
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなと環境にやさしい事業者会議事務局 

運営業務委託報告書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

みなと環境にやさしい事業者会議 事務局運営業務報告書 

 

 

 

１ 実施期間 

   2021 年 4月 1 日～2021 年 6 月 30 日（第１四半期） 

 

２ 実施内容 

 （1）会員事業者対応業務 

・ 港区立エコプラザ内にみなと環境にやさしい事業者会議事務局を設置し、日常的に会員事業

者との連絡調整、相談等の業務を行った。 

・本年度の会員継続確認資料を作成し、前年度の全会員事業者（58 社）にメール及び電話にて

継続確認を行った。  

・ 会員事業者数は 54 社（6 月 30 日(水)現在）となっている。 

 

 （2）総会・幹事会の開催運営業務 

①総会 

2021 年 5月 19 日（水）総会・第１回 mecc セミナー オンライン配信 ［資料 1］ 

    ・ 新型コロナウイルス感染症の影響で総会をオンライン配信とした。オンライン開催のため、

決議については事前決議とし、2020 年度年次報告と 2020 年度決算報告、2021 年度事業計

画案、2021 年度予算案についてすべて承認された。 

②幹事会 

＜第 1 回幹事会＞ 2021 年 4 月 22 日（木）［資料 2］ 

＜第 2 回幹事会＞ 2021 年 5 月 25 日（火）［資料 3］ 

＜第 3 回幹事会＞ 2021 年 6 月 30 日（水）［資料 4］ 

 

（3）事業計画運営業務 

① エコライフ・フェア MINATO2021 準備作業（5月 22 日開催予定だったが中止） 

② 2021 年度 第 1回みなと SDGs（6 月 15 日（火）開催）［資料 5］ 

③ キャンドルナイト協賛（6 月 20 日(日)オンラインにて開催）［資料 6］ 

・上記企画の広報周知を会員事業者へのメーリングリストにて行った。 

④ 第 1 回 mecc ツアー（6月 23 日（水）開催）［資料 7］ 

⑤ mecc ファーム農業体験ツアー準備作業（7 月 10 日（土）開催予定） 

・上記企画（農業体験と mecc ファームの見学）の広報周知を mecc ホームページ、会員

事業者へのメーリングリストにて行った。 

⑥ mecc ファーム 野菜即売会準備作業（7月 12 日(月)〜14 日(水)開催予定） 

・上記企画の広報周知を会員事業者へのメーリングリストにて行った。 

⑦ 打ち水大作戦準備作業（7 月 26 日（月）～8 月 14 日（土）開催予定） 

⑧ みなとクリーンアップ 大作戦準備（9月 11 日（土）開催予定） 

 



 

 （4）経理業務 

   ・ 会計監事による会計監査を 4月 20 日に受けた。 

   ・みなと環境にやさしい事業者会議の決算とりまとめ及び会計事務を随時行った。 

 

 （5）会員事業者獲得業務 

   ・ テレビ東京、報知新聞、2社から問い合わせをいただき、往訪し、mecc の活動紹介を行った。 

 

 

 

 

 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

［資料１］  

 2021 年度 mecc 総会 第 1 回 mecc セミナー 実施報告 

 

 「未来をつくる道具 わたしたちのSDGs」 
 

日   時：2021年5月19日（水）15時00分～16時45分 

会   場：港区立エコプラザ zoom、Youtubeにてオンライン配信 

講   師：博報堂  川延 昌弘氏 

参 加 者：事前表決書 54会員事業者（事案はすべて賛成） 

      配信 zoom 43名 Youtube 13名 合計56名観覧 

  

オンラインにて、総会を開催しました。武井港区長、小柳津港区副区長（mecc会長）はエコプラザにお越し

いただき、それぞれご挨拶をいただきました。オンラインでの総会のため、事前表決書をもとに、すべての事案

について会員事業者から賛成をいただき、すべての事案は可決されました。 

新規会員事業者紹介では、東急不動産、一般社団法人竹芝タウンデザインにご挨拶いただき、meccに加

入するメリットと環境への取組みをご紹介いただきました。 

第1回のmeccセミナーは、博報堂 川延昌弘氏をお招きして「未来をつくる道具 わたしたちのSDGs」 を 

テーマに講演をいただきました。 

 

 

 

  



 

［資料 2］         みなと環境にやさしい事業者会議 

2021 年度 第 1 回 幹事会議事録 
 
日  時：2021 年４月 22 日（木）16 時 00 分～17 時 00 分 
場  所：港区立エコプラザ 3F 会議室 
出 席 者：鹿島建設（秋葉氏）、東京ガス（堀田氏）、明治学院大学（岩本氏）、港区、事務局 
オンライン出席：カワセ印刷（川瀬氏）、明治学院大学（山田氏）、森永乳業（山本氏、久芳氏） 
 
 
１.報告／共有事項 

(1) 会員継続状況について 

事務局より会員継続状況について報告を行いました。 

・NEC が退会とのことですが、監査をお願いしている NEC キャピタルソリューションとは影響が

ありますか？（堀田氏） 

→別会社になりますので、監査に影響はありません。（事務局） 

(2) 2020 年度会計監査について 

事務局より 2020 年度会計監査について報告を行いました。 

→4 月 20 日に NEC キャピタルソリューション、港区同席のもと会計監査を行い、添付の内容(資

料２：会計決算書)で確認が取れております。（事務局） 

(3) エコライフ・フェアの実施について 

事務局よりエコライフ・フェアの実施について報告を行いました。 

→緊急事態宣言が発令される可能性があり、現在開催は確定しておりません。決定次第ご連絡い

たします。（事務局） 

(4) エコライフ・フェアの野菜配布について 

事務局よりエコライフ・フェアの野菜配布について報告を行いました。 

→らでぃっしゅぼーや様から野菜を提供いただけることになりました。前日に受け取りに行く予

定です。（事務局） 

・野菜の販売は例年とても混み合うので、新型コロナ感染症の密対策を考えた方が良いと思いま

す。（秋葉氏） 

→開会の副区長挨拶まではテントの幕を閉めておき、テント内も一方通行を考えています。待機

列に関しては実行員の方々と連携し行う予定です。（事務局） 

 

 

2.討議事項 

(1) 第 1 回みなと SDGs について 

事務局より第 1回みなと SDGs について説明し、討議を行いました。 

・みなと SDGs は全４回だったと思いますが、3回になりましたか？（堀田氏） 

→通常のセミナーは３回にさせて頂き、４回目を特別講演として著名な方をお呼びし、1 月の

meccEXPO 期間中に開催する予定です。（事務局） 

(2) 2021 年度総会について 



 

事務局より 2021 年度総会について説明し、討議を行いました。 

→5 月 19 日に開催予定で準備を進めておりますが、緊急事態宣言が発令される可能性がありま

す。総会開催日はこのままで良いかご判断頂きたいです。また、総会資料の発送についてです

が、現在リモートワークで会員の方々の出社率が低く、ゴールデンウィークを挟むこともあり

紙資料が総会までに手元に届かない可能性があります。ペーパーレス対応で、今年度は資料を

メールでお送り出来ればと考えておりますがいかがでしょうか？ご検討お願いいたします。

（事務局） 

・議決の返信が必要なので、紙もあった方が良いと思います。（堀田氏） 

・在宅の方も多いと思うので、メールで良いと思います。（秋葉氏） 

・資料の行き違いになる可能性が高いので、担当者に直接届くメールが良いと思います。（久芳

氏） 

→ご検討ありがとうございます。では、総会資料は各担当者へメール対応とさせて頂きます。mecc

レポートは従来通り郵送で配布いたします。（事務局） 

・総会の日程ですが、資料もメール対応ですしオンライン中継もあるので、後ろ延ばしにしなく

ても良いと思います。（秋葉氏） 

・区長、副区長のスケジュールは 5 月 19 日で手続きができております。（港区） 

→では、総会は予定どおり 5 月 19 日開催で進めさせて頂きます。（事務局） 

(3) キャンドルナイト協賛について 

事務局よりキャンドルナイト協賛について説明し、討議を行いました。 

→mecc15 周年事業として、増上寺にブース出展とキャンドル展示を行い広報する予定でいまし

たが、今年もオンラインでの開催が決定しました。15 周年事業で予算を組んだものですが、

今年度は見送り、新型コロナ感染症が落ち着き増上寺で来客イベントになった際に改めて参加

するか、今年度オンライン協賛とするかご検討頂きたいです。参考として昨年の実績ですが、

キャンドルづくりのワークショップに協賛し、2日間で約 2,300 回の視聴があり認知拡大とな

りました。また、今年度は「世界難民デー」と重なりコラボレーション企画もあるそうなので

視聴者数も増えると思われます。（事務局） 

・昨年と同じ価格で実施予定ですか？（秋葉氏） 

→昨年は 30 万円の予算を立てていましたが、オンラインとなり半額の 15 万円で実施しました。

先方に協賛金の規定がないので、こちらからの提示額で検討頂く形になります。（事務局） 

・昨年は新型コロナ感染症の影響で中止となった事業がたくさんあり、予算を使えなかったもの

もあります。資金が無いわけではないので、使えるところには出していく形でも良いと思いま

す。（秋葉氏） 

→では、今年度もオンライン協賛とし、キャンドルナイト実行委員会と効果的な PR 方法と協賛

金について検討し、後日ご報告いたします。（事務局） 

 

 

3.資料 

(1) 会員継続状況資料 

(2) 2020 年度 会計決算書 

(3) 第１回みなと SDGs 開催概要書 



 

(4) 総会案内状 

(5) 総会 第２号事案 収支報告資料 

(6) 総会 第３号事案、第４号事案資料 2021 年度 事業計画書及び収支予算書 

 

 

4.情報共有 

(1) 会員事業者の交流の場について 

・新型コロナ感染症の影響はまだ続きそうです。昨年を参考にすると秋頃には人を集めたイベン

トも出来そうですが、夏場までは難しいかもしれません。長く続く閉鎖的な状況から会員の

方々の疲弊感も強いと思います。mecc でオンライン飲み会など息抜きの場を提供し、情報交

換できる機会を作るのはいかがですか？（川瀬氏） 

→残念ながら会員事業者同士の横のつながりが薄れた１年だったと思います。個別にはオンライ

ンで状況のヒヤリングなどを行っていましたが、全体に呼びかけ機会を作るのもいいかもしれ

ません。（事務局） 

・コロナ禍で事業者が出来たこと、出来なかったこと、お悩み相談などをシェアする場になると

良いと思います。（秋葉氏） 

→まずは分科会としてキックオフ出来ればと思います。各事業者へヒヤリングを行い、ご報告い

たします。（事務局） 

(2) 次回幹事会 2021 年 5 月 25 日(火) 港区立エコプラザにて 

 

