かる．一方で，これ以外の取り組

みについては，実施割合が高いものでも 20％程度となっており，低いことが分かる． 

 

表 4-1 3R に関する取り組みの各スタジアムの実施実態に関するホームページ調査結果 

 

 

 また，スタジアムで実施している取り組みの数にも着目した．表 4-2 にその結果を示す．

表より，取り組み実施数が 1 のスタジアムが 24 スタジアムあるのに対し，実施数が 3 以上

のスタジアムは多くても 3 スタジアムであり，かなり少ないことが分かる． 

取り組みの種類

スタジアム名

○

○

○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○

○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○

○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○ ○ ○ ○

○

○ ○

○ ○

○

○ ○ ○

○

○

○ ○

○

○

○ ○

○

○ ○

○

○

○

35 2 3 13 10 6 3 2

55.6% 3.2% 4.8% 20.6% 15.9% 9.5% 4.8% 3.2%

横浜スタジアム

明治神宮野球場

札幌ドーム

MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島

ごみの分別回収・
分別処理

東京ドーム

阪神甲子園球場

ナゴヤドーム

ごみの持ち帰り
ごみに関する

取り組みの啓発
ごみのリサイクル

マイボトル・
マイカップの利用

レジ袋削減・
エコバッグの販売

リユースカップ・
リユース食器の導入

タンブラーの導入

楽天生命パーク宮城

メットライフドーム

IAIスタジアム日本平

京セラドーム大阪

ヤフオクドーム

札幌ドーム

ユアテックスタジアム仙台

県立カシマサッカースタジアム

埼玉スタジアム2002

三協フロンテア柏スタジアム

味の素スタジアム

等々力陸上競技場

日産スタジアム

Shonan BMW スタジアム平塚

ZOZOマリンスタジアム

NACK5スタジアム大宮

ヤマハスタジアム

パロマ瑞穂スタジアム

パナソニックスタジアム吹田

ヤンマースタジアム長居

ノエビアスタジアム神戸

エディオンスタジアム広島

ベストアメニティスタジアム

トランスコスモススタジアム長崎

NDソフトスタジアム山形

ケーズデンキスタジアム水戸

栃木県グリーンスタジアム

維新みらいふスタジアム

フクダ電子アリーナ

味の素スタジアム

町田市立陸上競技場

ニッパツ三ツ沢球技場

山梨中銀スタジアム

松本平広域公園総合球技場

デンカビッグスワンスタジアム

石川県西部緑地公園陸上競技場

岐阜メモリアルセンター長良川競技場

京都市西京極総合運動公園
陸上競技場兼球技場

シティライトスタジアム

相模原ギオンスタジアム

Pikaraスタジアム

鳴門・大塚スポーツパーク
ポカリスエットスタジアム

ニンジニアスタジアム

レベルファイブスタジアム

えがお健康スタジアム

大分銀行ドーム

いわぎんスタジアム

あきぎんスタジアム

とうほう・みんなのスタジアム

正田醤油スタジアム群馬

ニッパツ三ツ沢球技場

白波スタジアム

タピック県総ひやごんスタジアム

合計

割合

長野Uスタジアム

富山県総合運動公園陸上競技場

藤枝総合運動公園サッカー場

とりぎんバードスタジアム

愛鷹広域公園多目的競技場

ミクニワールドスタジアム北九州
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 これらのことより，スタジアムでは 3R に関して，あまり多くの取り組みを実施しておら

ず，実施している取り組みの種類も限定的であるのではないかと考える． 

 

表 4-2 取り組み実施数ごとのスタジアム数（n=63） 

 

 

4-5-2 スタジアムへの電話調査 

 ここでは，スタジアムへの電話調査の質問項目（表 3-1 参照）より本章目的の達成に関

わる質問項目を抽出し，結果及び考察を述べる． 

 

4-5-2-1 ごみの排出量をどのような期間で把握しているか 

 まずは，「ごみの排出量をどのような期間で把握しているか」の問について，結果及び

考察を述べる． 

この問は，試合開催によって発生したごみの量をどのように把握しているかについて知

るための 1 つの問として質問した．回答の選択肢は，「1 日当たり」，「1 週間当たり」，「1

か月当たり」，「1 年間当たり」の 4 種類である．この問に対する回答では，そもそもごみ

の量を把握していないという回答やごみの処理は試合の主催者であるチームに任せている

ため分からないという回答もあった．結果を表 4-3 に示す． 

結果として，ごみの量を把握しているスタジアムの中で，最も多い把握の仕方は「1 試

合当たり」であることが分かった．この把握の仕方は選択肢には無かったが，その他の回

答として挙げられることが多かったことからこのような結果となった．この結果から，ご

みの量を把握しているスタジアムでは多くの場合，試合単位でごみを処理し，量を把握し

ているのではないかと考えられる． 

また，この結果をごみの量を把握しているかどうかという観点から見てみると，「不

明」であるスタジアムが最も多いことが分かる．不明に分類されているスタジアムの多く

は，ごみの処理は試合の主催者であるチームに任せているため分からないという回答であ

取り組み実施数 スタジアム数

0
20スタジアム

（31.7%）

1
24スタジアム

（38.1%）

2
12スタジアム

（19.0%）

3
3スタジアム

（4.8%）

4
3スタジアム

（4.8%）

5
1スタジアム

（1.6%）
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った． 

調査開始前は，ごみはスタジアムで発生するためスタジアムが処理しているのではない

かと考えていたが，この結果より，スタジアムがごみの処理を行っている場合とチームが

ごみの処理を行っている場合が存在するということが分かった． 

このような違いが生まれているのは，スタジアムがサッカーやチーム専用のものである

か，スタジアムの管理体制の違い，人手不足などが背景にあるのではないかと考える． 

 

表 4-3 問「ごみの排出量をどのような期間で把握しているか」の結果（n=63） 

 

 

4-5-2-2 「リサイクルしている量の区別」と「ごみの種類ごとの量の区別」と「観客側と

事務側からのごみの区別」 

 次は，「リサイクルなどの有効活用された量とされていない量を区別して把握している

か」，「ごみの種類や項目ごとで排出量を把握しているか」，「観客側から出る量とスタジア

ムの事務的な所から出る量を区別して把握しているか」の問について，結果及び考察を述

べる． 

これらの問は，いずれも 3R 促進の観点から，ごみを分別して回収していたりリサイク

ルをしているならば，それに応じてごみの量も区別して把握しているのではないかと考

え，実態を把握するために質問した．いずれの問も，問について把握しているか，してい

ないかの 2 択で回答していただいた．これらの結果を表 4-4 に示す． 

表より，いずれの質問も把握しているスタジアムの方が多く，ごみの量を把握している

スタジアムでは，比較的ごみの量を区別して把握していることが分かる． 

しかし，細かくみてみると，観客側と事務側からのごみの区別については，その他の 2

つの質問より，回答の割合に大きな差がないことが分かる．このことから，リサイクルし

ている量の区別やごみの種類ごとでの量の区別はしていても，観客側と事務側からのごみ

の区別まではしていないスタジアムもあるということが分かる． 

また，3 つの区別を「把握している」という回答が多い順にすると，「ごみの種類ごとの

量の区別」，「リサイクルしている量の区別」，「観客側と事務側からのごみの区別」とな

る． 

スタジアム数 合計

1試合当たり 9（14.3％）

1か月当たり 3（4.8％）

1日当たり 1（1.6％）

1年間当たり 1（1.6％）

1週間当たり 0（0.0％）

7（11.1％） 7（11.1％）

42（66.7％） 42（66.7％）

63（100.0%） 63（100.0％）合計

把握の仕方

把握している 14（22.2％）

把握していない

不明
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このような順となったのは，それぞれの区別の実施しやすさが影響しているのではない

かと考える．まず，「ごみの種類ごとの量の区別」は，分別回収していればその分別項目

ごとの量を把握するため，3 つの区別の中で最も実施しやすい区別と言えるのではないか

と考える．そのため，「把握している」という回答が最も多くなったと考えられる． 

次に，「リサイクルしている量の区別」は，分別回収とリサイクルをしていれば量が把

握できるため，「ごみの種類ごとの量の区別」には劣るが比較的実施しやすい区別と言え

るのではないかと考える． 

最後に，「観客側と事務側からのごみの区別」は，それぞれのごみを別々に回収・処理

しないと混在する可能性が高いと考えられるため，他の 2 つの区別より実施のしやすさは

劣るのではないかと考える． 

 

表 4-4 3 つの問の結果（n=14） 

 

 

4-5-2-3 現在に至るまで何かごみ減量に関する取り組みを行ってきたか 

ここでは，「現在に至るまで何かごみ減量に関する取り組みを行ってきたか」の問につ

いて，結果及び考察を述べる． 

この問は，スタジアムにおける 3R に関する取り組みのホームページ調査によって把握

した取り組みを実際に実施しているのかという確認をすることと，それ以外に実施してい

る取り組みがあるか把握することを目的として質問した．結果を表 4-5 に示す． 

表より，「ごみの分別回収・分別処理」が最も多くのスタジアムで実施されており，次

に「ごみのリサイクル」が多く実施されていることが分かる．これ以外の取り組みは，い

ずれも実施しているスタジアムより実施していないスタジアムの方が多く，回答の割合も

ほぼ同じである． 

この結果より，「ごみの分別回収・分別処理」や「ごみのリサイクル」のようなごみに

関する取り組みの中で広く知られている取り組みについては，比較的多くのスタジアムが

実施しているが，他に取り組みをしているかという観点に立つと何も取り組んでいないス

タジアムが多いということが言えるのではないかと考える． 

このような傾向が生まれた背景には，各スタジアムの環境やごみへの意識の違いや人手

不足，金銭的な面などがあるのではないかと考える． 

 

質問内容 把握している 把握していない 未回答 合計

リサイクルなどの有効活用された量と
されていない量を区別して把握しているか

9（64.3％） 4（28.6％） 1（7.1％） 14（100.0％）

ごみの種類や項目ごとで排出量を
把握しているか

11（78.6％） 2（14.3％） 1（7.1％） 14（100.0％）

観客側から出る量と
スタジアムの事務的な所から出る量を

区別して把握しているか

8（57.1％） 6（42.9％） 0（0.0％） 14（100.0％）
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表 4-5 問「現在に至るまで何かごみ減量に関する 

取り組みを行ってきたか」の結果（n=14） 

 

 

4-5-2-4 ごみ減量に関して応援団による取り組みや呼びかけはあるか 

最後に，「ごみ減量に関して応援団による取り組みや呼びかけはあるか」の問につい

て，結果及び考察を述べる． 

本調査で対象としているプロ野球と J リーグは，他のプロスポーツに比べて，比較的年

間に渡って継続的に試合が開催され，応援団や後援会などの後援組織が整っていると考え

る．そのため，後援組織が関わって取り組みを実施できる可能性が高いと考えている．こ

の問は，応援団などの後援組織による取り組みの実態把握を目的として質問した．結果を

表 4-6 に示す． 

表より，後援組織による取り組みが無いスタジアムが多いことが分かる．しかし，実態

として全く無いわけではなく，取り組みがあるスタジアムも存在することが分かった．具

体的には，試合の際にクリーンサポーターが分別や清掃，呼びかけを実施しているスタジ

アムやサポーターがごみ拾いを実施しているスタジアム，ボランティアがごみ回収の手伝

いをしているスタジアムなどが存在する． 

このように，現状は事例が少ないが，事例が存在するということは，どのスタジアムに

も後援組織による取り組みを実施できる可能性があるのではないかと考える． 

 

表 4-6 問「ごみ減量に関して応援団による 

取り組みや呼びかけはあるか」の結果（n=14） 

 

 

4-5-3 チームへのアンケート調査 

 ここでは，チームを対象に実施したアンケート調査についての結果及び考察を，スタジ

アムへの電話調査の結果及び考察と同様に行う． 

 

 

取り組みの種類 実施している 実施していない 合計

ごみの分別回収・分別処理 13（92.9％） 1（7.1％） 14（100.0％）

ごみのリサイクル 9（64.3％） 5（35.7％） 14（100.0％）

ごみの持ち帰り 4（28.6％） 10（71.4％） 14（100.0％）

ごみに関する取り組みの啓発 3（21.4％） 11（78.6％） 14（100.0％）

リユースカップ・リユース食器の導入 3（21.4％） 11（78.6％） 14（100.0％）

マイボトル・マイカップの利用 3（21.4％） 11（78.6％） 14（100.0％）

レジ袋削減・エコバッグの販売 3（21.4％） 11（78.6％） 14（100.0％）

タンブラーの導入 2（14.3％） 12（85.7％） 14（100.0％）

取り組み有り 取り組み無し

4（28.6％） 10（71.4％）
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4-5-3-1 ごみの量をどのような期間で把握しているか 

まずは，ごみの量の把握の仕方についてである．この問については，スタジアムへの電

話調査の結果を基に，選択肢に「1 試合当たり」を追加した．結果を表 4-7 に示す． 

表より，「1 試合当たり」と「1 日当たり」がほぼ同数で並んでおり，多い回答であった

ことが分かる．1 試合当たりが多いという結果はスタジアムへの電話調査の結果からも得

られており，多くはこのような傾向にあるのではないかと考えられる． 

 

表 4-7 問「ごみの排出量をどのような期間で把握しているか」の結果（n=12） 

 

 

4-5-3-2 「リサイクルしている量の区別」と「ごみの種類ごとの量の区別」と「観客側と

事務側からのごみの区別」 

次に，「リサイクルしている量の区別」，「ごみの種類ごとの量の区別」，「観客側と事務

側からのごみの区別」の質問について，結果及び考察を述べる．結果を表 4-8 に示す． 

表より，「観客側と事務側からのごみの区別」だけが，回答の割合に大きな偏りがある

ことが分かる．これは，4-5-2-2（「リサイクルしている量の区別」と「ごみの種類ごとの

量の区別」と「観客側と事務側からのごみの区別」）で考察した通り，「観客側と事務側か

らのごみの区別」が 2 つのごみが混在する可能性が高く，他の 2 つの区別より実施のしや

すさが劣ることが影響しているのではないかと考える． 

また，把握しているという回答の多い順に並べると，「ごみの種類ごとの量の区別」，

「リサイクルしている量の区別」，「観客側と事務側からのごみの区別」という順になる．

スタジアムへの電話調査においてもこの順番となっていることから，4-5-2-2（リサイクル

している量の区別とごみの種類ごとの量の区別と観客側と事務側からのごみの区別）の考

察が本項においても当てはまるのではないかと考える． 

 

 

 

 

 

チーム数 合計

1試合当たり 4（33.3％）

1日当たり 3（25.0％）

1か月当たり 1（8.3％）

1週間当たり 0（0.0％）

1年間当たり 0（0.0％）

その他 1（8.3％）

3（25.0％） 3（25.0％）

12（100.0％） 12（100.0％）

把握の仕方

把握している 9（75.0％）

把握していない

合計
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表 4-8 3 つの問の結果（n=9） 

 

 

4-5-3-3 試合開催によって発生するごみに関してどのような取り組みを行っているか 

ここでは，実施している取り組みについての問の結果及び考察を述べる．結果を表 4-9

に示す． 

表より，「ごみの分別回収・分別処理」が最も多くのチームで実施されており，これ以

外の取り組みについては，実施しているチームが少ないことが分かる．これは，スタジア

ムへの電話調査において見られた傾向と同じである． 

また，実施しているチームが少ない取り組みについては，試合開催に当たって実施する

ごみに関する取り組みとしては，あまり知られていないものではないかと考えられる．こ

のような取り組みを実施しているということは，それだけ環境やごみに対する意識や関心

が高いのではないかと考えられる． 

 

表 4-9 問「試合開催によって発生するごみに関して 

どのような取り組みを行っているか」の結果（n=12） 

 

 

4-5-3-4 ごみ減量に関してチームの応援団などの後援組織による取り組みや呼びかけが行

われているか 

最後に，応援団などの後援組織による取り組みについての問の結果及び考察を述べる．

結果を表 4-10 に示す．表より，後援組織による取り組みがないチームが若干多いことが分

かる． 

ここでは，実際にどのような取り組みを実施しているのかが重要である．具体的には，

質問内容 把握している 把握していない 合計

リサイクルなどの有効活用された量と
されていない量を区別して把握しているか

4（44.4％） 5（55.6％） 9（100.0％）

ごみの種類や項目ごとで排出量を
把握しているか

5（55.6％） 4（44.4％） 9（100.0％）

観客側から出る量と
スタジアムの事務的な所から出る量を

区別して把握しているか

2（22.2％） 7（77.8％） 9（100.0％）

取り組みの種類 実施している 実施していない 合計

ごみの分別回収・分別処理 11（91.7％） 1（8.3％） 12（100.0％）

ごみの持ち帰り 5（41.7％） 7（58.3％） 12（100.0％）

ごみに関する取り組みの啓発 3（25.0％） 9（75.0％） 12（100.0％）

ごみのリサイクル 3（25.0％） 9（75.0％） 12（100.0％）

リユースカップ・リユース食器の導入 1（8.3％） 11（91.7％） 12（100.0％）

タンブラーの導入 1（8.3％） 11（91.7％） 12（100.0％）

マイボトル・マイカップの利用 1（8.3％） 11（91.7％） 12（100.0％）

レジ袋削減・エコバッグの販売 1（8.3％） 11（91.7％） 12（100.0％）
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ホームタウンとパートナーシップを結び，もったいない運動を実施したり，スタジアムで

のエコステーションの設置，ごみ拾いサポーターによるスタンドのごみ拾いの実施，サポ

ーターによる SNS での呼びかけなどが実施している取り組みとして挙げられた． 

結果を見て分かる通り，事例自体は少ないが，事例の存在自体が後援組織による取り組

みの実施可能性を示しており，事例を参考にしながらどのようなことなら実施できるのか

を検討できる点で非常に重要ではないかと考える． 

 

表 4-10 問「ごみ減量に関してチームの応援団などの後援組織による 

取り組みや呼びかけが行われているか」の結果（n=12） 

 

 

4-5-4 チームの環境方針の実態調査 

ここでは，チームの環境方針の実態をホームページで調査した結果及び考察を行う． 

この調査は，スタジアムへの電話調査やチームへのアンケート調査をする中で，私がご

みに関する取り組みの実施には，各主体の環境やごみへの意識などが影響しているのでは

ないかと考えたことから始まった．このような意識が最も分かりやすく形として現れたも

のが方針ではないかと考えた．また，先生から頂いた，チームによっては環境方針などを

定めて取り組んでいるところもあるのではないかという指摘も参考とした． 

 

4-5-4-1 調査のポイントについて 

この調査は，調査のポイントを 4 つ設定して実施した．このポイントについては，表 3-

3（チームの環境方針の実態調査のポイント）に示した通りである．ここでは，各ポイン

トについて説明をする． 

まず，ポイント①「環境方針自体の存在の有無」についてである．これは，環境方針と

いう名前の方針がそのチームに存在しているかという点を調査するということである．し

たがって，ポイント①では，環境方針が存在すれば「あり」，存在しなければ「なし」と

判断する． 

次に，ポイント②「社会貢献活動など何らかの方針を示すものの存在の有無」について

である．これは，環境方針が無かった際，チームに何らかの方針を示すものが存在するか

という点を調査することである．ここでの何らかの方針を示すものとは，社会貢献活動の

方針や地域貢献活動の方針，チームの理念，ビジョンなどチームの指針となるようなもの

全てを意味している．したがって，ポイント②では，これらが存在すれば「あり」，存在

しなければ「なし」と判断する． 

次に，ポイント③「環境に関する文言や記述の有無」についてである．これは，ポイン

ト①及び②において「あり」と判断した際，その方針やそれに類するものの中に環境に関

取り組み有り 取り組み無し

5（41.7％） 7（58.3％）
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する文言や記述が含まれているかという点を調査することである．具体例としては，環境

という言葉以外にも地球環境や環境資源や 3R，ごみなどが判断の対象となる．したがっ

て，ポイント③では，これらが存在すれば「あり」，存在しなければ「なし」と判断す

る． 

最後にポイント④「ごみに関する文言や記述の有無」についてである．これは，ポイン

ト③において「あり」と判断した際，その中にごみに関する文言や記述が含まれているか

という点を調査することである．具体例としては，ごみという言葉以外にも廃棄物やごみ

の削減などが判断の対象となる．したがって，ポイント④では，これらが存在すれば「あ

り」，存在しなければ「なし」と判断する． 

本調査では，ポイント①から④全てにおいて「あり」と判断できるものが理想的と考え

ている． 

 

4-5-4-2 結果及び考察 

チームの環境方針の実態調査の結果を表 4-11 に示す． 

 

表 4-11 チームの環境方針の実態調査の結果（n=66） 

 

 

まず，環境方針が存在したチームは 2 チームのみであった．この 2 チームは，大宮アル

ディージャ 1）と横浜 FC2）である．この 2 チームの環境方針の内容を表 4-12 に示す．主な

内容は，環境マネジメントシステムの構築や改善により環境にやさしいクラブを目指すこ

とやスタジアム，クラブハウス，事業所における，環境負荷の低減とコスト削減を目指す

ことなどであり，2 つの方針の間で大きく異なる点はない． 

環境方針は 2 チームしか存在しなかったが，何らかの方針を示すものの存在に関して

は，54 チームがあるという結果となった． 

しかし，ポイント③や④の結果を見ると，環境に関する記述は 4 チーム，ごみに関する

記述は 2 チームしか存在しなかったことが分かる．具体的には，多くのチームでは，方針

の中でスポーツを通じた社会貢献や地域振興，スポーツの普及を掲げており，環境やごみ

にまで目を向けた方針を定めているチームがほとんど存在しなかったということである． 

この結果は，厳しい現実を示しているが，私は改善の余地が大いにあると考えている．

まずは，何らかの方針を示すものが 54 チームに存在しているということである．54 チー

ムの方針の多くは環境やごみに触れていないが，この中に新たに環境やごみに関する内容

あり なし 合計

ポイント① 2（3.0％） 64（97.0％） 66（100.0％）

ポイント② 54（81.8％） 12（18.2％） 66（100.0％）

ポイント③ 4（6.1％） 62（93.9％） 66（100.0％）

ポイント④ 2（3.0％） 64（97.0％） 66（100.0％）
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を含めることは十分可能ではないかと考える．このようにすることで，環境方針という名

前でなくとも，それに近いものとなると考える． 

また，今ある方針に新たに環境やごみに関する内容を含めるという過程で，どのような

内容にするかなどを議論する場があるのではないかと考えられる．私は，この過程を経る

ことで当事者の環境やごみへの意識が高まり，取り組みなどへ反映されるのではないかと

考える． 

このように，調査の結果，現状は厳しいものであったが，改善の余地は大いにあり，そ

の過程を経る中でより良い形へと変わるのではないかと考えられる． 

 

表 4-12 2 チームの環境方針の内容 

 

 