 

 

 以 上 

 

  



 

［資料 3］         みなと環境にやさしい事業者会議 

2021 年度 第 2 回 幹事会議事録 
 
日  時：2021 年 5 月 25 日（火）16 時 00 分～17 時 00 分 
場  所：港区立エコプラザ 3F 会議室 
出 席 者：鹿島建設（秋葉氏）、東京ガス（堀田氏）、港区、事務局 
オンライン出席：カワセ印刷（川瀬氏）、明治学院大学（山田氏）、森永乳業（久芳氏）、森ビル（浅野

氏） 
 
 
１.報告／共有事項 

(1) 総会事前表決書・参加状況について 

事務局より総会事前表決書・参加状況について報告を行いました。 

→本年度はオンライン開催となりましたが、当日の視聴者数は、Zoom43 名、YouTube13 名と多く

の事業者様にご参加を頂きました。また、新規会員事業者の紹介もすることが出来ました。（事

務局） 

・講演会は SDGs 全体の話も聞けて良かったです。動画のアーカイブ配信はありますか？（川瀬

氏） 

→動画のアーカイブ配信は NG が出ております。抜粋版になりますが PDF 資料をご準備頂いてい

ますので、入手次第展開いたします。（事務局） 

(2) エコライフ・フェアについて 

事務局よりエコライフ・フェアについて報告を行いました。 

→緊急事態宣言の延長により５月の開催は中止となりました。秋以降に代替え案としてオンライ

ン開催を検討しているそうです。mecc はオンラインでも引き続き参加を希望したいと考えて

います。（事務局） 

(3) キャンドルナイト協賛について 

事務局よりキャンドルナイト協賛について報告を行いました。 

→6 月 20 日にオンライン開催することが決定しました。mecc では予算 15 万円を計上し協賛予

定です。（事務局） 

・オンラインとのことですが、協賛枠の放送時間は何時頃になりますか？（秋葉氏） 

→現在調整中ですが、15 時〜消灯を呼びかける 19 時頃の間になると思います。（事務局） 

・当日の収録は高木が立ち会う予定です。幹事の皆様でご参加希望の方がいましたらお知らせく

ださい。（事務局） 

 

 

2.討議事項 

(1) 第 1 回 mecc ツアーについて 

事務局より第 1回 mecc ツアーについて説明し、討議を行いました。 

・スタート時間が 13 時とありますが、時間の指定があったのでしょうか？昼の時間を使って移

動しなくてはならない方もいると思うのでもう少し遅くても良いと思いました。（堀田氏） 



 

→開始時間は、当日ご案内頂く方のご都合に合わせこの時間になりました。（事務局） 

・順路ですが、スキップテラスを歩いて見学する形になりますか？どこかスペースを借りて座学

をする場合は三密を避けるため定員の確認が必要だと思いました。（浅野氏） 

→各施設はツアー形式で徒歩となります。座学の予定はありません。（事務局） 

・今回は新規会員事業者の協力で出来るツアーです。概要書にそれぞれのエリア担当者が案内す

る旨を入れると効果が高いと思います。（浅野氏） 

→承知いたしました。（事務局） 

(2) mecc 農業体験ツアーについて 

事務局より mecc 農業体験ツアーについて説明し、討議を行いました。 

・今回も大型バスで行きますか？（秋葉氏） 

→申し込み人数にもよりますが、基本的には定員の半数くらいの乗車率にし、ソーシャルディス

タンスを保ち移動する予定です。（事務局） 

・参加費ですが、移動のバス代が込みであり、現地集合・解散でも同額になることを記載してく

ださい。また、昼食に BBQ があることや、野菜のおみやげがあったかと思うので持ち帰り用の

エコバックを持参いただくアナウンスも入れた方が良いと思います。（秋葉） 

  →承知しました。（事務局） 

  ・6月は梅雨の時期でもあります。雨天決行ですか？（浅野氏） 

  →雨は決行、台風のような荒天の場合は中止の予定です。（事務局） 

  ・雨を想定するなら、長靴や軍手、カッパなど mecc で用意するものと、参加者で準備・持参頂く

ものを案内した方が良いと思います。（浅野氏） 

→承知いたしました。協力頂くベジリンクさんにも備品の確認をします。（事務局） 

(3) mecc ファームについて 

事務局より mecc ファームについて説明し、討議を行いました。 

→新橋駅前 SL 広場前で収穫した野菜を販売予定です。新型コロナウイルス感染症の影響で SL 広

場が使えない場合や、野菜が売れ残った場合は、昨年のように会員事業者へ配布しようと考え

ています。（事務局） 

  ・7 月 10 日（土）に行う農業体験ツアーと関連したものなので、企画タイトルを揃えて告知した

方が良いと思います。また、日程もツアーが先の方が参加者にも企画意図が伝わるのではない

でしょうか？（浅野氏） 

  ・同感です。自分たちが採った野菜が販売される方が参加しがいがあると思います。日程は変更

できますか？また売上目標はありますか？（川瀬氏） 

  →mecc ファームの日程を変更できるか確認してみます。SL 広場前が難しい場合はハマサイトやエ

コプラザなど別の会場も検討したいと思います。また売上目標ですが、本事業の予算が 30 万

円です。とうもろこしは通常１本 200 円で販売しているそうです。とうもろこしの収穫予定は

2,000 本ですが、昨年のように天候に収穫量が左右され 200 本前後になる可能性もあります。

まずは 40万円を目標とし、売上は寄付金として積み立てます。（事務局） 

  ・野菜販売の際、会員事業者にボランティアでお手伝いいただく場合は、お土産をつけるのはど

うですか？（堀田氏） 

  →ご協力頂いた方には野菜をお渡ししたいと思います。（事務局） 

 



 

3.資料 

(1) 総会 実施報告書 

(2) キャンドルナイト協賛 施策ついて 

(3) 第 1 回 mecc ツアー 概要書 

(4) mecc 農業体験ツアー 概要書 

(5) mecc ファーム 概要書 

 

 

4.情報共有 

(1) 今年度事業について 

・今日議題に上がった事業は、緊急事態宣言が延長された場合どうしますか？（川瀬氏） 

→前半の事業は屋外イベントになります。基本的には全て開催予定でいますが、状況次第で可否

のご相談をいたします。（事務局） 

(2) みなと打ち水大作戦について 

→6 月 2日（水）に打ち水協会との打ち合わせがあります。mecc としては本年度も打ち水事業を

行う予定でいますので、進捗しましたらご報告いたします。（事務局） 

(3) 次回幹事会 2021 年 6 月 30 日(水) 港区立エコプラザにて 

 

 

以 上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

［資料 4］         みなと環境にやさしい事業者会議 
2021 年度 第 3 回 幹事会議事録 

 
日  時：2021 年 6 月 30 日（火）16 時 00 分～17 時 00 分 
場  所：港区立エコプラザ 3F 会議室 
出 席 者：カワセ印刷（川瀬氏）、東京ガス（堀田氏）、港区、事務局 
オンライン出席：鹿島建設（秋葉氏）、森永乳業（久芳氏）、森ビル（浅野氏） 
 
 
１.報告／共有事項 

(1) 第 1 回みなと SDGs 実施報告について 

事務局より第 1回みなと SDGs について実施報告を行いました。 

→今回、会員 10 事業者計 16 名の参加がありました。エコプラザ側の一般参加と合わせると約 40

名の参加があり好評だったと感じています。エコプラザ側の集計を確認し後日正式な参加者数

を報告いたします。（事務局） 

・当日参加しましたが、みんな電力の顔が見える活動がとても良いと思いました。（堀田氏） 

(2) mecc ツアー 実施報告について 

事務局より mecc ツアーについて実施報告を行いました。 

・当日参加しましたが、ビル環境の先進的な取組みが多くありました。海辺の環境づくりは竹芝

エリアの新たな事例として育っていくと感じました。（浅野氏） 

(3) mecc ファーム野菜販売会について 

事務局より mecc ファーム野菜販売会について報告を行いました。 

→販売会場として予定していた新橋駅前の SL 広場が新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点

から使用できなくなりました。現在会員事業者でもある文化放送の１Fにある広場で実施でき

ないか打診しています。同様に会場が使用できない場合は、昨年と同じく会員事業者へ配布し

たいと思います。（事務局） 

・開催まであまり日数がありません。文化放送の返事はいつ頃になりますか？（浅野氏） 

→来週中には判断頂ける予定です。（事務局） 

・先方の都合もあるので、日程が変わる可能性もありますか？（浅野氏） 

→その可能性もあります。返事がきましたらご報告いたします。（事務局） 

(4) mecc ファーム農業体験ツアー参加状況について 

事務局より農業体験ツアー参加申込み状況について報告を行いました。 

・現在大人 16 名、子ども 6 名、計 22 名の申し込みを頂いています。バスは 45 名乗りですが感

染症対策として定員が半数となりますので。運営側の人数も含め現状の申し込み者で実施確定

としたいと思います。（事務局） 

 

 

2.討議事項 

(1) みなと打ち水大作戦について 

事務局よりみなと打ち水大作戦について説明し、討議を行いました。 



 