4-6 まとめ 

本章では，スタジアムにおける 3R に関する取り組みのホームページ調査，スタジアム

への電話調査，チームへのアンケート調査，チームの環境方針の実態調査について結果及

び考察を述べてきた．ここでは，これらのまとめを行う． 

まずは，試合開催により発生するごみの処理形態の違いである．ごみ自体は試合を行う

スタジアムで発生するため，スタジアムが処理をしていると考えがちである．もちろん，

ごみの処理をスタジアムが行なっている形態は存在する．しかし，この形態だけでなく，

チームがごみの処理をしている形態も存在する．このような違いが生まれているのには，

スタジアムがサッカー専用であるか，スタジアムの管理体制の違い，人手不足などが背景

にあるのではないかと考えられる． 

次に，ごみの把握の仕方である．ごみの量については，多くの場合 1 試合当たりで把握

していることが分かった．ここから，1 試合ごとに処理しなければならないほど多くのご

みが発生しているのではないかと考えた．また，量の区別に関しては，区別した量を比較

チーム名 内容

環境マネジメントシステムの継続的な構築や
改善を行い環境にやさしいクラブを目指す

環境保全に関する法規制等を順守し、
企業の社会的責任を遂行する

スタジアム、クラブハウス、事業所における、
環境負荷の低減とコスト削減を目指す

地域社会へ地球環境保全のエコ活動の輪を広げる

継続的な改善により環境にやさしい体制を作り上げる

環境保全に対する関心の高まりに対応し、
牽引役となることで社会的責任を果たす

資源を効率よく利用し、無駄な資源を
削減することで、コスト削減につなげる

環境マネージメントシステムを継続して維持及び改善する

大宮アルディージャ

横浜FC
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的把握しやすい区別の方が行われているのではないかと考えられる． 

3R に関する取り組みについては，「ごみの分別回収・分別処理」がほとんどのスタジア

ム及びチームで行われており，これ以外についてはあまり取り組みをしていないというこ

とが分かった．これについては，各スタジアムやチームの環境やごみに関する意識の高さ

が分別回収・分別処理以外の取り組みの実施に影響を与えているのではないかと考える． 

そして，応援団などの後援組織による取り組みについては，事例自体は少ないが，事例

の存在自体が後援組織による取り組みの実施可能性があることを示していると考える．多

くないながらも具体的な事例も存在するため，それらを参考にしながら取り組みを進める

ことも可能である．そのため，実施可能性は高いのではないかと考える． 

最後に，環境方針については，ほとんど存在しなかったが，今ある方針を生かすことで

改善を図れるのではないかと考える． 

 

＜参考文献＞ 

1) 大宮アルディージャ公式サイト：eco club エコクラブ 
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2) 横浜 FC オフィシャルホームページ：環境活動 2017 

＜https://www.yokohamafc.com/club2017/ecology2017＞，2019-09-10 
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第 5 章 スタジアムにおける効果的な 3R 促進策の提案 

5-1 はじめに 

 本章では，第 4 章で取り上げた調査の結果を基に作成した 3R 促進策の促進可能性と実施

可能性に関するアンケートによる調査結果及び，結果を基にスタジアムにおける効果的な

3R 促進策を提案する． 

 

5-2 本章の目的 

 本章では，スタジアムにおける効果的な 3R 促進策を提案すること（目的 2）を目的とす

る． 

 

5-3 調査方法 

 3-6（3R 促進策の促進可能性と実施可能性に関するアンケート）で述べた通りである． 

 

5-4 調査対象 

 3-6（3R 促進策の促進可能性と実施可能性に関するアンケート）で述べた通りである． 

 

5-5 提案方法 

 本研究では，試合開催時に発生するごみの量と取り組みの関係を分析し，効果的な促進策

を提案する予定であった．スタジアムへの電話調査では，問 9「今後の情報提供の可否」（表

3-1 参照）において，ごみの数値の提供が可能であるか質問し，チームへのアンケート調査

では，問 10「ごみの量の数値など具体的な情報について情報提供が可能か」（表 3-2 参照）

において，同様の質問をした．その結果，ごみの数値の提供が可能であるとの回答を得られ

たのが 66 チーム及びスタジアム中 11 チーム及びスタジアム，不可能及び回答が得られな

かったのが 66 チーム及びスタジアム中 55 チーム及びスタジアムとなった．この結果より，

ごみの量と取り組みの関係を分析するには情報が少なく分析が困難であると判断し，以下

のように促進策の促進可能性や実施可能性を分析し効果的な促進策を提案することとした． 

 

5-5-1 課題の抽出と促進策の作成 

 スタジアムへの電話調査及びチームへのアンケート調査とチームの環境方針の実態調査

の結果を参考に，8 つの課題を抽出した．そして，それらの課題に対し 34 個の改善策を作

成した． 

 

5-5-2 促進可能性の評価方法 

 アンケートは，作成した促進策の課題に対する促進可能性を評価する形となっている．評

価の仕方については，チーム及びスタジアムが「効果は得られない」を 1 点，「やや効果を

得られる」を 2 点，「かなり効果を得られる」を 3 点，「十分効果を得られる」を 4 点の 4 段
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階で評価した．そして，これらの評価の平均得点を算出した．本研究では，平均得点が 2.5

点以上の促進策を促進可能性の高い促進策であるとした（表 5-1 参照）． 

 また，アンケートにおいて，作成した促進策を実施していないチーム及びスタジアムは，

「○」を付けて回答していただいたが，作成した促進策をすでに実施しているチーム及びス

タジアムを区別するために，該当者には「◎」を付けて回答していただいた． 

 

表 5-1 促進策の促進可能性別カラースケール 

 

 

5-5-3 実施可能性の評価方法 

 アンケートは，作成した促進策の実施可能性を評価する形となっている．評価の仕方につ

いては，チーム及びスタジアムが「実施は難しい」を 1 点，「実施はやや難しい」を 2 点，

「準備すれば実施可能」を 3 点，「すぐに実施可能」を 4 点の 4 段階で評価した．そして，

これらの評価の平均得点を算出した．本研究では，平均得点が 2.5 点以上の促進策を実施可

能性の高い促進策であるとした（表 5-2 参照）． 

 また，アンケートにおいて，作成した促進策をすでに実施しているチーム及びスタジアム

を区別するために，「すでに実施済み」の選択肢を設けた． 

 

表 5-2 促進策の実施可能性別カラースケール 

 

 

5-5-4 促進策の促進可能性・実施可能性による効果的な促進策の提案方法 

 5-5-2（促進可能性の評価方法），5-5-3（実施可能性の評価方法）より，本研究における効

果的な促進策の提案方法を以下のように定義する． 

 促進策実施済みのチーム及びスタジアムの回答について，「促進可能性の平均得点が 2.5

点以上」かつ「促進可能性の標準偏差が 0.75 未満」かつ「回答件数が 2 件以上」の促進策

を「実施に基づく効果的な促進策」とし，「促進可能性の平均得点が 2.5 点以上」かつ「促

進可能性の標準偏差が 0.75 以上」かつ「回答件数が 2 件以上」の促進策を「実施に基づく

やや効果的な促進策 A」とする．また，「促進可能性の平均得点が 2.5 点以上」かつ「回答

件数が 1 件以下」の促進策については，「実施に基づくやや効果的な促進策 B」とする（表

5-3 参照）．これらの促進策の候補について，効果的なものは上から順に，「実施に基づく効

果的な促進策」＞「実施に基づくやや効果的な促進策 A」＞「実施に基づくやや効果的な促

促進策実施チーム及びスタジアムによる
促進可能性が低い促進策

促進策実施チーム及びスタジアムによる
促進可能性が高い促進策

点数 0点以上2.5点未満 2.5点以上4.0点以下

促進策未実施チーム及びスタジアムによる
実施可能性が低い促進策

促進策未実施チーム及びスタジアムによる
実施可能性が高い促進策

点数 0点以上2.5点未満 2.5点以上4.0点以下
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進策 B」とする．なお，標準偏差は，STDEV（Excel 関数）を使用している． 

 本研究では，「実施に基づく効果的な促進策」となったもののうち，「促進策未実施チーム

及びスタジアムによる実施可能性が 2.5 点以上」の促進策を「効果的な促進策」，「実施に基

づくやや効果的な促進策 A」や「実施に基づくやや効果的な促進策 B」となったもののうち，

「促進策未実施チーム及びスタジアムによる実施可能性が 2.5 点以上」の促進策を「やや効

果的な促進策」とする（表 5-4 参照）．これらの促進策について，効果的なものは上から順

に，「効果的な促進策」＞「やや効果的な促進策」とする． 

このように定義すると，促進策実施チーム及びスタジアムによって効果があると考えら

れている促進策が，促進策未実施チーム及びスタジアムにおいてどの程度実施可能と評価

されているのかが分かる． 

 

表 5-3 効果的な促進策の候補の判定方法 

 

 

表 5-4 効果的な促進策の判定方法 

 

 

5-6 調査結果 

5-6-1 促進策の促進可能性 

 5-5-2 の評価方法を用いて，促進策実施済みチーム及びスタジアムの回答から，促進可能

性の高い促進策と促進可能性の低い促進策に分けた． 

 促進可能性の高い促進策を表 5-5 に，促進可能性の低い促進策を表 5-6 にまとめた．34 個

の促進策のうち，促進策実施済みチーム及びスタジアムが回答した促進策は 21 個であった．

そのうち，促進可能性の高い促進策は 14 個，促進可能性の低い促進策は 7 個であった． 

 

表 5-5 促進可能性の高い促進策（1） 

 

促進策実施済みチーム及び
スタジアムによる促進可能性

促進可能性の標準偏差 回答件数 効果的な促進策の候補

0.75未満 実施に基づく効果的な促進策

0.75以上 実施に基づくやや効果的な促進策A

1件以下 実施に基づくやや効果的な促進策B

2.5点以上
2件以上

効果的な促進策の候補
促進策未実施チーム及び

スタジアムによる実施可能性
効果的な促進策

実施に基づく効果的な促進策 効果的な促進策

実施に基づくやや効果的な促進策A

実施に基づくやや効果的な促進策B

2.5点以上
やや効果的な促進策

1点 2点 3点 4点

平均得点
（点）

分からない

促進策実施済みチーム及びスタジアムの促進可能性

課題 促進策
効果は

得られない
やや効果を
得られる

かなり効果
を得られる

十分な効果
を得られる 回答件数

合計得点
（点）

20 3.33 1

3.09 0

リサイクルの対象品目を
まとめて回収する 0 1 2 3 6

燃えるごみ・燃えないごみ・
紙コップ・プラスチックカップ等に、

品目を細かく分別して回収する
0 2 6 3 11 34

ごみのリサイクルの促進
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表 5-5 促進可能性の高い促進策（2） 

 

 

表 5-6 促進可能性の低い促進策 

 

 

5-6-2 促進策の実施可能性 

 5-5-3 の評価方法を用いて，促進策未実施チーム及びスタジアムの回答から，実施可能性

の高い促進策と実施可能性の低い促進策に分けた． 

 実施可能性の高い促進策を表 5-7 に，実施可能性の低い促進策を表 5-8 にまとめた．34 個

の促進策のうち，実施可能性の高い促進策は 13 個，実施可能性の低い促進策は 21 個であ

った． 

 