→当日使用する水ですが、芝浦水再生センターから非常事態宣言が発令された場合は水の提供

はしないとの返答がありました。もう少し状況を見守りたいと思います。（事務局） 

→今年度は 4 会場を予定しております。東京ポートシティ竹芝、日比谷通り、ハマサイト会場は

日時の確認が取れています。お台場会場は、お台場まちづくり協議会から共同開催の打診を頂

きましたが、実施場所のペデストリアンデッキが東京オリンピック・パラリンピックの会場エ

リアとして日本オリンピック委員会に借り上げられているため、別途使用の許諾確認を行って

いるところです。使用許可が下りなかった場合は赤坂会場にしたいと思います。 

・お台場会場に例年参加している会員事業者はどこですか？（川瀬氏） 

→サントリー・ホールディングスです。（事務局） 

・予定日がお盆期間なので、会員事業者も夏季休暇の可能性があると思いました。（川瀬氏） 

→お台場会場は、会員事業者の他に近隣にあるグランド日航ホテル、ジョイポリスにも参加頂い

ています。また観光地でもあるため当日の一般参加もとても多いです。今回はまちづくり協議

会からの打診でもあるので可能であれば共同で実施したいと考えています。（事務局） 

・日比谷とお台場で道路使用許可証の費用が違うのはなぜですか？（堀田氏） 

→日比谷は警察署、お台場は東京港管理事務所と申請する場所が違うためです。（事務局） 

(2) みなとクリーンアップ大作戦について 

事務局よりみなとクリーンアップ大作戦について説明し、討議を行いました。 

→例年参加頂いている事業者にはヒヤリングを行い概ね参加の希望を頂いています。（事務局） 

・これは事業者単位の申し込みになりますか？人数制限はありますか？（堀田氏） 

  →事業者単位で申し込みを頂いていますが、人数制限はありません。お一人で参加される方もい

ます。（事務局） 

  ・場所は浜松町駅周辺ですか？（浅野氏） 

  →エコプラザを中心に、浜松町駅周辺になります。（事務局） 

  ・新型コロナウイルス感染症の感染状況で中止になる場合があることを明記しておいた方が良い

と思います。（堀田氏） 

→承知いたしました。（事務局） 

 

 

3.資料 

(1) 第 1 回みなと SDGs 実施報告書 

(2) mecc ツアー 実施報告書 

(3) 打ち水大作戦 概要 

(4) みなとクリーンアップ大作戦 概要 

(5) ごみ拾い SNS ピリカ 資料 

 

 

4.情報共有 

(1) ごみ拾い SNS ピリカについて 

→港区版ウェブページを 7 月中旬頃開設します。利用登録していただき、会員事業者様の環境美

化活動にご活用いただければ幸いです。（港区） 



 

(2) みなと区民まつり(10 月 9 日（土）〜10日（日）)中止について 

→みなと区民まつりの中止が決定しました。（事務局） 

・準備期間を踏まえ中止の判断に至りました。11 月 23 日（火）のみなとシティハーフマラソン

は実施予定です。（港区） 

→マラソンは 30万円の予算計上をしており、3名の参加枠があります。スポ GOMI 拾い大会の賞

品にする予定です。（事務局） 

・またエコライフ・フェア MINATO の実施代替えについて出展者のヒヤリングと予算を擦り合わ

せながら検討しています。（港区） 

(3) 次回幹事会 2021 年 7 月 28 日(水) 港区立エコプラザにて 

 

 

 以 上 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

［ 資 料 5 ］           

 

 

 

2021 年度 第 1回 みなと SDGs 

「再生可能エネルギーと社会」実施報告 

 

日   時：2021 年 6月 15 日（火）18 時 00 分～20 時 00 分 

会   場：港区 エコプラザ  

ファシリテーター： SDGs ライター松尾 沙織 氏 

登壇者：DEPT Company 代表 eri｜えり氏  

みんな電力株式会社 社長室プロジェクト推進 1チーム 長島 遼大氏 

世界自然保護基金（WWF）ジャパン 気候・エネルギーグループ 市川 大悟氏 

参加事業者：アクセンチュア、NEC キャピタルソリューション、NJS、竹芝タウンデザイン、東京ガス、

PHC、港区、明治学院大学、森ビル、リコージャパン 合計 16 名 

 

第1回みなとSDGsは、コロナ禍の影響により、オンラインにて開催をしました。2021年度最初のテーマ

は「再生可能エネルギーと社会」と題して、3名の方に講演をいただきました。 

最初は、パワーシフトアンバサダーの eri 氏。パワーシフト・キャンペーンは、再生可能エネルギー

を使用する事に賛同する市民団体や、ネットワーク、個人などが連携する取組みです。 

eriさんは、パワーシフトアドバイザーとしてSNSやメディアを使って、再生可能エネルギーを選ぶ人

が増えるよう、情報の発信をしていました。他にもアーティストや多彩な業種の方がそれぞれの立場

や表現で再生可能エネルギーの訴求を行っていました。電気会社を変えることは簡易なことやサステ

ィナブルにつながることを積極的に発信していました。次に、みんな電力・長島氏から講演いただき

ました。みんな電力さんは、電気の生産者がわかり、顔が見える安心と持続可能な世界を目指してい

ます。また、顔が見えることで電気購入者が応援したい発電所を選べる国内では唯一の電力小売プラ

ットホームが特徴です。選ぶだけでなく、電力の生産地を第2の故郷として身近に感じられるようにツ

アーや結びつけるイベントなども行っていました。 

最後に WWF・市川氏から講演をいただきました。再エネの普及状況と課題では、環境への負荷と場所

選ぶことが困難な状況を学びました。ゾーニングマップは、再エネを普及させるために必要な場所を

選定する材料です。地域の方々の理解を深めるとともに、地域の価値を高めることが大切であると説

明されました。 



 

［資料 6］          みなと環境にやさしい事業者会議 

100 万人のキャンドルナイト 2021 世界難民の日 特別配信 

「100 万人のキャンドルナイト with UNHCR WILL2LIVE Music 2021」 実施報告書 

 

日   時：2021年6月20日（日）15時00分～、18時30分〜 

会   場：オンライン ライブ配信 

観 覧 数：奥田シェフの夏野菜料理教室 当日122名、アーカイブ767回（2021/7/9現在） 

協賛プログラム：食材まるごと使い切り「奥田シェフの夏野菜料理教室」supported by mecc  

「100 万人のキャンドルナイト with UNHCR WILL2LIVE Music 2021」に協賛しました。今年のライブ配信は、

UNHCR（世界難民の日）と共催でした。mecc は、奥田シェフの夏野菜料理教室への協賛と当日、ライブ配信

に事務局が登壇し、mecc の活動を訴求しました。当日の配信は、3,000 名以上が視聴を行なっていました。 



 

 



 

［資料 7］              2021 年度 第 1 回 mecc ツアー 実施報告 

「竹芝地区再開発／国家戦略特区の環境事例を学ぶ」 

 

日   時：2021 年 6 月 23 日（水）13 時 00 分〜15 時 30 分  

場   所：東京ポートシティ竹芝(竹芝新八景)、ウォーターズ竹芝(竹芝干潟) 

協   力：東急不動産、竹芝タウンデザイン 

参加事業者：ソニー・ミュージックエンタテインメント、竹芝タウンデザイン、東急不動産、西松建設、港区、   

森ビル、リコージャパン 計 19 名 

 

 

第 1 回 mecc ツアーを行いました。東京ポートシティ竹芝は施設の 2〜6 階部分に緑に囲まれた憩いの空間と

してスキップテラスを整備し、施設全体の環境負荷の低減や都市の生物多様性に貢献しています。今回は生

物多様性保全に取り組んだ「空・蜂・水田・菜園・香・水・鳥・雨」の８つの景からなる「竹芝新八景」を見学しま

した。 

水田や菜園は夏に向け小さな実をつけ始めていました。今後は田植えや収穫などのワークショップの実施や、

収穫した野菜を施設内のレストランへ提供し循環させて行くそうです。また、養蜂も行っていることから施設内

の植栽は全て無農薬で栽培し、人の手を使った細かなメンテナンスが実施されていました。また、スマートシテ

ィプラットフォームとして、各所に AI カメラが設置され商業店舗やワークスペースの混雑具合がアプリで分かる

ようになっていました。緑豊かな環境の中に最新のスマート技術を使った事例も見ることが出来ました。 

 

ウォーターズ竹芝は「水辺を活かした街づくり」として商業施設の他、船着場や環境の保全と再生を目指した

「竹芝干潟」を開設し、都市の生物多様性とウェルネスに貢献しています。 

干潟は開設当初、生物を持ち込まず目指す環境づくりに近い植物や岩、砂などの設置を行うことから始め、約

１年が経った今では絶滅危惧種のハゼや、カニや二枚貝などの生育が確認されるなど、生物多様性の循環が

出来つつあるそうです。現在は教育・研究機関と連携しながら調査や環境活動を行い、市民参加型の「干潟

マイスター講座」など地域連携にも取り組んでいました。また、マイクロプラスチックやダストオイルの問題にも

触れ「干潟に漂着したゴミを見ると、今環境にどのような問題が起きていて、何に取り組むべきか課題が分かる」

という言葉がとても印象に残りました。 

 

参加者からは「都市型の生物多様性の事例を多く見ることが出来て参考になった」、「干潟の取組みは、一企

業がどのようなサポートができ協働していけるか考えてみたいと思った」、「今回のコースは、港区の新たな環

境保全モデルコースとして発展できるのではないか」という声をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

みなと環境にやさしい事業者会議 事務局運営業務報告書 

 

 

 

１ 実施期間 

   2021 年 7月 1 日～2021 年 9 月 30 日（第 2 四半期） 

 

２ 実施内容 

 （1）会員事業者対応業務 

・ 港区立エコプラザ内にみなと環境にやさしい事業者会議事務局を設置し、日常的に会員事業

者との連絡調整、相談等の業務を行った。 

・ 会員事業者数は 56 社（9 月 30 日(木)現在）となっている。 

 

 （2）幹事会の開催運営業務 

①幹事会 

＜第 4 回幹事会＞ 2021 年 7 月 28 日（水）［資料 1］ 

＜第 5 回幹事会＞ 2021 年 8 月 27 日（金）［資料 2］ 

＜第 6 回幹事会＞ 2021 年 9 月 28 日（火）［資料 3］ 

 

（3）事業計画運営業務 

① mecc ファーム農業体験ツアー（7 月 10 日（土）開催）［資料 4］ 

② mecc ファーム 野菜配布作業（7 月 20 日(火)〜22 日(木・祝)、26 日（月）〜28 日（水）

開催）［資料 5］ 

③ みなとクリーンアップ大作戦 2021（9 月 11 日（土）開催）［資料 6］ 

④ 2021 年度 第 2回みなと SDGs（9 月 14 日（火）開催）［資料 7］ 

 

 （4）経理業務 

   ・みなと環境にやさしい事業者会議の会計事務を随時行った。 

 

 

 （5）会員事業者獲得業務 

   ・ シナネンホールディングス、三菱 UFJ 銀行 虎ノ門支店、東京メトロエージェンシー 

3 社から問い合わせをいただき、往訪し、mecc の活動紹介を行った。 

シナネンホールディングス、三菱 UFJ 銀行 虎ノ門支店は入会となった。 

 

 

以 上 
 
 



 

［資料１］        みなと環境にやさしい事業者会議 

2021 年度 第 4 回 幹事会議事録 

 

 

日  時：2021 年 7 月 28 日（水）16 時 00 分～17 時 00 分 

場  所：エコプラザ 3 階 会議室 

出 席 者：カワセ印刷（川瀬氏）、東京ガス（堀田氏）、港区、事務局 

オンライン出席：鹿島建設（秋葉氏）、森永乳業（久芳氏）、森ビル（浅野氏）、明治学院大学（山田氏） 

 

1.報告／共有事項 

(1) キャンドルナイト実施報告 

事務局よりキャンドルナイトの実施報告を行いました。 

・協賛金の金額については、メーリングリストにて承認いただいております。（事務局） 

 

(2) mecc ファーム 農業体験ツアー実施報告 

事務局より mecc ファーム 農業体験ツアーの実施報告を行いました。 

  ・梅雨の時期ですが、晴天に恵まれました。自分の手で体験することで充実した時間 

になりました。普段できない体験を出来たことは非常に良かったと思います。（浅野氏） 

 

2.討議事項 

（1）打ち水 実施中止・キャンセルフィーについて 

事務局より打ち水実施中止とキャンセルフィーの説明を行いました。 

・実施中止の代案として、打ち水特製てぬぐいを無料で配布します。発送することで環境意識啓発に結

びつけたいと思います。（事務局） 

 

（２）2021 年度 第 2 回 みなと SDGs について 

事務局より 2021 年度 第 2 回 みなと SDGs 概要について説明を行いました。 

・今回は明治学院大学の教授がお世話になります。本学の学生を含めリマインドを 

 させていただき、参加を促したいと思います。（山田氏） 

 

（3）スポ GOMI 大会 in みなとについて 

事務局よりスポ GOMI 大会 in みなとの概要について説明を行いました。 

・コロナの影響によって、新橋 SL 広場の使用中止条件などはありますか？（堀田氏） 

→港区の判断となると思いますが、開催する方向で考えております。（事務局） 

→現段階ではイベントの中止を求められていません。スポ GOMI 大会は参加者が特定されることもあり問

題ないと思います。（港区） 

 

 

 

 



 

3.資料 

(1) キャンドルナイト実施報告書 

(2) mecc ファーム 農業体験ツアー実施報告書 

(3) 打ち水予算書・キャンセルフィー確認表 

(4) 2021 年度 第 2 回みなと SDGs 実施概要書 

(5) スポ GOMI 大会 in みなと実施概要書 

 

 

4.情報共有 

（1）今後の mecc 活動について 

  9 月 11 日（土）みなとクリーンアップ 大作戦 

  9 月 14 日（火）2021 年度 第 2 回みなと SDGs 

  10 月 15 日（金）16 日（土）17 日（日）企業と環境展 

  10 月 23 日（土）スポ GOMI 大会 in みなと 

  11 月 23 日（火・祝）みなとシティハーフマラソン 

 

（2）次回幹事会 

  2021 年 8 月 27 日（金） 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

［資料 2］                    みなと環境にやさしい事業者会議 

2021 年度 第 5 回 幹事会 

 

 

日  時：2021 年 8 月 27 日（金）16 時 00 分～17 時 00 分 

場  所：エコプラザ 3 階 会議室・オンラインにて 

出 席 者：港区、事務局 

オンライン出席：東京ガス（堀田氏）、鹿島建設（秋葉氏）、森永乳業（久芳氏） 

森ビル（浅野氏）、明治学院大学（山田氏） 

 

 

1.報告／共有事項 

（1）港区地球温暖化対策報告書制度について（港区 桐本氏） 

港区・桐本氏より地球温暖化対策報告書制度について説明を頂いた。 

・各事業者に依頼状などお送りしていますでしょうか。（秋葉氏） 

→現在、状況把握を行なっておりますので、来月以降にお願いする予定です。（桐本氏） 

→鹿島建設への依頼状は秋葉までお送りください。よろしくお願いします。（秋葉氏） 

 

（2）mecc ファーム 野菜配布 実施報告 

事務局より、mecc ファーム 野菜配布について実施報告を行いました。 

 

（３）新規会員事業者 紹介 

事務局より新規会員事業者シナネンホールディングス様のご紹介を行いました。 

 

 

2.討議事項 

（1）みなとクリーンアップ大作戦 開催について 

事務局よりみなとクリーンアップ大作戦の緊急事態宣言中の開催について説明を行いました。 

 

（2）企業と環境展 開催について 

事務局より企業と環境展オンライン開催について説明を行いました。 

・会場の提供を行なっておりますが、コロナ前の様なイベントは行なっておりません。 

リアルでの開催は可能ですが、社会情勢的には、昨年の状況よりも厳しい状況になっていると思います。

昨年オンラインでの実績もあるので、オンラインで開催してもよいと思います。（浅野氏） 

 

・森ビルが『街育』を開催していますが、オンラインです。 

内容は、花の種を送って、オンラインで概要の説明を行い、ご自身でお花を育ててもらっています。 

しいけた栽培は、企業と環境展だけでなく、meccEXPO に展示するなど新しい活動につながると思いま

す。また mecc を知っていただく良い機会になると思います。（浅野氏）  

 



 

・お子様向けのオンラインコンテンツが難しいことがわかりました。しいたけ栽培などは形に残るので、良

いのではないでしょうか。（山田氏） 

・食育などのコンテンツは、小学校向けに行なっていますがリアルは受入れられない状況です。その中で

も、オンラインで提供できるコンテンツがあることは非常に良いことだと思います。（久芳氏） 

 

 

 

 

3.資料 

（1）港区地球温暖化対策報告書制度チラシ 

（2）mecc ファーム 野菜配布 実施報告書 

（３）新規会員事業者紹介文 

（4）企業と環境展 開催概要書 

 

 

4.情報共有 

次回幹事会 2021 年 9 月 28 日（火）16:00〜 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

［資料 3］                   みなと環境にやさしい事業者会議 

2021 年度 第 6 回 幹事会議事録 

 

日  時：2021 年 9 月 28 日（火）16 時 00 分～17 時 00 分 

場  所：港区立エコプラザ 3F 会議室 

出 席 者：カワセ印刷（川瀬氏）、港区、事務局 

オンライン出席：鹿島建設（秋葉氏）、東京ガス（堀田氏）、明治学院大学（山田氏）、 

森永乳業（久芳氏）、森ビル（浅野氏） 

 

 

１.報告／共有事項 

（1）みなとクリーンアップ大作戦実施報告について 

事務局よりみなとクリーンアップ大作戦について実施報告を行いました。 

 

（2）2021 年度 第 2 回 みなと SDGs 実施報告について 

事務局より 2021 年度 第 2 回 みなと SDGs について実施報告を行いました。 

・今回本校の猪瀬が登壇させて頂きました。とても有意義な場で今後も学内外でこのような活動を行い

たいと話していました。また幅広い世代が、それぞれの土地や環境でやれることをやっていくのが良

いと感じました。（山田氏） 

・学生が高い意識を持ち、机上の考えではなく現場に出て取り組む事例に、若い世代のパワーを感じま

した。（浅野氏） 

→事務局としても今回の企画で留まらず、学生とともに連携をとって活動を継続して行きたいと思いまし

た。（事務局） 

 

（３）新規会員事業者について 

事務局より新規会員事業者について報告を行いました。 

→新たに三菱 UFJ 銀行虎ノ門支店が入会されました。地域や事業者との繋がりを広げたいとのことです。

現在紹介用の原稿を依頼しておりますので、入手次第会員事業者へ展開いたします。（事務局） 

 

 

2.討議事項 

（１）スポ GOMI 大会 in みなと実施日程について 

事務局よりスポ GOMI 大会 in みなと実施日程について説明し、討議を行いました。 

→11 月の「みなとシティハーフマラソン」が中止となりました。今回、マラソン出場権を賞品としていまし

たが中止のため、開催日程を例年通り 11 月末に変更したいと考えております。９月末で緊急事態

宣言が解除されそうな動きですが、11 月であればもう少し感染状況が落ち着いていると考えていま

す。（事務局） 

→全会一致で 11 月 27 日(土)の開催となりました。 

 

 



 

（２）企業と環境展 しいたけ栽培日程について 

事務局より企業と環境展 しいたけ栽培日程について説明し、討議を行いました。 

→当初、しいたけ栽培キットを企業と環境展の実施日に合わせてお届けする予定でしたが、キットの納

入が遅れており間に合わなさそうです。後ろ倒しになりますが、キットの一般募集は 10 月 15 日(金)

の企業と環境展の中で告知させて頂き、11 月上旬にキットのお届け、約２週間で収穫できるので、1

月の meccEXPO で紹介する形で進めさせて頂きたいと思います。（事務局） 

・今年もオンラインになりましたが、実施は１日のみですか？（浅野氏） 

→はい。10 月 15 日のみとなります。（事務局） 

・視聴が Zoom と YouTube の２つがありますが、どちらでも良いのですか？（浅野氏） 

→はい。ご自身の環境に合わせてご視聴頂く形になります。ただし Zoom は 100 名までしか視聴ができ

ません。視聴者のログも Zoom しか取れないので、なるべく Zoom 優先で視聴を案内し、100 名を超

えた場合 YouTube に誘導するようにしたいと考えています。（事務局） 

 

 

3.資料 

（１）みなとクリーンアップ大作戦実施報告書 

（2）2021 年度 第 2 回 みなと SDGs 実施報告書 

（3）スポ GOMI 大会 in みなと実施概要書 

 

 

4.情報共有 

(1) 役職名の確認 

(2) 次回幹事会 2021 年 10 月 27 日(水) 港区立エコプラザにて 

 

 

 

 以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

［資料 4］          2021 年度 mecc 農業体験ツアー 実施報告 

「フードロスと農業体験」 

 

日   時：2021 年 7 月 10 日（土）9 時 30 分〜16 時 30 分  

場   所：千葉県山武市 たがやす倶楽部 完一農場内 mecc ファーム 

参加事業者：大人 15 名、子供 5 名 

協   力：ベジリンク 

 