1点 2点 3点 4点

課題 促進策

促進策実施済みチーム及びスタジアムの促進可能性

分からない
効果は

得られない
やや効果を
得られる

かなり効果
を得られる

十分な効果
を得られる 回答件数

合計得点
（点）

平均得点
（点）

0デポジット制を採る 0 0 0 1 1 4 4.00

2 5 2.50 0
ごみ箱にカップや食器の

回収場所を設置し、回収する 0 1 1 0

0

4 4.00 0

0 1 3 3.00
チームの選手にも呼びかけてもらう
（スタジアムのモニターなどを

通して間接的に）
0 0 1

場内のあらゆる場所に
人を配置して、常に呼びかける 0 0 0 1 1

応援団や後援会などの
後援組織による
取り組みの促進

2 5 17 3.40 0

1 3 3.00 0

エコステーション
（ごみの回収場所）の設置 0 0 3

チームやスタジアムの
SNS等を通じて呼びかける

（選手以外の人物による呼びかけ）
0 0 1 0

新たに環境方針を策定して、
それに沿って取り組みを実施する 0 0 1

現在存在する方針に類するもの中に、
環境やごみに関する内容を加える 0 0 1 0

試合終了後に、
スタンドのごみ拾いを行う 0 1 3

SNSで取り組みへの参加や

試合観戦における環境に配慮した
行動を呼びかける

0 1 1 0

3

0

0

7 23 3.29 1

2 5 2.50 0

0

1 3 3.00 1

ごみ減量に関する
取り組みの啓発促進

リユースカップ・
リユース食器の利用促進

0 1 3 3.00

1 3 3.00

環境方針の中で、3年や5年ごとの

目標を数値などで設定し、
実施状況を報告する

0 0 1

環境方針の中で、
毎年、目標を数値などで設定し、

実施状況を報告する
0 0

環境方針を策定している
チームが多くない点

0 1 3 3.00

1 0

1点 2点 3点 4点

ごみ減量に関する
取り組みの啓発促進 1 2 2.00 0パンフレット等の紙媒体で呼びかける 0 1 0 0

2 4 2.00 0
タンブラーの利用で、
購入する商品を割引する 0 2 0

1 2 2.00 0
チームのグッズとして
タンブラーを販売する 0 1 0

1 0 0

タンブラーの利用促進

0

0

レジ袋削減・
エコバッグの販売の促進

2 4 2.00 1
チームのグッズとして
エコバッグを販売する 1 0 1 0

1 2 2.00 0

レジ袋の不使用やエコバッグの利用
で、ポイントを付与する（ポイントは
貯めてグッズと交換することや場内の

売店でお金としても使用可能）

0

2.20 0ごみ箱を設置しない 1 2 2 0 5 11
ごみの持ち帰りの促進

リユースやリサイクルできるものは
回収し、それ以外は持ち帰ってもらう 2 2 0 0 4 6 1.50 0

平均得点
（点）

課題 促進策

促進策実施済みチーム及びスタジアムの促進可能性

分からない
効果は

得られない
やや効果を
得られる

かなり効果
を得られる

十分な効果
を得られる 回答件数

合計得点
（点）
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表 5-7 実施可能性の高い促進策 

 

 

表 5-8 実施可能性の低い促進策（1） 

 

 

 

1点 2点 3点 4点

応援団や後援会などの
後援組織による
取り組みの促進

環境方針を策定している
チームが多くない点

18 2.57 10
新たに環境方針を策定して、

それに沿って取り組みを実施する 0 3 4 0 7

0 8 20 2.50 9

レジ袋削減・
エコバッグの販売の促進

リユースカップ・
リユース食器の利用促進

ごみ減量に関する
取り組みの啓発促進

タンブラーの利用促進

分からない

促進策未実施チーム及びスタジアムの実施可能性

28 2.55 4

37 2.85 3

チームやスタジアムの
SNS等を通じて呼びかける

（選手以外の人物による呼びかけ）
2 2 6 1 11

35 2.69 3

3 11 3.67 6

現在存在する方針に類するもの中に、
環境やごみに関する内容を加える 0 4 4

10 31 3.10 6

試合終了後に、
スタンドのごみ拾いを行う 0 0 1 2

SNSで取り組みへの参加や

試合観戦における環境に配慮した
行動を呼びかける

0 1 7 2

45 3.00 2

売店で店員が呼びかける 3 2 4 4 13

スタジアム内に啓発の
ポスターを掲示する 0 2 11 2 15

選手がチームやスタジアムの
SNS等を通じて呼びかける 2 1 7 3 13

39 3.00 4

パンフレット等の紙媒体で呼びかける 1 0 11 2 14

チームの選手にも呼びかけてもらう
（スタジアムのモニターなどを

通して間接的に）
2 0 7 4 13

42 3.00 2

7 18 2.57 5
チームのグッズとして
タンブラーを販売する 2 0 4 1

20 2.50 5
ごみ箱にカップや食器の

回収場所を設置し、回収する 2 0 6 0 8

25 3.13 5
チームのグッズとして
エコバッグを販売する 0 1 5 2 8

課題 改善策
実施は難し

い
実施は

やや難しい
準備すれば
実施可能

すぐに
実施可能 回答件数

合計得点
（点）

平均得点
（点）

1点 2点 3点 4点

リユースカップ・
リユース食器の利用促進

レジ袋削減・
エコバッグの販売の促進

0 10 21 2.10 6

9

あらかじめ使用する試合を
決めて使用する 5 1 3 0 9 16 1.78 9

観客が少ない試合のみ使用する 7 1 1 0 9 12 1.33

観客が多い試合のみ使用する 7 2 0 0 9 11 1.22

商品を購入した売店に返却してもらう
（他の場所への返却不可） 3 3 4

9

9 15 1.67 8

カップや食器の利用で、ポイントを付
与する（ポイントは貯めてグッズと交
換することや場内の売店でお金として

も使用可能）

6 2 1 1 10

デポジット制を採る 6 0 3 0

17 1.70 8

0

リサイクルの対象品目を
まとめて回収する 3 4 3 0 10 20 2.00 1

ごみのリサイクルの促進

燃えるごみ・燃えないごみ・
紙コップ・プラスチックカップ等に、

品目を細かく分別して回収する
3 2 1 1 7 14 2.00

2.44 9

20 2.22 9

レジ袋を有料で配布する 2 2 4 1 9 22

レジ袋の不使用やエコバッグの利用
で、ポイントを付与する（ポイントは
貯めてグッズと交換することや場内の

売店でお金としても使用可能）

2 4 2 1 9

レジ袋の不使用やエコバッグの
利用で、購入する商品を割引する 2 3 3 0

1 0 15 22

8 17 2.13 9

分からない
実施は難し

い
実施は

やや難しい
準備すれば
実施可能

すぐに
実施可能 回答件数

合計得点
（点）

平均得点
（点）

課題 改善策

促進策未実施チーム及びスタジアムの実施可能性

0

リユースやリサイクルできるものは
回収し、それ以外は持ち帰ってもらう 9 5

ごみの持ち帰りの促進

ごみ箱を設置しない 12 2 0 0 14 16 1.14

1.47 1
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表 5-8 実施可能性の低い促進策（2） 

 

 

5-6-3 効果的な促進策の提案 

 まず，5-5-4 の提案方法及び表 5-3 の判定方法を用いて課題への効果的な促進策の候補を

示す． 

5-6-3-1 効果的な促進策の候補 

(1) 課題「ごみの持ち帰りの促進」 

課題「ごみの持ち帰りの促進」に対する効果的な促進策の候補は無い． 

 

(2) 課題「レジ袋削減・エコバッグの販売の促進」 

課題「レジ袋削減・エコバッグの販売の促進」に対する効果的な促進策の候補は無い． 

 

(3) 課題「ごみのリサイクルの促進」 

課題「ごみのリサイクルの促進」に対する効果的な促進策の候補は，「燃えるごみ・燃え

ないごみ・紙コップ・プラスチックカップ等に、品目を細かく分別して回収する」と「リサ

イクルの対象品目をまとめて回収する」である（表 5-9 参照）． 

「燃えるごみ・燃えないごみ・紙コップ・プラスチックカップ等に、品目を細かく分別し

て回収する」については，表より，「促進可能性の平均得点が 2.5 点以上」かつ「促進可能

性の標準偏差が 0.75 未満」である．そして，「回答件数も 2 件以上」である．よって，「実

施に基づく効果的な促進策」であるといえる． 

「リサイクルの対象品目をまとめて回収する」については，表より，「促進可能性の平均

得点が 2.5 点以上」かつ「促進可能性の標準偏差が 0.75 以上」である．そして，「回答件数

も 2 件以上」である．よって，「実施に基づくやや効果的な促進策 A」であるといえる． 

 

 

1点 2点 3点 4点

リユースカップ・
リユース食器の利用促進

回答件数
合計得点
（点）

平均得点
（点）

9

919

2.33 4

1.73

2.00 7

24 2.18 5

タンブラーの利用促進

ごみ減量に関する
取り組みの啓発促進

応援団や後援会などの
後援組織による
取り組みの促進

環境方針を策定している
チームが多くない点

課題 改善策

促進策未実施チーム及びスタジアムの実施可能性

2.38

環境方針の中で、3年や5年ごとの

目標を数値などで設定し、
実施状況を報告する

1 3 4 0 8 19 2.38

環境方針の中で、
毎年、目標を数値などで設定し、

実施状況を報告する
1 3 4 0 8

エコステーション
（ごみの回収場所）の設置 2 1 2 1 6 14

2

チームの選手にも呼びかけてもらう
（直接） 3 4 5 2 14 34 2.43 4

場内のあらゆる場所に
人を配置して、常に呼びかける 8 4 2 1 15 26

7

タンブラーの利用で、ポイントを付与
する（ポイントは貯めてグッズと交換
することや場内の売店でお金としても

使用可能）

5 2 3 1 11 22

タンブラーの利用で、
購入する商品を割引する 4 1 6 0 11

分からない
実施は難し

い
実施は

やや難しい
準備すれば
実施可能

すぐに
実施可能

10 22 2.20
スタジアム内の売店に返却してもらう

（商品を購入した
売店でなくても返却可能）

3 2 5 0
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表 5-9 「ごみのリサイクルの促進」に対する効果的な促進策の候補 

 

 

(4) 課題「リユースカップ・リユース食器の利用促進」 

課題「リユースカップ・リユース食器の利用促進」に対する効果的な促進策の候補は，「デ

ポジット制を採る」と「ごみ箱にカップや食器の回収場所を設置し、回収する」である（表

5-10 参照）． 

「デポジット制を採る」については，表より，「促進可能性の平均得点が 2.5 点以上」で

あるが，「回答件数が 1 件以下」である．よって，「実施に基づくやや効果的な促進策 B」で

あるといえる． 

「ごみ箱にカップや食器の回収場所を設置し、回収する」については，表より，「促進可

能性の平均得点が 2.5 点以上」かつ「促進可能性の標準偏差が 0.75 未満」である．そして，

「回答件数も 2 件以上」である．よって，「実施に基づく効果的な促進策」であるといえる． 

 

表 5-10 「リユースカップ・リユース食器の利用促進」に対する効果的な促進策の候補 

 

 

(5) 課題「タンブラーの利用促進」 

課題「タンブラーの利用促進」に対する効果的な促進策の候補は無い． 

 

(6) 課題「ごみ減量に関する取り組みの啓発促進」 

課題「ごみ減量に関する取り組みの啓発促進」に対する効果的な促進策の候補は，「場内

のあらゆる場所に人を配置して、常に呼びかける」と「チームの選手にも呼びかけてもらう

（スタジアムのモニターなどを通して間接的に）」と「チームやスタジアムの SNS 等を通じ

て呼びかける（選手以外の人物による呼びかけ）」である（表 5-11 参照）． 

表より，いずれの促進策も「促進可能性の平均得点が 2.5 点以上」であるが，「回答件数

平均得点 標準偏差

実施に基づく
効果的な促進策

リサイクルの対象品目をまとめて回収する 3.33 0.82 6
実施に基づく
やや効果的な
促進策A

課題 促進策

促進策実施済みチーム及び
スタジアムの促進可能性

回答件数 判定

ごみのリサイクルの促進

燃えるごみ・燃えないごみ・紙コップ・プラ
スチックカップ等に、品目を細かく分別して

回収する
3.09 0.70 11

平均得点 標準偏差

実施に基づく
やや効果的な
促進策B

ごみ箱にカップや食器の回収場所を設置し、
回収する 2.50 0.71 2

実施に基づく
効果的な促進策

課題 促進策

促進策実施済みチーム及び
スタジアムの促進可能性

回答件数 判定

リユースカップ・
リユース食器の利用促進

デポジット制を採る 4.00 0.00 1
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が 1 件以下」である．よって，「実施に基づくやや効果的な促進策 B」であるといえる． 