今年度も mecc 農業体験ツアー「フードロスと農業体験」を開催しました。 

mecc ファームは化学肥料、農薬を一切使用せず、野菜を作っています。 

収穫体験では、生で食べられる白いトウモロコシ、人参やジャガイモを採りました。トウモロコシはその場で皮を

むいてそのまま食べることができます。ご両親に勧められても食べるのを嫌がっていた子どももご両親が「甘

い」、「美味しい」と食べているのを見て、食べてみたところ、その甘さに驚き、むしゃぶりついていました。 

昼食は畑で採れた無農薬野菜の料理。ビュッフェ形式で、何度もお代わりする方がいらっしゃいました。また、

山から切り出した竹で流しそうめんも行いました。大人も楽しみつつ、子どもは水に濡れることを気にせず、夢

中に楽しんでいました。 

最後は堆肥場見学。地元農家から出た落花生の殻などの野菜クズ、企業や食品工場から出た食品残渣を堆

肥化し、有機質資源として畑へ戻し循環させるという取組みが行われています。堆肥は発酵し、熱を発します

が、中心部分は 70 度まで上がり、心地いい暖かさがあります。堆肥の上に絨毯をしいて寝転んだり、農家さん

手作りのサウナルームに入って、温浴したりと楽しんでいました。 

参加者からは「野菜を食べる事を嫌いな子供が嬉しそうに野菜を食べており、来てよかった」「畑に感動し、自

然との循環について考えさせられる機会になった、自社でもできることはないか考えたい」という感想がありまし

た。新型コロナウイルス感染症拡大防止として、移動は大型バスを手配し、乗車時に都度手のアルコール消

毒を行い、ソーシャルディスタンスを図り、実施しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

［資料 5］                   2021 年度 mecc ファーム  

野菜配布 実施報告 

 

配布日時：2021 年 7 月 20 日（火）〜22 日(木・祝) 10 時 00 分〜19 時 00 分 （22 日のみ 17 時まで） 

     2021 年 7 月 26 日（月）〜28 日(水) 10 時 00 分〜19 時 00 分 

配布場所：港区立エコプラザ mecc 事務局 

配布内容：トウモロコシ(ピュアホワイト)約 700 本、ジャガイモ(キタアカリ、アンデスレッド、シャドークイーン)合計

240kg ※参考 2020 年トウモロコシ 500 本、じゃがいも 210kg 

参加事業者：オイシックス・ラ・大地、カワセ印刷、JAF、世界聖典普及協会、DSM、東京ガス、西松建設、博報

堂、三井倉庫ホールディングス、JT、文化放送、港区、森ビル、リコージャパン、ROSSO 計 15

事業者 

協    力：ベジリンク 

 

2020 年に会員事業者から好評いただいた「mecc ファーム」を 2021 年度も事業継続しました。 

今年こそは、収穫した野菜を新橋駅前 SL 広場にて販売予定でしたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止

のため中止となりました。そのため、今年も会員事業者へ配布を行いました。 

天候も良く、収穫量も上がり、多くの会員事業者へ配布をすることができました。 

    届いたじゃがいも３種類             届いたとうもろこし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       mecc 事務局に取りに来てくれました。      野菜を収穫し、出発する完一さん 



 

  

 

写真提供 JT 様                   写真提供  西松建設様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真提供 東京ガス様 

写真提供 世界聖典普及協会様 

 

                            

 

 

 

 

 

 

写真提供 DSM 様 

 



 

［資料 6］              みなとクリーンアップ大作戦 2021 実施報告書 

 

日   時：2021 年 9 月 11 日（土）9 時 30 分～10 時 45 分 

場   所：港区浜松町付近の道路 

参加事業者：昭和電工(2 名)、大林組(2 名)、NJS(2 名)、 

トヨタモビリティ東京(9 名)、シナネンホールディングス（4 名） 

       港区(1 名) 参加者合計 20 名 

主   催：みなと環境にやさしい事業者会議 

 

みなとクリーンアップ大作戦 2021 を開催しました。当日は小雨が降っていましたが、掃除をしている間に徐々

に天候が良くなり、1 時間で多くのゴミを拾うことができました。会員事業者からは、「コロナ禍で活動が出来な

い日々が続いているが、参加できて良かった」や「賛否あると思うが継続した活動は必要」との声がありました。 

活動を行った後は、mecc ファームで育てたじゃがいもをお土産として配布し、mecc ファームの訴求も行いまし

た。拾ったゴミは、可燃 14 袋、不燃 11 袋（1 袋 30L）でした。ピリカにも投稿し、多くのリアクションをもらいまし

た。 

当日は新型コロナウィルス感染症拡大防止策を徹底しました。 

 



 

［資料 7］     

 

 

 

2021 年度 第 2 回 みなと SDGs 

「学校の実施事例から SDGs アクションを考えよう！」実施報告 

 

日   時 2021年9月14日（火）18時00分～20時00分 

会   場：港区 エコプラザ  

ファシリテーター： SDGs ライター松尾 沙織 氏 

登壇者： 入江 遥斗氏（横浜国立大学/Design more.代表） 

猪瀬 浩平氏（明治学院大学教養教育センター 教授） 

高尾 みなみ氏、平塚 伊央里氏（聖心女子大学 はなはなSDGs） 

参加事業者：NJS、竹芝タウンデザイン、ベジリンク、明治学院大学、森ビル、（5事業者 合計17名） 

 

第2回みなとSDGsは、コロナ禍の影響により、オンラインにて開催をしました。 

今回のテーマは、「学校の実施事例からSDGsアクションを考えよう！」と題して、4名の方に講演をいただきまし

た。最初は、横浜国立大学/Design more.代表 入江氏から学校とSDGsの関係についてお話しをいただきまし

た。入江氏は、受験の一貫として、SDGsが暗記科目として扱われていくこと問題視していました。 

また、SDGsが流行ではなく、文化として根付くことの大切さや、子供から大人まで世代を超えてよりよいコンテ

ンツを作成し、SDGsを自分ごととして考えていくことの重要性をお話しされていました。2番目は、 

明治学院大学教養教育センター教授・猪瀬氏。明治学院大学では、明治学院大学グッズ売上の一部をボラ

ンティア活動を行う際の助成金として支援する制度があり、様々なチャレンジが行われているそうです。組織と

しての決定よりも個人や各部署レベルで考え活動していくことが大切であるとお話しいただきました。また、課

題を見つけ、実践と学びを繰り返すことでボトムアップし、個人から全体に広がっていくことの重要性をお話し

されました。最後は、聖心女子大学 はなはなSDGs 高尾氏と平塚氏。はなはなSDGsは、聖心女子大学で

SDGsを知らない人がいなくなることをモットーに設立された団体です。広報活動のためにプラカードやオリジ

ナルダンス、勉強会などを行うことで約8割の学生がSDGsを認知しているそうです。また、学内だけでなく、学

外でもワークショップや講演会を行っていました。 

 



 

 

みなと環境にやさしい事業者会議 事務局運営業務報告書 

 

 

 

１ 実施期間 

   2021 年 10 月 1日～2021 年 12 月 31 日（第 3 四半期） 

 

２ 実施内容 

 （1）会員事業者対応業務 

・ 港区立エコプラザ内にみなと環境にやさしい事業者会議事務局を設置し、日常的に会員事業

者との連絡調整、相談等の業務を行った。 

・ 会員事業者数は 56 社（12 月 31 日(金)現在）となっている。 

 

 （2）幹事会の開催運営業務 

＜第 7 回幹事会＞ 2021 年 10 月 27 日（水）［資料 1］ 

＜第 8 回幹事会＞ 2021 年 12 月 1 日（水）［資料 2］ 

 

（3）事業計画運営業務 

① 企業と環境展 （10 月 15 日（金）開催）［資料 3］ 

② 2021 年度 第 3回みなと SDGs（11 月 16 日（火）開催）［資料 4］ 

③ スポ GOMI 大会 in みなと（11 月 27 日（土）開催）［資料 5］ 

④ meccEXPO（2022 年 1 月 4 日（火）〜1月 26 日（水）まで）実施準備作業  

⑤ 2021 年度第 4 回みなと SDGs（2022 年 1月 18 日（火））実施準備作業 

 

 （4）経理業務 

   ・みなと環境にやさしい事業者会議の会計事務を随時行った。 

 

 

 （5）会員事業者獲得業務 

   ・ 日本郵船株式会社、株式会社シアンズ、サムライ・キャピタル株式会社 

3 社から問い合わせをいただき、オンラインにて mecc の活動紹介を行った。 

サムライ・キャピタル株式会社は来年度からの入会となった。 

 

 

以 上 
 

 

 

 



 

［資料１］       みなと環境にやさしい事業者会議 
2021 年度 第 7 回 幹事会議事録 

 
日  時：2021 年 10 月 27 日（水）16 時 00 分～17 時 00 分 
場  所：港区立エコプラザ 3F 会議室 
出 席 者：カワセ印刷（川瀬氏）、森ビル（浅野氏）、港区、事務局 
オンライン出席：東京ガス（堀田氏）、明治学院大学（山田氏）、森永乳業（久芳氏） 
 
 
１.報告／共有事項 

(1) 企業と環境展実施報告について 

事務局より企業と環境展について実施報告を行いました。 

・今年もオンライン開催でしたが昨年と比べ視聴数はどれくらいありましたか？（浅野氏） 

→昨年は Zoom53 視聴、YouTube は 81 回再生でした。視聴数としては昨年よりも少ないですが、

新規会員の三菱 UFJ 銀行様は母体が大きく大勢での視聴を希望されたので、１アカウントで

複数人で視聴して頂くようにしました。実際の視聴者は視聴数よりも多いです。(事務局) 

・UFJ さん以外の会員はどれくらい参加していましたか？（堀田氏） 

→約 30 事業者です。今年は UFJ 様の他にも担当者のアカウントで複数人で視聴する申し出が多

くありました。（事務局） 

 

(2) しいたけ栽培チャレンジ中間報告について 

事務局よりしいたけ栽培チャレンジについて中間報告を行いました。 

→現在一般では 120 件を超える応募があり、SNS のフォロワー数も同数に伸びております。（事

務局） 

・mecc 会員からはどれくらいの応募がありますか？（港区） 

→現在 10件ほど頂いています。（事務局） 

 

 

2.討議事項 

（1）mecc 会長選出について 

事務局より mecc 会長選出について説明し、討議を行いました。 

→10 月 15 日付で任期満了に伴い小栁津副区長が副区長を退任され、合わせて mecc 会長も退任す

ることになりました。mecc 規約では会長は幹事の中から選出することになっています。事務

局としては引き続き港区から副区長後任の野澤靖弘氏に mecc 会長をお願いしたいと思ってお

りますがいかがでしょうか？（事務局） 

→全会一致で mecc 会長に野澤副区長が選任されました。 

 