 

表 5-11 「ごみ減量に関する取り組みの啓発促進」に対する効果的な促進策の候補 

 

 

(7) 課題「応援団や後援会などの後援組織による取り組みの促進」 

課題「応援団や後援会などの後援組織による取り組みの促進」に対する効果的な促進策の

候補は，「エコステーション（ごみの回収場所）の設置」と「SNS で取り組みへの参加や試

合観戦における環境に配慮した行動を呼びかける」と「試合終了後に、スタンドのごみ拾い

を行う」である（表 5-12 参照）． 

「エコステーション（ごみの回収場所）の設置」と「SNS で取り組みへの参加や試合観戦

における環境に配慮した行動を呼びかける」については，表より，「促進可能性の平均得点

が 2.5 点以上」かつ「促進可能性の標準偏差が 0.75 未満」である．そして，「回答件数も 2

件以上」である．よって，「実施に基づく効果的な促進策」であるといえる． 

「試合終了後に、スタンドのごみ拾いを行う」については，表より，「促進可能性の平均

得点が 2.5 点以上」かつ「促進可能性の標準偏差が 0.75 以上」である．そして，「回答件数

も 2 件以上」である．よって，「実施に基づくやや効果的な促進策 A」であるといえる． 

 

表 5-12 「応援団や後援会などの後援組織による取り組みの促進」に対する 

効果的な促進策の候補 

 

 

平均得点 標準偏差

ごみ減量に関する
取り組みの啓発促進

チームやスタジアムのSNS等を通じて呼びか

ける（選手以外の人物による呼びかけ） 3.00 0.00 1
実施に基づく
やや効果的な
促進策B

実施に基づく
やや効果的な
促進策B

場内のあらゆる場所に
人を配置して、常に呼びかける 4.00 0.00 1

実施に基づく
やや効果的な
促進策B

チームの選手にも呼びかけてもらう（スタジ
アムのモニターなどを通して間接的に） 3.00 0.00 1

課題 促進策

促進策実施済みチーム及び
スタジアムの促進可能性

回答件数 判定

平均得点 標準偏差

課題 促進策

促進策実施済みチーム及び
スタジアムの促進可能性

回答件数 判定

応援団や後援会などの
後援組織による
取り組みの促進

エコステーション（ごみの回収場所）の設置 3.40 0.55 5 実施に基づく
効果的な促進策

SNSで取り組みへの参加や試合観戦における

環境に配慮した行動を呼びかける 2.50 0.71 2
実施に基づく
効果的な促進策

試合終了後に、スタンドのごみ拾いを行う 3.29 0.76 7
実施に基づく
やや効果的な
促進策A
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(8) 課題「環境方針を策定しているチームが多くない点」 

課題「環境方針を策定しているチームが多くない点」に対する効果的な促進策の候補は，

「現在存在する方針に類するもの中に、環境やごみに関する内容を加える」と「新たに環境

方針を策定して、それに沿って取り組みを実施する」と「環境方針の中で、毎年、目標を数

値などで設定し、実施状況を報告する」と「環境方針の中で、3 年や 5 年ごとの目標を数値

などで設定し、実施状況を報告する」である（表 5-13 参照）． 

表より，いずれの促進策も「促進可能性の平均得点が 2.5 点以上」であるが，「回答件数

が 1 件以下」である．よって，「実施に基づくやや効果的な促進策 B」であるといえる． 

 

表 5-13 「環境方針を策定しているチームが多くない点」に対する効果的な促進策の候補 

 

 

5-6-3-2 効果的な促進策の提案 

次に，5-5-4 の提案方法及び表 5-4 の判定方法を用いて課題への効果的な促進策を提案す

る．表 5-14 は，5-6-3-1 で 5-5-4（促進策の促進可能性・実施可能性による効果的な促進策の

提案方法）を用いて導いた，効果的な促進策の候補の一覧である．これらの効果的な促進策

の候補のうち，促進策未実施チーム及びスタジアムによる実施可能性の平均得点が 2.5 点以

上の促進策を「効果的な促進策」として提案する．促進策の欄が濃い緑色のものが「効果的

な促進策」，促進策の欄が薄い緑色のものが「やや効果的な促進策」である． 

まず，「リユースカップ・リユース食器の利用促進」に対しては，「ごみ箱にカップや食器

の回収場所を設置し、回収する」という促進策が「実施に基づく効果的な促進策」であり，

「促進策未実施チーム及びスタジアムによる実施可能性の平均得点が 2.5 点以上」であるた

め，「効果的な促進策」である． 

「ごみ減量に関する取り組みの啓発促進」に対しては，「チームの選手にも呼びかけても

らう（スタジアムのモニターなどを通して間接的に）」と「チームやスタジアムの SNS 等を

通じて呼びかける（選手以外の人物による呼びかけ）」の 2 つの促進策がいずれも「実施に

基づくやや効果的な促進策 B」であり，「促進策未実施チーム及びスタジアムによる実施可

平均得点 標準偏差

3.00 0.00 1
実施に基づく
やや効果的な
促進策B

課題 促進策

促進策実施済みチーム及び
スタジアムの促進可能性

回答件数 判定

環境方針を策定している
チームが多くない点

現在存在する方針に類するもの中に、環境や
ごみに関する内容を加える 3.00 0.00 1

実施に基づく
やや効果的な
促進策B

新たに環境方針を策定して、それに沿って取
り組みを実施する 3.00 0.00 1

実施に基づく
やや効果的な
促進策B

環境方針の中で、毎年、目標を数値などで設
定し、実施状況を報告する 3.00 0.00 1

実施に基づく
やや効果的な
促進策B

環境方針の中で、3年や5年ごとの目標を数値

などで設定し、実施状況を報告する
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能性の平均得点が 2.5 点以上」であるため，「やや効果的な促進策」である． 

「応援団や後援会などの後援組織による取り組みの促進」に対しては，「SNS で取り組み

への参加や試合観戦における環境に配慮した行動を呼びかける」という促進策が「実施に基

づく効果的な促進策」であり，「促進策未実施チーム及びスタジアムによる実施可能性の平

均得点が 2.5 点以上」であるため，「効果的な促進策」である．また，この課題については

「試合終了後に、スタンドのごみ拾いを行う」という促進策も「実施に基づくやや効果的な

促進策 A」であり，「促進策未実施チーム及びスタジアムによる実施可能性の平均得点が 2.5

点以上」であるため，「やや効果的な促進策」である． 

「環境方針を策定しているチームが多くない点」に対しては，「現在存在する方針に類す

るもの中に、環境やごみに関する内容を加える」という促進策と「新たに環境方針を策定し

て、それに沿って取り組みを実施する」という促進策が「実施に基づくやや効果的な促進策

B」であり，「促進策未実施チーム及びスタジアムによる実施可能性の平均得点が 2.5 点以

上」であるため，「やや効果的な促進策」である．これらの促進策は促進策実施済みチーム

及びスタジアムからの促進可能性が高く，促進策未実施チーム及びスタジアムからの実施

可能性も高い促進策であり，課題を改善する効果的な促進策であるといえる． 

 

表 5-14 効果的な促進策の候補の一覧 

 

促進策未実施チーム
及びスタジアムに
よる実施可能性

実施に基づく
効果的な促進策

実施に基づく
やや効果的な促進策A

実施に基づく
やや効果的な促進策B

平均得点

ごみ減量に関する
取り組みの啓発促進

課題 促進策
実施済み
回答件数

判定

効果的な促進策の候補

ごみのリサイクルの促進

燃えるごみ・燃えないごみ・紙コップ・プラ
スチックカップ等に、品目を細かく分別して

回収する
〇11

リサイクルの対象品目をまとめて回収する 6

2.00

2.00〇

効果的な促進策

リユースカップ・
リユース食器の利用促進

デポジット制を採る 1

ごみ箱にカップや食器の回収場所を設置し、
回収する 〇2

〇 1.67

2.50

〇

環境方針の中で、3年や5年ごとの目標を数値

などで設定し、実施状況を報告する 1

場内のあらゆる場所に
人を配置して、常に呼びかける 1

チームの選手にも呼びかけてもらう（スタジ
アムのモニターなどを通して間接的に） 1

チームやスタジアムのSNS等を通じて呼びか

ける（選手以外の人物による呼びかけ） 1

1.73

3.00

〇

〇

試合終了後に、スタンドのごみ拾いを行う 7 やや効果的な促進策〇 3.67

応援団や後援会などの
後援組織による
取り組みの促進

エコステーション（ごみの回収場所）の設置 〇5

SNSで取り組みへの参加や試合観戦における

環境に配慮した行動を呼びかける 〇2

環境方針の中で、毎年、目標を数値などで設
定し、実施状況を報告する 1

新たに環境方針を策定して、それに沿って取
り組みを実施する 1

環境方針を策定している
チームが多くない点

現在存在する方針に類するもの中に、環境や
ごみに関する内容を加える 1 やや効果的な促進策

やや効果的な促進策

やや効果的な促進策

2.55

2.33

3.10

やや効果的な促進策

〇

〇

2.50

〇

〇

2.57

2.38

2.38

効果的な促進策
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一方で，効果的な促進策の候補に入っている促進策の中には，実施済みの事例が 5 件以上

と多くの事例がありながらも，促進策未実施チーム及びスタジアムによる実施可能性の平

均得点が 2.5 点未満であったために，効果的な促進策ではない策もある． 

それは，「燃えるごみ・燃えないごみ・紙コップ・プラスチックカップ等に、品目を細か

く分別して回収する」，「リサイクルの対象品目をまとめて回収する」，「エコステーション

（ごみの回収場所）の設置」の 3 つである． 

このような促進策については，未実施チーム及びスタジアムに良さを理解してもらえて

ないことが原因であるため，未実施チーム及びスタジアムに対して，実施しやすさや促進効

果の大きさなどの促進策の実施実態を伝えるなどの取り組みを行い，取り組みの促進を図

ると良いのではないかと考える． 

 

5-7 まとめ 

表 5-15 は効果的な促進策を一覧にまとめたものである．結果としては，「効果的な促進策」

が「ごみ箱にカップや食器の回収場所を設置し、回収する」と「SNS で取り組みへの参加や

試合観戦における環境に配慮した行動を呼びかける」の 2 つ． 

 

表 5-15 効果的な促進策の一覧 

 

 

 

環境方針を策定している
チームが多くない点

新たに環境方針を策定して、それに沿って取り組みを実施する

現在存在する方針に類するもの中に、環境やごみに関する内容を加える

SNSで取り組みへの参加や試合観戦における環境に配慮した行動を呼びかける

試合終了後に、スタンドのごみ拾いを行う

応援団や後援会などの
後援組織による
取り組みの促進

課題 促進策

チームやスタジアムのSNS等を通じて呼びかける（選手以外の人物による呼びかけ）

チームの選手にも呼びかけてもらう（スタジアムのモニターなどを通して間接的に）

ごみ箱にカップや食器の回収場所を設置し、回収する
リユースカップ・

リユース食器の利用促進

ごみ減量に関する
取り組みの啓発促進
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「やや効果的な促進策」が「チームの選手にも呼びかけてもらう（スタジアムのモニター

などを通して間接的に）」，「チームやスタジアムの SNS 等を通じて呼びかける（選手以外の

人物による呼びかけ）」，「試合終了後に、スタンドのごみ拾いを行う」，「現在存在する方針

に類するもの中に、環境やごみに関する内容を加える」，「新たに環境方針を策定して、それ

に沿って取り組みを実施する」の 5 つとなった． 

アンケートでは促進策の評価をしていただいたが，評価の傾向として人手が多く必要に

なりそうな策は低い評価となっていたように感じた．このような点から，チームやスタジア

ムの現場では人手不足に陥っているのではないかと考えた．今回の調査では促進策を考え

る際，人手を多く必要としないという点はあまり考慮していなかったため，この点を考慮し

たうえで促進策を考え，それを評価していただくと，興味深い結果が得られるかもしれない

と考えた． 

また，今回の調査では，効果的な促進策の候補に入っていながらも，未実施チーム及びス

タジアムによる実施可能性が低かったために，効果的な促進策ではない策も存在した．この

ような促進策については，未実施チーム及びスタジアムに良さを理解してもらえてないこ

とが原因であるため，未実施チーム及びスタジアムに対して，実施しやすさや促進効果の大

きさなどの促進策の実施実態を伝えるなどの取り組みを行い，取り組みの促進を図ると良

いのではないかと考える． 
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第 6 章 結論 

6-1 本研究の結論 

 本研究の目的は以下の 2 つである． 

目的 1：プロスポーツのスタジアムにおけるごみ排出の実態把握 

 目的 2：プロスポーツのスタジアムにおける効果的な 3R 促進策の提案 

 上記の 2 つの目的を達成するために，文献調査，ホームページ調査，電話調査，アンケー

ト調査を実施した． 

 本章では，これらの目的について結論を以下に述べる． 

 

6-1-1 目的 1 の結論 

プロスポーツのスタジアムにおけるごみ排出の実態について明らかになったことを以下

に示す． 

まずは，試合開催により発生するごみの処理形態の違いである，試合開催により発生する

ごみの処理形態には，ごみの処理をスタジアムが行なっている形態とチームがごみの処理

をしている形態の 2 つが存在することが明らかとなった．このような違いが生まれている

のには，スタジアムがサッカー専用であるか，スタジアムの管理体制の違い，人手不足など

が背景にあるのではないかと考えられる． 

次に，ごみの把握の仕方である．ごみの量については，多くの場合 1 試合当たりで把握し

ていることが分かった．これより，1 試合ごとに処理しなければならないほど多くのごみが

発生しているのではないかと考えられる．また，量の区別に関しては，区別した量を比較的

把握しやすい区別の方が行われているのではないかと考えられる． 

3R に関する取り組みについては，「ごみの分別回収・分別処理」がほとんどのスタジアム

及びチームで行われており，これ以外についてはあまり取り組みをしていないということ

が分かった．これについては，各スタジアムやチームの環境やごみに関する意識の高さが分

別回収・分別処理以外の取り組みの実施に影響を与えているのではないかと考える． 

そして，応援団などの後援組織による取り組みについては，事例自体は少ないが，事例の

存在自体が後援組織による取り組みの実施可能性があることを示していると考える．多く

ないながらも具体的な事例も存在するため，それらを参考にしながら取り組みを進めるこ

とも可能である．そのため，実施可能性は高いのではないかと考える． 

最後に，環境方針については，ほとんど存在しなかったが，今ある方針を生かすことで改

善を図れるのではないかと考える． 

 

6-1-2 目的 2 の結論 

プロスポーツのスタジアムにおいて，3R を促進する上での課題に対する効果的な促進策

を以下に示す． 

まず，課題「リユースカップ・リユース食器の利用促進」に対する促進策「ごみ箱にカッ
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プや食器の回収場所を設置し、回収する」と課題「応援団や後援会などの後援組織による取

り組みの促進」に対する促進策「SNS で取り組みへの参加や試合観戦における環境に配慮

した行動を呼びかける」の 2 つを「効果的な促進策」として提案する． 

また，「効果的な促進策」より効果的の度合いが落ちるが効果があると評価された促進策

が，課題「ごみ減量に関する取り組みの啓発促進」に対する促進策「チームの選手にも呼び

かけてもらう（スタジアムのモニターなどを通して間接的に）」と「チームやスタジアムの

SNS 等を通じて呼びかける（選手以外の人物による呼びかけ）」，課題「応援団や後援会など

の後援組織による取り組みの促進」に対する促進策「試合終了後に、スタンドのごみ拾いを

行う」，課題「環境方針を策定しているチームが多くない点」に対する促進策「現在存在す

る方針に類するもの中に、環境やごみに関する内容を加える」と「新たに環境方針を策定し

て、それに沿って取り組みを実施する」の 5 つである．これらの促進策を「やや効果的な促

進策」として提案する． 

 

6-2 本研究全体を通しての考察 

本研究では，プロスポーツのスタジアムにおけるごみ排出の実態把握とプロスポーツの

スタジアムにおける効果的な 3R 促進策の提案をすることを目的とし，研究を進めてきた．

研究の結論としては，6-1-1 や 6-1-2 で述べたとおりに至ったが，研究を通じて，チームやス

タジアムの現場では人手不足が大きな問題となっているのではないかと考えた． 

これは様々な要因から考えられる．スタジアムへの電話調査では，試合開催時のごみ処理

はチームが行っている場合もあるということが明らかとなった．これは人手不足だけが要

因ではないが，スタジアムの人手が足らないためにチームに処理を任せているというケー

スもあるのではないかと考えた． 

また，電話調査やアンケート調査の中で取り組みの実態についても調査したが，その結果

から「ごみの分別回収・分別処理」が多く実施されているが，これ以外の取り組みはあまり

実施されていないことが分かった．これも人手不足が要因の 1 つではないかと考える．人手

が足らないために必要以上に多くの取り組みを実施できないという実態もあるのではない

かと考える． 

さらに，効果的な促進策の提案のアンケートにおける促進策に対する評価からも人手不

足を感じた．評価の傾向として人手が多く必要になりそうな策は低い評価となっていたよ

うに感じた．このような点から，チームやスタジアムの現場では人手不足に陥っているので

はないかと考えた． 

このように，研究における様々な点からチームやスタジアムの現場では人手不足が大き

な問題となっているのではないかと考えた．今回の調査では促進策を考える際，人手を多く

必要としないという点はあまり考慮していなかったため，この点を考慮したうえで促進策

を考え，それを評価していただくと，興味深い結果が得られるかもしれないと考えた． 
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6-3 今後の課題 

本研究では，プロスポーツのスタジアムにおけるごみ排出の実態把握とプロスポーツの

スタジアムにおける効果的な 3R 促進策の提案をすることを目的とし，一定の結論に至るこ

とが出来た．しかし，効果的な促進策を最もシンプルに提案するには，ごみの量の数値が不

可欠である．ごみの量が分かれば，観客数などから 1 試合の 1 人当たりのごみ排出量が分

かり，その数値が低い所が実施している取り組みがより効果的であると考えることが出来

るからである．この点から，ごみの数値を基にした調査をできると良いのではないかと考え

る．その際，数値は細かい数値でなくても数トン程度や数トンから数トンという大まかな数

値でも良いと考える． 

また，本研究では 3R 促進策の促進可能性と実施可能性に関するアンケートを行う際，課

題を私自身で抽出し，調査を実施した．課題を抽出する際はスタジアムへの電話調査やチー

ムへのアンケート調査，チームの環境方針の実態調査の結果のなどを参考にしたため，ある

程度十分なものであったと考えるが，ヒアリングやアンケートを通じて当事者に課題を聞

くなどの方法で課題を抽出した方がより良かったのではないかと考える． 

さらに，本研究ではチームの環境方針の実態をホームページで調査した．その際，調査の

ポイントを設定し，環境方針やそれに類するもののみに着目して調査を進めた．そこでは，

設定したポイントに当てはまらなければ，即座に「無し」と判断していたが，環境方針やそ

れに類するものの存在やこれらにおける環境やごみに関する記述の存在が確認できなかっ

たチームであっても，環境に配慮した取り組みを実施していることが，本論文執筆終了間際

に判明した．そのため，このような場合があることも踏まえて，今後の調査が行われること

が望ましいと考える． 

そして，本研究ではアンケート調査を 2 度実施したが，いずれも得られた回答は少なかっ

た．そのため，今後はより多くの回答を得られるように調査方法やアンケート設計などを工

夫した上で研究を進めるとより良いのではないかと考える． 
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付録 1 スタジアムへの電話調査における質問票 

 

No.       

調査対象：              ，電話相手：        様（ 男 ・ 女 ） 

調査日時： 2018 年   年   日（  ）    ：   ～   ：    

TEL： 

FAX： 

E-mail： 

◎ごみの排出量をどのような期間で把握しているか？ 

1．1 日  2．1 週間  3．1 か月  4．1 年間  5．その他（         ） 

◎ごみの量に関してリサイクルなどの有効活用された量とされていない量を区別して把握

しているか？ 

1．している 

2．していない 

 →理由（                                  ） 

◎ごみの量に関してごみの種類や項目ごとで排出量を把握しているか？ 

1．している 

2．していない 

 →理由（                                  ） 

◎ごみの量に関して観客側から出る量とスタジアムの事務的な所から出る量を区別して把

握しているか？ 

1．している 

2．していない 

 →理由（                                  ） 

◎各試合の観客数、試合時間を把握しているか？ 

1．している 

2．していない 
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◎現在に至るまで何かごみ減量に関する取り組みを行ってきたか？ 

1．ごみの分別回収・処理        2．ごみの持ち帰り運動 

3．ごみ減量に関する取り組みの啓発   4．ごみのリサイクル 

5．リユースカップ・食器の導入     6．タンブラーの導入 

7．マイボトル・マイカップの利用    8．レジ袋削減・エコバッグの販売 

9．その他（                                  ） 

（取り組み期間、始めたきっかけ、問題点、課題等） 

取り組み：                                    

期間：                                      

きっかけ：                                    

問題点・課題                                   

 

取り組み：                                    

期間：                                      

きっかけ：                                    

問題点・課題                                   

 

取り組み：                                    

期間：                                      

きっかけ：                                    

問題点・課題                                   

 

 

 

 

 

 



4 

◎ごみ減量に関して応援団による取り組みや呼びかけはあるか？ 

1．ある 

2．ない 

（取り組み内容、期間、きっかけ等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ごみの回収や廃棄、リサイクルなどをどの業者に委託しているか？ 

業者名：                        

所在地：                             

業者区分 （  事業系一般廃棄物 ・ 産業廃棄物  ） 

 

業者名：                        

所在地：                             

業者区分 （  事業系一般廃棄物 ・ 産業廃棄物  ） 

 

業者名：                        

所在地：                             

業者区分 （  事業系一般廃棄物 ・ 産業廃棄物  ） 
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◎今後の情報提供の可否 （  YES ・ NO  ） 

＜宛先＞ 

 

 

 

 

 

＜注意点、その他＞ 

 

 

 

 

 

 

◎観客へのアンケートは実施可能か？ （  可能 ・ 不可能  ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他備考 
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付録 2 チームへのアンケート調査依頼文 

 

プロ野球所属球団・ 

J リーグ所属クラブの皆様へ 

プロ野球・J リーグの試合開催時におけるごみ排出の実態についてのご教示のお願い 

私，滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 金谷研究室 3 回生の松岡将宏と申し

ます．私は現在，「プロスポーツの試合会場におけるごみ排出の実態把握と効果的なごみ減

量やリサイクルの方策の提案」というテーマで，卒業研究を進めております． 

その一環として，プロ野球や J リーグの試合が開催された際に発生するごみの量を，試

合の主催者であられる貴チームでどのように把握されているのか，ごみ減量に関してどの

ような取り組みを行われているのかを把握することを目的に，アンケートをお願いしてお

ります． 

既に，試合を開催する場である，各チーム様が本拠地としておられるスタジアム様に同様

の調査を実施しております．その中で多かった回答が，試合の主催者であるチームにごみの

処理を任せており回答しかねるというものでした． 

そこで，試合の主催者である各チーム様を対象に，スタジアム様に対し行った調査と同様

の調査を行う必要があると考え，本調査を実施しております． 

ご多忙のところ，大変恐縮ですが，お答えいただける範囲で結構ですので，同封の「プロ

野球・J リーグの試合開催時におけるごみ排出の実態に関するアンケート」にご回答いただ

ければありがたく存じます．（別に添付の「ご教示いただくに当たってのお願い」及び同封

の「アンケート回答例」をご参照ください．） 

なお，このアンケートはご教示可能な範囲で結構ですので，ご回答いただき，2019 年 4

月 5 日までに，同封の返信用封筒に回答済みアンケートのみ入れて頂き，ご送付ください

ますようお願いします．ご教示いただいた情報につきましては，厳重に管理し用済み後は確

実に消去及び廃棄いたしますのでご安心ください．どうぞよろしくお願いします． 

2019 年 3 月 15 日 

滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 

金谷研究室 3 回生 松岡将宏（調査対象者） 

E-mail：os12mmatsuoka@ec.usp.ac.jp 

〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町 2500 

研究室 TEL：0749-28-8279 

    FAX：0749-28-8349 
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＜なお，以下は指導教員からのお願い文です＞ 

松岡将宏の指導教員の，滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 教授 金谷健と申

します．この度は，大変ご面倒なお願いをさせていただき，申し訳ございません． 

差し支えない範囲で結構ですので，ご教示いただければありがたく存じます．どうかよろ

しくお願いいたします． 

なお，当研究室の研究内容等は，下記サイトをご参照いただければ幸いに存じます. 