（2）第 3回みなと SDGs について 

事務局より第 3回みなと SDGs について説明しました。 

 



 

（3）meccEXPO について 

事務局より meccEXPO について説明しました。 

 

（4）第 4回みなと SDGs について 

事務局より第 4回みなと SDGs について説明し、討議を行いました。 

→meccEXPO 期間中に開催する第 4 回みなと SDGs ですが、登壇者は末吉先生に決定しておりま

す。内容は現在調整中ですが、COP26 の最新報告を頂く予定です。（事務局） 

・オンライン、オフラインのハイブリット開催になりますか？（堀田氏） 

→meccEXPO の展示を実際に見て頂きたいこともあり、ハイブリット開催です。（事務局） 

・定員に 50 名とありますが、これは会場の定員ですか？（浅野氏） 

→はい。会場に実際お入り頂ける人数です。（事務局） 

・第３回みなと SDGs はオンライン開催になっています。第４回の定員数の部分はオン・オフラ

イン時の人数を分かりやすく表記するようにしてください。またハイブリットという言葉も一

般的なものか分からないのでその部分も良い言い方があったらいいと思います。（川瀬氏） 

・現在は少し落ち着いていますが、新型コロナ感染症の状況で対応が変わると思うので、会場に

来場頂く方への事前アナウンスなど一考しておいた方が良いと思います。（浅野氏） 

→様々なご意見、ご指摘ありがとうございます。定員の表記や連絡先の取得方法など、引き続き

検討いたします。（事務局） 

 

 

3.資料 

(1) 企業と環境展 実施報告書 

(2) 第 3 回 みなと SDGs 概要書 

(3) meccEXPO 概要書 

(4) 第 4 回 みなと SDGs 概要書 

(5) みなとクリーンアップ キャンペーン概要 

 

 

4.情報共有 

(1) みなとクリーンアップ キャンペーン 2021 について（港区） 

(2) 次回幹事会 2021 年 12 月 1 日(水) 港区立エコプラザにて 

 

 

 以 上 

 

 

 

 

 

 



 

［資料 2］                    みなと環境にやさしい事業者会議 
2021 年度 第 8 回 幹事会議事録 

 
 
日  時：2021 年 12 月 1 日（水）16 時 00 分～17 時 00 分 
場  所：港区立エコプラザ 3F 会議室 
出 席 者：カワセ印刷（川瀬氏）、港区、事務局 
オンライン出席：東京ガス（堀田氏）、明治学院大学（山田氏）、森永乳業（久芳氏）、森ビル（浅野氏） 
 
 
１.報告／共有事項 

（1）第 3回みなと SDGs 実施報告について 

事務局より第 3回みなと SDGs について実施報告を行いました。 

・参加者は全部で 9 名ですか？（浅野氏） 

→はい、9 名です。参加頂いた森ビル様以外に事務局、エコプラザ担当者の人数もいれての数に

なります。（事務局） 

・今回の講義内容は、専門的分野の知識のある方がより向いていたかもしれないと感じました。

今後は専門性の高いものと、一般の方にも分かりやすい入門編など、講義内容レベルやテーマ

を考慮しながらご案内するのも良いと思います。（浅野氏） 

→今回 COP26 もあり関心が高いテーマだと思いましたが、テーマが分かりづらかったことやター

ゲットが狭かったことが要因だと感じました。反省点として今後の企画立案に活かしたいと思

います。（事務局） 

 

（2）スポ GOMI 大会 in みなと実施報告について 

事務局よりスポ GOMI 大会 in みなとについて実施報告を行いました。 

・コロナの影響を心配していましたが、参加人数が多く盛り上がったと思います。（堀田氏） 

→新規参加者と毎年継続して参加される方が半々になり、8 年間継続してきた実績がバランス良

く現れたと感じています。（事務局） 

・当日J-COMの取材がありましたが、メディア媒体はこちらから依頼したものですか？（堀田氏） 

→毎年 J-COM に取材を頂いており今週放送予定となっています。今後は他媒体へも打診していき

たいと思います。（事務局） 

・スポ GOMI の成果が上がるのは素晴らしいことだと思いますが、本当はこうした活動の必要性

がなくなる社会が理想であり、SDGs はそうした社会を作る 17 テーマを謳っていると思われま

す。そう考えると、継続的に開催している「みなと SDGs」を活用して mecc の各活動の状況と

課題を取り上げ、それらが不要になる理想的な港区になるには具体的にどうしていったらいい

かを考えることで、港区における我々の足元の社会的課題を掘り下げる機会にもなり、より

mecc 活動の意義が深まる気がします。（浅野氏） 

→企画立案の参考にさせていただきます。（事務局） 

（3）しいたけチャレンジ中間報告について 

事務局よりしいたけチャレンジについて中間報告を行いました。 



 

→現在しいたけ栽培キットの配送が終わり、mecc の SNS に栽培中の投稿が上がって来るようにな

りました。インスタグラムで約 100 投稿、ツイッターで約 20 投稿となり、楽しく栽培してい

ただいているようです。ぜひ mecc の SNS をご覧ください。（事務局） 

 

2.討議事項 

（1）第 4回みなと SDGs について 

事務局より第 4回みなと SDGs について説明し、討議を行いました。 

→meccEXPO 期間中に開催するので、会場の展示も合わせて見て頂きたいと思っております。（事

務局） 

 

 

3.資料 

（1）第 3回みなと SDGs 実施報告書 

（2）スポ GOMI 大会 in みなと 実施報告書 

（3）第 4回みなと SDGs 概要書 

（4）MINATO 再エネオークション 概要書 

 

 

4.情報共有 

（1）MINATO 再エネオークションについて（港区） 

（2）次回幹事会 2022 年 2 月 2 日(水) 港区立エコプラザにて 

 

 

 以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

［資料 3］               

企業と環境展 2021 実施報告 

 

日   時：2021年10月15日（金）15時00分～17時20分 

会   場：港区立エコプラザ  

プログラム 

15:00〜15:05 開会の挨拶 

  mecc 会長 小柳津 港区副区長 代理：港区環境リサイクル支援部 長谷川部長 

 

15:05〜16:30 特別講演 

 （1）「ONLY、OR」から「AND、WITH」の時代へ 

   登壇者：株式会社 ONE・GLOCAL 代表取締役 鎌田由美子氏 

 （2）港区発・コンポストで始まる循環の生活実装デザイン 

   登壇者：株式会社オレンジページ 代表取締役社長 一木典子氏 

（3）パネルディスカッション「意識変化とサステナブル」 

 

16:30〜17:10 mecc 新規入会事業者紹介、会員事例発表 

 （1）新規入会事業者紹介：シナネンホールディングス株式会社 吉田明子氏 

（2）会員事例発表：一般社団法人竹芝タウンデザイン 二田壮平氏、髙橋愛美氏 

 

17:10〜17:20 mecc しいたけ栽培チャレンジ！（しいたけ食育キット）のご案内 

   株式会社ベジリンク 塚田祥世氏、永島農縁 永島太一郎氏 

 

観覧数：Zoom 53 名、YouTube 33 回再生（10/27 現在） 

 

例年六本木ヒルズで開催している企業と環境展ですが、本年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止

のためオンラインにて開催しました。また、学生向けのコンテンツは中止とし、親子で学ぶ環境ワー

クショップは代替えとしてオフラインで参加できる「しいたけ栽培チャレンジ」を実施しました。 

最初に、小柳津港区副区長から開会のご挨拶（公務の為、港区環境リサイクル支援部 長谷川部長に

よる代読）を頂きました。 

特別講演の第一部は、鎌田由美子氏から立ち上げに携わった事業をご紹介頂きました。JR の商業施

設「エキナカ」は「通過する場所から集う場所へ」をテーマにした開発や、青森県の観光商業施設「A-

FACTRY」は「地域活性化とりんご生産事業者を巻き込んだサスティナビリティ」に取り組んだ背景を

お話頂きました。 

第二部は、一木典子氏から地球環境への影響が大きい「食」の課題解決の為に取り組んでいる「コン

ポスト事業」についてご紹介頂きました。家庭でも取り組めるコンポストバッグを自社の媒体を通し

て発信・販売し、2020 年からはコンポストで生成された肥料を港区内の公園の花壇の土として循環さ

せる取組みが始まっており、地域連携のネットワークをより拡大して行きたいと協働を呼びかけられ

ました。 

 



 

パネルディスカッションでは、コロナ禍で今後サスティナビリティの取組みがどのように変わってい

くかをお話頂きました。 

鎌田氏は「子供達に残す未来を、今私たちがただしていく責任がある」、一木氏は「コロナによるプ

ラスチックゴミの増加、女性の雇用削減、飢餓など問題が山積した」と課題は多いが、両者とも全世

界が環境問題に関心を持つ機会になった今、実際に行動を起こしていくチャンスだと捉えていると話

されました。 

新規事業者紹介ではシナネンホールディングスの吉田氏から「mecc では様々な企画への参加や、環

境問題に共に向き合うネットワーク作りを積極的に行いたい」と期待の言葉を頂きました。 

会員事例紹介では、竹芝タウンデザインの二田氏、髙橋氏から「竹芝干潟の取組み」をご紹介頂きま

した。 

親子で学ぶ環境ワークショップの代替えとした「しいたけ栽培チャレンジ」では、協力を頂いたベジ

リンクの塚田氏、しいたけ農園の永島氏から食育と栽培キットについてご紹介頂きました。「しいたけ

栽培チャレンジ」は mecc の SNS を通して共有・発信し、1月の meccEXPO で活動報告を行う予定です。

最後に事務局から今後の事業企画の案内をして終演しました。 

 

 

 

 

 



 

 

［資料 4］     

 

 

 

2021 年度 第 3回 みなと SDGs 

「SDGs×気候危機 わたしたちにできることは？」実施報告 

 

日   時：2021年11月16日（火）18時00分～20時00分 

会   場：港区 エコプラザ  

ファシリテーター： SDGs ライター 松尾 沙織氏 

登壇者： 島田 浩二氏（東京海洋大学 海洋環境化学部門教授） 

参加事業者：森ビル（1事業者 合計9名） 

 

第3回みなとSDGsは、コロナ禍の影響により、オンラインにて開催をしました。 

今回のテーマは、「SDGs×気候危機 わたしたちにできることは？」と題して、東京海洋大学 海洋環

境化学部門教授・島田氏に講演いただきました。 

島田教授は、気候危機が北極海の海氷が急激に減っていることを事例にあげ、説明をされました。 

北極海には、太平洋から温かい水が入ってきて、海氷が減少しているそうです。通常であれば、海氷

が太陽光を反射することで海水があたたまにくい状況であったが、海氷が減少することで、海水が太

陽光を吸収し、海水があたたまりやすい状況に変化しているとのことでした。その影響により約20年

で、北極海の表面温度は、7度上昇したそうです。このような状況を受け、島田氏は北極の海氷を知る

ために独自で研究をすすめていました。バーチャルなモデルデータではなく、現場で観測し、北極海

全体の信頼できるデータを集め、変化のメカニズムを知ることが後世に残る科学になると言われてい

ました。また、現状をしっかり把握し、気候変動の流行りに乗らずに、技術革新を進め、一歩ずつ前

進していくことが重要であるとのことでした。 

 

 

 

 

 

 

 



 

［資料 5］           2021 年度 スポ GOMI 大会 in みなと 実施報告 

 

日 時 ： 2021年11月27日（土）10時00分～12時00分 

会 場 ： JR新橋駅周辺 

主 催 ： みなと環境にやさしい事業者会議  

共 催 ： 港区 

参加者 ： 合計 26チーム 113名 

会員事業者：ソニー・ミュージックエンタテインメント(3チーム)、三菱UFJ銀行（3チ

ーム）、シナネンホールディングス（2チーム）、東京ガス 中支店、トヨタモビリティ東

京、PHC、港区環境課（計12チーム 50名） 

      一般参加：東京電力銀座支店(6チーム)、日本旅行（3チーム）、社会人有志チーム（2チ

ーム）、小田急労働組合、NPO法人草の根ムーブメント、親子チーム（計14チーム 63

名） 

 

スポGOMI大会inみなとを開催しました。今年は一般参加も増えmeccの新規入会事業者も複数チーム

で参加するなど昨年を超える多くの参加を頂きました (2020年度は16チーム75名参加)。今回も感染

症拡大防止策として、軍手の着用とゴミは全てトングで拾うことを義務づけ安全を考慮し実施しまし

た。 

 

昨年はコロナ禍の実施で新橋駅周辺の商業店舗が休業していたこともありゴミが少なく苦戦しまし

たが、今年は100Kgを超えるゴミを集めることが出来ました。優勝は「草の根ムーブメント（一

般:NPO法人）」チームが2年連続の受賞（8.25kg）。第2位「もぐらさんリターンズ(一般：東京電力

銀座支店)」チーム（10.16kg）、第3位「キメツジャビットベア(一般親子)」チーム（5.95kg）とな

りました。2位のもぐらさんリターンズの方が集めたゴミの総重量は多いですが、ポイントの高いタ

バコの吸殻を一番多く集めた草の根ムーブメントが1位になるという、スポGOMIのルールの楽しさと

戦略の高さを感じる結果となりました。1位〜3位には表彰状の他、港区提供の間伐材グッズが贈られ

ました（1位カトラリーセット、2位ブックカバー、3位ヒノキのバスティー）。今回の特別賞は、ピ

タリ賞として10位のPHCチーム（mecc会員事業者）、20位の安定供給チーム（一般：東京電力銀座支

店）に防災用即席麺、幼稚園児〜小学生までの子どもの参加者には「たくさん歩いたで賞」としてお

菓子の詰め合わせと港区提供の間伐材折り紙を贈りました。また参加者全員に東京ガス提供のサクマ

ドロップと東京都提供の打ち水手ぬぐいを配布しました。 

 

分別回収されたゴミは、可燃34.45kg、不燃23.58kg、ビン缶29.83kg、ペットボトル12.53kg、タバ

コの吸い殻3.12kg、合計103.51kg(昨年は55.23kg)でした。 

「環境活動の啓発にもなり会社のメンバーとコミュニケーションを取る良い機会になった」、「これ

だけの人数が参加しても各チームがたくさんのゴミを拾っていて驚いた」、「社内活動にゴミ拾いを

追加しようと思った」、「昨年子どもと一緒に参加したが、それから自主的にゴミ拾いをするように

なった。今年も楽しみに参加してさらに入賞もできてとても嬉しい。大人たちと一緒に活動も出来て

子どもへの良い教育の場となっています」などの感想を頂きました。  



 

              

     

     

     



 

 

みなと環境にやさしい事業者会議 事務局運営業務報告書 

 

 

 

 

１ 実施期間 

   2022 年 1月 1 日～2022 年 3 月 31 日（第 4 四半期） 

 

２ 実施内容 

 （1）会員事業者対応業務 

・ 港区立エコプラザ内にみなと環境にやさしい事業者会議事務局を設置し、日常的に会員事業

者との連絡調整、相談等の業務を行った。 

・ 会員事業者数は 57 社（3 月 31 日(金)現在）となっている。 

 

 （2）幹事会の開催運営業務 

＜第 9 回幹事会＞ 2022 年 2 月 2 日（水）［資料 1］ 

＜第 10 回幹事会＞ 2022 年 2 月 28 日（月）［資料 2］ 

＜第 11 回幹事会＞ 2022 年 3 月 29 日（火）［資料 3］ 

 

（3）事業計画運営業務 

① meccEXPO（2022 年 1 月 4 日（火）〜1月 26 日（水）まで）［資料 3］ 

② 2021 年度第 4 回みなと SDGs（2022 年 1月 18 日（火））［資料 4］ 

・上記企画の出展会員事業者の日程調整を行った。 

 

 （4）経理業務 

   ・みなと環境にやさしい事業者会議の会計事務を随時行った。 

 

 

 （5）会員事業者獲得業務 

   ・ 株式会社メトロエージェンシー、株式会社トラベルトピア 

上記 2 社から問い合わせをいただき、オンラインにて mecc の活動紹介を行った。 

2 社ともに 2022 年度からの入会となった。 

サムライ・キャピタル株式会社は 1 月に入会となった。 

 

 

以 上 
 

 

 



 

［資料１］       みなと環境にやさしい事業者会議 
2021 年度 第 9 回 幹事会議事録 

 
日  時：2022 年 2 月 2 日（水）16 時 00 分～17 時 00 分 
場  所：港区立エコプラザ 3F 会議室 
出 席 者：カワセ印刷（川瀬氏）、港区、事務局 
オンライン出席：鹿島建設（秋葉氏）、東京ガス（堀田氏）、明治学院大学（山田氏）、 

森永乳業（久芳氏）、森ビル（浅野氏） 
 

 

1.報告／共有事項 

（1）第 4回みなと SDGs 実施報告 

事務局より第 4回みなと SDGs の実施報告を行いました。 

・末吉先生のお話から世界に比べて日本の環境への取組みが遅くれていることが視聴者の皆様に

伝わりやすい内容だったと思います。（堀田氏） 

 

（2）meccEXPO 実施報告 

事務局より meccEXPO の実施報告を行いました。 

 

2.討議事項 

（1）mecc レポートについて 

事務局より mecc レポートの台割りについて説明を行いました。 

・活動カレンダーを目次の役割を持たせるために、ページネーションや色分けを行い 

 見やすいレイアウトを心がけてください。（浅野氏） 

・「しいたけ栽培チャレンジ」は mecc Expo のページではないのでしょうか？（堀田氏） 

 →参加者募集チラシでは「企業と環境展」のコンテンツとしています（事務局） 

 →そうであるならば、企業と環境展のページのままでいいと思います（堀田氏） 

・mecc レポートは何部印刷し、どういった用途で使用しますか？（山田氏） 

 →500 部印刷する予定です。各会員事業者に３部ずつ配布し、その他にイベントの参加者や入

会希望者に活動の説明資料としてお渡ししています。（事務局） 

 

（2）2021 年度活動の振返り・2022 年度活動について 

事務局より 2021 年の振返りと 2022 年度活動について説明しました。 

・事務局としては、コロナ前の活動内容に戻していく方向で考えています。 

 2022 年は、元通りのコンテンツで計画していきます。（事務局） 

・コロナ前に戻すよりもコロナ中でも様々な活動が生まれたと思います。 

オンラインやしいたけ栽培など新しいコンテンツとの連携を図れると良いと思います。（浅野氏） 

 

 

 



 

・2021 年度は、SNS や J：com などの媒体を活用しながら、新しいつながりが生まれたと思いま

す。2022 年度は、外に対しての PR を行いつつ、つながりを強化できれば新しい取組みが増えて

いくと思います。（堀田氏） 

・2021 年度も良い成果があったと思います。オンラインとリアルのメリハリを分けて活動をする

と継続性が出てくると感じました。（山田氏） 

・末吉先生のお話から、まずは mecc のクレジットを使用し、2022 年度の活動で出る二酸化炭素

をオフセットしてはどうでしょうか。（川瀬氏） 

→2022 年度の参考にさせていただきます。（事務局） 

 

 

3.資料 

(1) 第 4 回みなと SDGs 実施報告書 

(2) meccEXPO 実施報告書 

(3) mecc レポート台割り 

 

 

4.情報共有 

(1) 特になし 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

［資料 2］                   みなと環境にやさしい事業者会議 
2021 年度 第 10 回 幹事会議事録 

 
日  時：2022 年 2 月 28 日（月）16 時 00 分～17 時 00 分 
場  所：港区立エコプラザ 3F 会議室 
出 席 者：カワセ印刷（川瀬氏）、東京ガス（堀田氏）、港区、事務局 
オンライン出席：鹿島建設（秋葉氏）、明治学院大学（山田氏）、森永乳業（久芳氏）、 
        森ビル（浅野氏） 
 

 

1.報告／共有事項 

（1）新規会員事業者について 

事務局より新規会員事業者の紹介を行いました。 

・新年度、メトロアドエージェンシーとトラベルトピアの２社が入会されます。（事務局） 

（2）mecc レポートについて 

事務局より mecc レポートについて進捗報告を行いました。 

 

 