金谷研究室 HP  http://kanayaken.web.fc2.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご教示いただくに当たってのお願い】 

・質問は，問 1 から問 11 まであります． 

・各質問の回答は，選択式，あるいは記述式となっています．一部，複数回答が可能な質 

 問もございます． 

・選択式については，該当する選択肢を，一つまたは複数「○」でお囲み下さい．「その 

 他」に該当する場合は【   】内に具体的な内容のご記入をお願いします． 

・記述式については，回答欄にご記入をお願いいたします． 

・各問の回答について，補足説明や注意事項，回答できない理由等がございましたら，各 

 回答欄の下に備考欄を設けておりますので，そちらにご記入ください． 

・なお，この調査票に関してご質問等がございましたら，金谷研究室の松岡まで，E- 

mail(os12mmatsuoka@ec.usp.ac.jp) にてご連絡いただきますようにお願いいたしま 

す． 
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付録 3 チームへのアンケート調査票 

 

◎お手数ですが，最初に，以下の基本情報をご教示ください． 

 チーム名：【                         】 

 ご担当者名：【                        】 

 TEL：【                           】 

 E-mail：【                          】 

◎なお，アンケートにご協力いただいた皆様のうち，調査結果の送付を希望される方には， 

卒業論文完成後（2020 年 3 月頃）に，卒業論文の要旨を送付させていただきます． 

卒業論文の要旨の送付を希望されますか． 

 1．希望する（郵送） 

 2．希望する（メール添付） 

 3．希望しない 

問 1．チームでは，試合の開催によって発生したごみの量を把握されていますか． 

 1．把握している 

2．把握していない 

備考欄 

 

 

 

 

「2．把握していない」を選択された場合，問 6 へお進みください 

問 2．チームでは，試合の開催によって発生したごみの量を，どのような期間で把握されて

いますか． 

1．1 日当たり 

2．1 週間当たり 

3．1 か月当たり 

4．1 年間当たり 

5．1 試合当たり 

6．その他【                                  】 

備考欄 
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問 3．チームでは，試合の開催によって発生したごみの量に関して，リサイクル等の有効活

用された量と，有効活用されていない量を区別して把握されていますか． 

 1．把握している 

2．把握していない 

備考欄 

 

 

 

 

問 4．チームでは，試合の開催によって発生したごみの量に関して，ごみの種類や項目ごと

で排出量を把握されていますか． 

 1．把握している 

2．把握していない 

備考欄 

 

 

 

 

問 5．チームでは，試合の開催によって発生したごみの量に関して，観客から出たごみの量・

売店から出たごみの量・事務から出たごみの量を区別して把握されていますか． 

 1．把握している 

2．把握していない 

備考欄 
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問 6．チームでは，主催した試合の観客数や試合時間を把握されていますか．観客数と試合

時間それぞれについてお答え下さい． 

 観客数 

  1．把握している 

  2．把握していない 

試合時間 

 1．把握している 

 2．把握していない 

備考欄 

 

 

 

 

問 7．試合開催によって発生するごみに関わって，チームでどのような取り組みを行われて

いますか．（複数回答可） 

1．ごみの分別回収・分別処理 

2．ごみの持ち帰り運動 

3．ごみ減量に関する取り組みの啓発 

4．ごみのリサイクル 

5．リユースカップ・リユース食器の利用 

6．タンブラーの利用 

7．マイボトル・マイカップの利用 

8．レジ袋削減・エコバッグの販売 

9．その他の取り組み【                             】 

備考欄 
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問 8．ごみ減量に関して，チームの応援団や後援会等の後援組織による取り組みや呼びかけ

は行われていますか． 

 1．行われている 

2．行われていない 

「1．行われている」を選択された場合，どのような取り組みや呼びかけが行われているか，

備考欄にてお答え下さい． 

備考欄 

 

 

 

 

問 9．チームでは，発生したごみをどの区分で処理されていますか．ごみの種類ごとにお答

え下さい．（記述式） 

事業系一般廃棄物：【                              】 

産業廃棄物：【                                 】 

備考欄 

 

 

 

 

問 10．今後，ごみの量の数値等，具体的な情報についてお聞きした際，情報を提供してい

ただくことは可能ですか． 

 1．可能 

2．不可能 

備考欄 
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問 11．チームの応援団や後援会などの後援組織の代表者や代表に類する人物に，直接もし

くはチーム経由で質問することは可能ですか． 

 1．直接可能 

2．チーム経由で可能 

3．不可能 

「1．直接可能」を選択された場合，以下の点についてもお答え下さい． 

後援組織の名称：【                               】 

代表者の連絡先：【                               】 

ホームページの有無や URL：【                          】 

備考欄 

 

 

 

 

 

 

質問は以上です。ご教示ありがとうございました。 
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付録 4 3R 促進策の促進可能性と実施可能性に関するアンケート依頼文 

 

～プロ野球所属球団・J リーグ所属クラブ・ 

各チームの本拠地スタジアムの皆様へ～ 

試合会場における効果的な 3R 促進方策についてのご教示のお願い 

私，滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 金谷研究室 4 回生の松岡将宏と申し

ます．私は現在，「プロスポーツの試合会場におけるごみ排出の実態把握と効果的な 3R 促

進方策の提案」というテーマで，卒業研究を進めております． 

既に，試合の主催者であられる各チーム様や試合を開催する場である，各チーム様が本拠

地としておられるスタジアム様に対して，試合開催により発生したごみの実態に関するア

ンケートを実施させて頂きました． 

このアンケートから得られた結果を基に，本研究では「効果的な 3R 促進方策」を，試合

の主催者や会場の管理者という立場で試合に関わっていらっしゃる皆様が，「効果的である

とお考えになるもの」と定義し，研究を進めることと致しました． 

そこで，私が前回のアンケート結果から，効果的に 3R を促進する上での課題を抽出し，

それに対する改善策を考察致しました．そして，皆様には，各改善策の 3R 促進可能性と実

施可能性をご教示頂きたく，本調査を実施しております． 

ご多忙のところ，大変恐縮でございますが，ご教示可能な範囲で結構ですので，同封の「プ

ロ野球・J リーグの試合会場における効果的な 3R 促進方策に関するアンケート」にご回答

頂ければありがたく存じます．アンケートは「3R 促進可能性について」と「実施可能性に

ついて」の 2 種類ございます．両方ともご回答頂きたく存じます．（別に添付の「ご教示頂

くに当たってのお願い」及び「回答例」をご参照ください．） 

なお，このアンケートはご教示可能な範囲で結構ですので，ご回答頂き，2019 年 11 月

21 日までに，同封の返信用封筒に回答済みアンケートのみ入れて頂き，ご送付下さいます

ようお願い致します．ご教示頂いた情報につきましては，厳重に管理し，研究目的以外には

使用致しませんのでご安心下さい．どうぞよろしくお願い致します． 

2019 年 10 月 31 日 

滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 

金谷研究室 4 回生 松岡将宏（調査担当者） 

E-mail：os12mmatsuoka@ec.usp.ac.jp 

〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町 2500 

研究室 TEL：0749-28-8279 

    FAX：0749-28-8349 
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＜なお，以下は指導教員からのお願い文です＞ 

松岡将宏の指導教員の，滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 教授 金谷健と申

します．この度は，大変ご面倒なお願いをさせて頂き，申し訳ございません． 

差し支えない範囲で結構ですので，ご教示頂ければありがたく存じます．どうかよろしく

お願い致します． 

なお，当研究室の研究内容等は，金谷研究室 HP をご参照頂ければ幸いに存じます. 

検索エンジンから 「滋賀 金谷研究室」 と検索下さい． 
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付録 5 3R 促進策の促進可能性と実施可能性に関するアンケート調査票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎なお，アンケートにご協力頂いた皆様のうち，調査結果の送付を希望される方には，

1

2

3

希望する（メール添付）

希望しない

希望される番号の左の欄に○をご記入下さい．

卒業論文の要旨の送付を希望されますか．

　卒業論文完成後（2020年3月頃）に，卒業論文の要旨を送付させて頂きます．

E-mail：

希望する（郵送）

チーム名：

ご担当者名：

TEL：

【ご教示頂くに当たってのお願い】

・各エクセルのワークシートに回答例を設けております．

・回答に補足が必要な場合は、補足欄にご記入下さい．

◎お手数ですが，最初に，以下の基本情報をご教示下さい．

　そちらをご参考に、「3R促進可能性について」と「実施可能性について」の

　回答欄にお答え頂ければ幸いです．

　お電話またはE-mailにてご連絡頂きますようお願い致します．

・なお，このアンケートに関してご質問がございましたら，金谷研究室の松岡まで，
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3R促進可能性について ※3Ｒとは、Reduce「リデュース」（発生抑制）、Reuse「リユース」（再使用）、Recycle「リサイクル」（再生利用）の総称のこと

・なお、実施されていない改善策については、もし実施された場合、3Ｒを促進する可能性がどれほどあると推測されるか、選択肢1～5から1つ「○」をご記入ください。

・改善策のうち、すでに実施されている改善策がございましたら、実施した上でどれほどの効果があったのか、下記の回答例をご参考に選択肢1～5の中から当てはまるものに1つ「◎」をご記入ください。

・スタジアムにおいて、3Ｒをより促進する上での課題と課題に対する改善策を、リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）それぞれの観点から、以下のようにまとめました。

・さらに、本アンケート内に記載されている、3Ｒをより促進する上での課題や改善策以外の課題や改善策がございましたら、回答欄の最後に記入欄を設けておりますので、ご記入いただければ幸いです。

・選択肢は、「1」効果は得られない、「2」やや効果を得られる、「3」かなり効果を得られる、「4」十分な効果を得られる、の4段階です。　分からない場合は「5」を選択してください。

・また、各回答の選択理由や詳細などについて、可能でしたら補足欄にご記入いただければ助かります。

＜回答例＞ ※回答例は赤字で記載しております

1 2 3 4 5

リユースやリサイクルできるものは

回収し、それ以外は持ち帰ってもらう
〇

レジ袋の不使用やエコバッグの

利用で、購入する商品を割引する
◎

レジ袋の不使用やエコバッグの

利用で、ポイントを付与する

（ポイントは貯めて、グッズと

交換することや場内の売店で

お金としても使用可能）

〇

チームのグッズとして

エコバッグを販売する
〇

有料で配布することで、レジ袋を使用しない人や

マイバッグを持参する人が増加したため、効果的であると考える

ごみの持ち帰りの促進

◎

リユースやリサイクルできるものだけ回収しようとしても、

その中にできないものを捨てる人もいると考えられるため、

かえって手間が増えることになりそう

レジ袋削減・

エコバッグの販売の促進

実際にこの取り組みをしており、割引となると多くの人が

レジ袋を使用しなかったり、エコバッグを持参して下さるため、

効果は大きいと考える

貯めたポイントをグッズと交換できたり、売店でお金として

使用できる点がお客様は魅力的に感じるのではないかと考える。

そのため、多くの人が利用する可能性があり、効果的であると思う

実際にグッズとして販売して、購入してもらえたとしても、

エコバッグとして使用してもらえるかが未知数で分からない

レジ袋を有料で配布する

分からない
課題 改善策

効果は

得られない

十分な効果を

得られる

ごみ箱を設置しない

やや効果を

得られる

かなり効果を

得られる 補足欄

実際にごみ箱を設置していないが、ごみを持ち帰る人が

いる一方で、スタジアムにごみを放置する人もいるため、

それほど効果があると思わない

◎

＜回答欄＞

1 2 3 4 5

リユースやリサイクルできるものは

回収し、それ以外は持ち帰ってもらう

レジ袋の不使用やエコバッグの

利用で、購入する商品を割引する

レジ袋の不使用やエコバッグの

利用で、ポイントを付与する

（ポイントは貯めてグッズと

交換することや場内の売店で

お金としても使用可能）

チームのグッズとして

エコバッグを販売する

レジ袋削減・

エコバッグの販売の促進

補足欄

レジ袋を有料で配布する

ごみ箱を設置しない

◎まずは、リデュース（発生抑制）の促進可能性についてお聞きします。

効果は

得られない

ごみの持ち帰りの促進

十分な効果を

得られる
分からない

改善策課題

やや効果を

得られる

かなり効果を

得られる

1 2 3 4 5

燃えるごみ・燃えないごみ・

紙コップ・プラスチックカップ等に、

品目を細かく分別して回収する

リサイクルの対象品目を

まとめて回収する

ごみのリサイクルの促進

補足欄

◎次は、リサイクル（再生利用）の促進可能性についてお聞きします。

課題 改善策

効果は

得られない

やや効果を

得られる

かなり効果を

得られる

十分な効果を

得られる
分からない
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1 2 3 4 5

カップや食器の利用で、

ポイントを付与する

（ポイントは貯めてグッズと

交換することや場内の売店で

お金としても使用可能）

観客が多い試合のみ使用する

観客が少ない試合のみ使用する

あらかじめ使用する試合を

決めて使用する

ごみ箱にカップや食器の

回収場所を設置し、回収する

タンブラーの利用で、

購入する商品を割引する

タンブラーの利用で、

ポイントを付与する

（ポイントは貯めてグッズと

交換することや場内の売店で

お金としても使用可能）

チームのグッズとして

タンブラーを販売する

補足欄

リユースカップ・

リユース食器の利用促進

デポジット制を採る

かなり効果を

得られる

十分な効果を

得られる
分からない

商品を購入した売店に返却してもらう

（他の場所への返却不可）

スタジアム内の売店に返却してもらう

（商品を購入した

売店でなくても返却可能）

◎次は、リユース（再使用）の促進可能性についてお聞きします。

タンブラーの利用促進

課題 改善策

効果は

得られない

やや効果を

得られる

1 2 3 4 5

場内のあらゆる場所に

人を配置して、常に呼びかける

チームの選手にも呼びかけてもらう

（直接）

チームの選手にも呼びかけてもらう

（スタジアムのモニターなどを

通して間接的に）

パンフレット等の紙媒体で呼びかける

スタジアム内に啓発の

ポスターを掲示する

チームやスタジアムの

SNS等を通じて呼びかける

（選手以外の人物による呼びかけ）

ごみ減量に関する

取り組みの啓発促進

売店で店員が呼びかける

選手がチームやスタジアムの

SNS等を通じて呼びかける

◎次は、3R全てに当てはまるものの促進可能性についてお聞きします。

課題 改善策

効果は

得られない

やや効果を

得られる

かなり効果を

得られる

十分な効果を

得られる
分からない

補足欄
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エコステーション

（ごみの回収場所）の設置

SNSで取り組みへの参加や

試合観戦における環境に配慮した

行動を呼びかける

試合終了後に、

スタンドのごみ拾いを行う

現在存在する方針に類するもの中に、

環境やごみに関する内容を加える

新たに環境方針を策定して、

それに沿って取り組みを実施する

環境方針の中で、

毎年、目標を数値などで設定し、

実施状況を報告する

環境方針の中で、3年や5年ごとの

目標を数値などで設定し、

実施状況を報告する

環境方針を策定している

チームが多くない点

応援団や後援会などの

後援組織による

取り組みの促進

◎本アンケート内に記載されている、3Ｒをより促進する上での課題や改善策以外の課題や改善策の記入欄
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実施可能性について

・スタジアムにおいて、3Ｒをより促進する上での課題と課題に対する改善策を、リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）それぞれの観点から、以下のようにまとめました。

・現時点で実施されていない改善策については、貴チームや貴スタジアムでは実施可能であるか、下記の回答例をご参考に選択肢1～6の中から当てはまるものに1つ「〇」をご記入ください。

・選択肢は、「1」実施は難しい、「2」実施はやや難しい、「3」準備すれば実施可能、「4」すぐに実施可能、「5」分からない、の5段階です。

・なお、すでに実施している場合には「6」を選択してください。

・また、各回答の選択理由や、すでに実施済みの場合はどのような方法であったか等について、可能でしたら補足欄にご記入いただければ助かります。

＜回答例＞ ※回答例は赤字で記載しております

1 2 3 4 5 6

リユースやリサイクルできるものは

回収し、それ以外は持ち帰ってもらう
〇

レジ袋の不使用やエコバッグの

利用で、購入する商品を割引する
〇

レジ袋の不使用やエコバッグの

利用で、ポイントを付与する

（ポイントは貯めて、グッズと

交換することや場内の売店で

お金としても使用可能）

〇

チームのグッズとして

エコバッグを販売する
〇

場内にごみ箱を設置せず、ごみ箱を設置していないことや

ごみの持ち帰りをお願いすることを伝えるものを場内に掲示

リユースやリサイクルできないものを捨てないように監視する人を

ごみ箱の近くに配置すれば実施が可能であるため

レジ袋削減・

エコバッグの販売の促進

レジ袋を使用しない場合やエコバッグを持参した方は、2％割引する

ポイントのシステムなどを構築したり、システムを導入することに、

多額の投資を必要とするため、実施することは困難である

レジ袋を有料で配布する

ごみの持ち帰りの促進

ごみ箱を設置しない

レジ袋を使用する方は、追加で5円払ってもらう

グッズとして企画するなどの準備をすれば実施可能

〇

〇

課題 改善策
実施は難しい

実施は

やや難しい

準備すれば

実施可能

すぐに

実施可能

すでに

実施済み 補足欄
分からない

＜回答欄＞

1 2 3 4 5 6

リユースやリサイクルできるものは

回収し、それ以外は持ち帰ってもらう

レジ袋の不使用やエコバッグの

利用で、購入する商品を割引する

レジ袋の不使用やエコバッグの

利用で、ポイントを付与する

（ポイントは貯めてグッズと

交換することや場内の売店で

お金としても使用可能）

チームのグッズとして

エコバッグを販売する

レジ袋削減・

エコバッグの販売の促進

レジ袋を有料で配布する

ごみの持ち帰りの促進

ごみ箱を設置しない

◎まずは、リデュース（発生抑制）の促進可能性についてお聞きします。

課題 改善策
実施は難しい

実施は

やや難しい

準備すれば

実施可能

すぐに

実施可能

すでに

実施済み 補足欄
分からない

1 2 3 4 5 6

燃えるごみ・燃えないごみ・

紙コップ・プラスチックカップ等に、

品目を細かく分別して回収する

リサイクルの対象品目を

まとめて回収する

ごみのリサイクルの促進

◎次は、リサイクル（再生利用）の促進可能性についてお聞きします。

課題 改善策
実施は難しい

実施は

やや難しい

準備すれば

実施可能

すぐに

実施可能
分からない

すでに

実施済み 補足欄
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1 2 3 4 5 6

カップや食器の利用で、

ポイントを付与する

（ポイントは貯めてグッズと

交換することや場内の売店で

お金としても使用可能）

観客が多い試合のみ使用する

観客が少ない試合のみ使用する

あらかじめ使用する試合を

決めて使用する

ごみ箱にカップや食器の

回収場所を設置し、回収する

タンブラーの使用で、

購入する商品を割引する

タンブラーの利用で、

ポイントを付与する

（ポイントは貯めてグッズと

交換することや場内の売店で

お金としても使用可能）

チームのグッズとして

タンブラーを販売する

分からない

タンブラーの使用促進

スタジアム内の売店に返却してもらう

（商品を購入した

売店でなくても返却可能）

すでに

実施済み 補足欄

リユースカップ・

リユース食器の利用促進

デポジット制を採る

課題 改善策
実施は難しい

実施は

やや難しい

準備すれば

実施可能

すぐに

実施可能

商品を購入した売店に返却してもらう

（他の場所への返却不可）

◎次は、リユース（再使用）の促進可能性についてお聞きします。

1 2 3 4 5 6

場内のあらゆる場所に

人を配置して、常に呼びかける

チームの選手にも呼びかけてもらう

（直接）

チームの選手にも呼びかけてもらう

（スタジアムのモニターなどを

通して間接的に）

パンフレット等の紙媒体で呼びかける

スタジアム内に啓発の

ポスターを掲示する

チームやスタジアムの

SNS等を通じて呼びかける

（選手以外の人物による呼びかけ）

分からない

ごみ減量に関する

取り組みの啓発促進

売店で店員が呼びかける

課題 改善策
実施は難しい

実施は

やや難しい

選手がチームやスタジアムの

SNS等を通じて呼びかける

準備すれば

実施可能

すぐに

実施可能

◎次は、3R全てに当てはまるものの促進可能性についてお聞きします。

すでに

実施済み 補足欄
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エコステーション

（ごみの回収場所）の設置

SNSで取り組みへの参加や

試合観戦における環境に配慮した

行動を呼びかける

試合終了後に、

スタンドのごみ拾いを行う

現在存在する方針に類するもの中に、

環境やごみに関する内容を加える

新たに環境方針を策定して、

それに沿って取り組みを実施する

環境方針の中で、

毎年、目標を数値などで設定し、

実施状況を報告する

環境方針の中で、3年や5年ごとの

目標を数値などで設定し、

実施状況を報告する

環境方針を策定している

チームが多くない点

応援団や後援会などの

後援組織による

取り組みの促進
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付録 6 参考及び引用 URL 

日本経済新聞：日本もセネガルも 試合後，サポーターがごみ拾い 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32193450V20C18A6CC1000/，2020-01-16 

 

 

公益財団法人日本プロスポーツ協会：プロスポーツ年鑑 第 2 章 プロスポーツの現状 

http://www.jpsa.jp/yearbook/2013/section2.pdf，2020-01-16 
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リデュース・リユース・リサイクル推進協議会：3R について 

http://www.3r-suishinkyogikai.jp/intro/3rs/，2020-01-16 

 

 

大宮アルディージャ公式サイト：eco club エコクラブ 

https://www.ardija.co.jp/club/eco.html，2020-01-16 
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横浜 FC オフィシャルホームページ：環境活動 2017 

https://www.yokohamafc.com/club2017/ecology2017，2019-09-10 

 

本 URL は，チームの環境方針の実態調査を実施していた際（2019 年 9 月 10 日時点）は

横浜 FC の環境方針が記載されたページが存在しており，環境方針を確認することが出来

た．しかし，現在はホームページが新しくなった模様で環境方針を確認ができないため，

現在の横浜 FC ホームページのトップページのスクリーンショットを記載する． 