2.討議事項 

（1）2021 年度決算書について 

事務局より 2021 年度決算書について説明を行いました。 

・コロナで中止になった事業もあり繰越金が多くなったことは承知しましたが、前年度も同様に

繰り越しています。会計監査は大丈夫でしょうか？（秋葉氏） 

→会計監査の NEC キャピタルソリューションには既に相談しており、問題ないと返答頂いていま

す。（事務局） 

・資材調達などの都合で、印刷費が値上がりしてきていると感じます。新年度の予算はその点も

考慮し計上した方が良いと思います。（堀田氏） 

→承知いたしました。（事務局） 

・繰越金をそのまま繰り越すのではなく、新年度にイベント数を増やしたり、総会に当てるなど、

会員のメリットになるよう使うのはどうですか？好評だった企業と環境展のしいたけ栽培キ

ットなど、各項目に割り振って入れても良いと思います。（川瀬氏） 

→イベント数を増やすことは考えていませんが、総会やセミナーなどに著名人を呼ぶなど会員事

業者に還元できるよう企画していきたいと思います。（事務局） 

（2）2022 年度年間計画について 

事務局より 2022 年度年間計画について説明しました。 

・カーボンニュートラル計画ですが、C02の計算は大丈夫ですか？（川瀬氏） 

→計算したところ、mecc の１年間の事業を合わせても年間１トンまで行かないことが分かりま

した。現在 mecc には 44 トン分のカーボンオフセットが残っています。事業を通し、会員事業

者も使用できることを呼びかけていきたいと思います。（事務局） 

 



 

・エコツアーの行き先は決まっていますか？脱炭素に取り組む企業が増えてきているので、環境

にやさしい建物、施設などに行くのも良いと思いました。渋谷の COOP 本社など面白いと思い

ます。（堀田氏） 

・オフィスツアーなど 1日で 2〜３社回れると良いかもしれません。（港区） 

→ご意見ありがとうございます。まだ行き先は決まっていませんが、参考にさせて頂きます。オ

ススメの施設などありましたら共有ください。（事務局） 

（3）2022 年度総会について 

事務局より 2022 年度総会について説明しました。 

・エコライフフェアが 5/21（土）予定なので、総会はその前の 5/18(水)と考えています。会場

のエコプラザは予約済みです。（事務局） 

・開催時間は何時頃ですか？（港区） 

→まだ決めていませんが、今年度は 15〜17 時に行いました。また、会場参加とオンライン参加

のハイブリットで実施しようと考えています。（事務局） 

 

 

3.資料 

（1）mecc レポート 

（2）2021 年度 決算書 

（3）2022 年度 年間計画 

 

 

4.情報共有 

（1）mecc レポートスケジュールについて 

（2）次回幹事会 2022 年 3 月 29 日(火) 港区立エコプラザにて 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

［資料 3］              みなと環境にやさしい事業者会議 
2021 年度 第 11 回 幹事会議事録 

 
日  時：2022 年 3 月 29 日（火）16 時 00 分～17 時 00 分 
場  所：港区立エコプラザ 3F 会議室 
出 席 者：東京ガス（堀田氏）、森ビル（浅野氏）、港区、事務局 
オンライン出席：鹿島建設（秋葉氏）、明治学院大学（山田氏）、森永乳業（久芳氏） 
         
 

1.報告／共有事項 

(1) 2022 年度会員継続状況について 

事務局より 2022 年度会員継続状況について進捗報告を行いました。 

→現在の会員事業者 57者に新規事業者として 2者加わり、59 事業者の予定です。（事務局） 

(2) 港区緑と水の委員会について 

事務局より港区緑と水の委員会について担当者の選任を行いました。 

・委員の任期は２年です。現在 mecc の代表として森ビル浅野様に担当いただいていますが、令

和４年度からの任期に向け引き続き浅野様にご担当いただくかご検討ください。（事務局） 

→全会一致で、森ビル浅野様にご担当いただくことになりました。（事務局） 

 

2.討議事項 

（1）2022 年度予算書について 

事務局より 2022 年度予算書について説明を行い討議しました。 

・新年度の繰越金が多いので、再来年度の予算が心配になります。継続して行う事業と、15周年

事業など次年度には残らない事業があるので、そのバランスを考えて組み立てていかないとい

けないと感じました。（浅野氏） 

→事務局もその点を理解し事業の見直しを常に行っていきたいと思っております。（事務局） 

・15 周年事業として MINATO シティマラソンに協賛金 30 万円を計上していますが、残念ながら

新型コロナウイルス感染症の影響で 2 年間中止となっています。当初は mecc の認知度アップ

のための広告活動として考えていましたが、時が経ちどこまで 15周年事業と称して良いのか、

またその予算で会員事業者へ還元できるコンテンツを別に作れるのではないかと考えます。現

在会員事業者の竹芝タウンデザインさんから、コンポストを使用して育てたホップで地ビール

を作り販売するプロジェクトのご提案をいただいています。mecc として参加し、ホップの収

穫や醸造工場の見学会を行うのも良いと考えました。コンポストは企業と環境展で講演頂いた

オレンジページのコンポストの利用可能です。（事務局） 

・新しい取組みが増えるのは良いと思います。地ビールを作って売る狙いは何ですか？（山田氏） 

→一番大きいのは mecc 会員事業者との連携です。コンポストやホップを作り参加するだけでな

く、ビールを買う人もいて循環が生まれ、港区内の地産地消のビジネスモデルとして成り立つ

のではないかと思います。また既にmecc会員以外の事業者も参画しており、そこに向けてmecc

の PR も出来るのではないかと思っています。（事務局） 

 



 

・ビールだと購入者は大人限定となりますね。例えば酵母を利用したパン作りが出来れば、子ど

もなど幅広い層にもアピール出来るのではないかと思いました。また当校も JR 東日本と共に

ホップを栽培しておりビールラベルのデザインを学生が行うプロジェクトが進んでいます。

（山田氏） 

・マラソンの協賛よりコンポスト事業など親子でも参加出来るコンテンツの広がりや、環境や

SDGs をテーマとしたセミナーを開催し、みなと SDGs で成果を発表するなど他のコンテンツに

も連携して行けると良いと思いました。（浅野氏） 

・マラソンの協賛金枠は多数あり高額のものは数百万するようです。私たちの協賛額を考えると

費用対効果が期待できるのか少し心配です。ランナーの参加枠を１つ買い取り、残った予算を

他のコンテンツに当てても良いのではと思いました。（堀田氏） 

→様々なご意見ありがとうございました。通常であれば本日の幹事会で新年度予算を決定し進め

る予定でしたが、MINATO シティマラソンの部分を再考し、コンポスト企画と調整したいと思

います。再度メールにて予算案をお送りしますのでご確認頂ければと思います。（事務局） 

・年間事業計画書を見て様々なコンテンツが増えたので、参加事業者も力を入れて参加する分野

がこれから分かれてくるのではないかと期待しています。（浅野氏） 

（2）2022 年度総会講演者について 

事務局より 2022 年度総会講演者について説明を行いました。 

・ボストンコンサルティンググループとはどのような事業を行っているのですか？（堀田氏） 

→脱炭素ビジネスに特化したコンサルタントです。現在打診中ですのでもし登壇頂けない場合は

環境省の内藤様に１時間、両者とも登壇頂ける場合は各 30 分で講演頂く予定です。（事務局） 

 

3.資料 

（1）会員事業者継続状況 一覧 

（2）2022 年度 予算書 

（3）2022 年度 年間計画 

（4）総会次第 

 

4.情報共有 

（1）幹事事業者 任期について 

→幹事事業者の任期は 2年となっています。新年度の総会で再任案の決議を取りますのでご承知

おきください。（事務局） 

（2）次回幹事会 2022 年 4 月 27 日(水) 港区立エコプラザにて 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 



 

［資料 4］          2021 年度 mecc EXPO 実施報告書  

 

日 時：2022年1月4日（火）～1月26日（水） 

会 場：港区立 エコプラザ １階 展示スペース 

主 催：みなと環境にやさしい事業者会議  

展示協力：NEC キャピタルソリューション、オイシックス・ラ・大地、シナネンホールディングス、ソ

ニー・ミュージックエンタテインメント、竹芝タウンデザイン、東京ガス、東急不動産、西松建設、

博報堂、文化放送、三井倉庫ホールディングス、mecc（みなと環境にやさしい事業者会議）、港区役

所、明治学院大学、森永乳業、森ビル、薬樹、ROSSO   合計 18 事業者 

来場者数：４，７５７名 

 

1 月 4 日〜1 月 26 日の 1ヶ月間、港区立エコプラザにて、会員事業者の取組みを区民に発信するイベ

ント｢mecc EXPO｣を開催しました。今年度もコロナ禍で環境活動が出来なかったと展示を辞退する事

業者や、ペーパーレス化で印刷物を作成しない事業者も増えてきた事から、各事業者から企業理念や

環境活動などの紹介文を寄稿頂き、合わせて SNS の QR コードを掲載するコメント施策を行った結

果、参加事業者が増え来場者にも好評でした。また、新型コロナウイルスの感染者数が急激に伸びた

ことを受け、開催日から mecc ホームページで展示内容とコメントを公開し例年よりも多くのアクセ

スがありました。ソニー・ミュージックエンタテインメントは、企業と環境展で行った親子環境プロ

グラム「しいたけ栽培チャレンジ」を社内活動として展開し、その様子をパネルで紹介したことをき

っかけに、文化放送の番組内で紹介されるなど新たな事例が出来ました。ソニー・ミュージックエン

タテインメントの展示の隣には、mecc の「しいたけ栽培チャレンジ」コーナーを設け、応募頂いた

参加者の写真を展示し多くの来場者が足を止めていました。新規会員事業者も３社が参加し「地域の

方々に取組みを知っていただく良い機会だった」という感想を頂きました。 

 

  



 

 



 

［資料 5］    

 

 

 

2021 年度 第 4 回 みなと SDGs 特別講演 

「COP26 を受けて今後の展望」実施報告 

 

日   時：2022 年 1 月 18 日（火）15 時 30 分～17 時 00 分 
会   場：港区 エコプラザ 
講師： 末吉竹二郎 

（国連環境計画・金融イニシアチブ(UNEP FI)特別顧問 国際金融アナリスト） 
参加事業者：27 名 

 

第 4 回みなと SDGs は、コロナ禍の影響により、急遽オンラインにて開催をしました。 
今回のテーマは、「COP26 を受けて今後の展望」と題して、末吉竹二郎氏に講演いただきま

した。 
末吉先生は、気候危機の現実にふれ、今後世界で最も被害が大きくなるリスクは、気候変動や

生物多様性の損失など環境に関わる部分が大半であるとデータで示しました。 
また、サステナブルな経済のために金融のあり方が重要であるとお話しされました。 
世界と価値観がずれる日本をどのように世界に近づけていくか、そして、戦後最大の社会改

革が起こす必要があるとのことでした。 

 

         

 


