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平成22年度 事業計画

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

当法人は、設立から１年が経過し、平成２２年度は「公益社団法人」への移行も予定し

ているところであり、前年度にも増して、みなとみらい２１地区におけるエリアマネジメ

ントの推進を図り、より質の高い都市環境を目指してまいります。

特に、エリアマネジメント推進事業は、引き続き、「街づくり調整事業」「環境対策事業」

「文化・プロモーション事業」を中心に、委員会や部会等の開催を通じて会員各位の意見

や議論を反映するとともに情報を共有してまいります。

このほか、「２０１０年日本ＡＰＥＣ横浜開催」に関して、みなとみらい２１地区との

関連を踏まえ、その推進に協力してまいります。

１ 会議の開催

（１）社員総会の開催

定時社員総会を６月に開催します。

（２）理事会の開催

定例理事会を年３回（６月、１１月、３月）開催します。

また、法人運営の実務的な課題等を議論するため、理事会実務者会議を適宜開催

します。

２ エリアマネジメント推進事業 （別 掲）

（１）街づくり調整事業

（２）環境対策事業

（３）文化・プロモーション事業

（４）その他事業

３ 広告・イベントスペース等貸付事業 （別 掲）
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街づくり調整事業 ２,２１１,０００円 14,300 千円（前：8,500 千円）

みなとみらい２１地区全体の街づくりの方向性を議論し、共有化を図ります。

また、みなとみらい２１中央地区の街並みの維持・保全、向上・形成に向けた

土地、建物、屋外空間等に関するルールである「みなとみらい２１街づくり基本

協定」を運営します。

【主な事業内容】

◇ 街づくり調整委員会（部会）の開催 100 千円（前：間接事業費のみ）

みなとみらい２１地区の街づくりの方向性について、中央地区・新港地区・

横浜駅東口地区それぞれのルールや経緯、背景を尊重しながら意見集約を行い、

３地区全体の方向性や課題について議論するとともに、その対応策を検討しま

す場として、街づくり調整委員会及び街づくり調整部会を開催します。

◇ 屋外広告物等のあり方調査 4,000 千円（前：4,500 千円）

現状の地区内の屋外広告物等による景観への影響や広告事業の全体像を把

握し、街の賑わいや、みなとみらい２１地区らしい景観形成に資する屋外広告

物等のあり方について、関係者間で共有化を図るための調査を行います。

平成２２年度は、平成２１年度に実施した「まちあるき」や「ワークショッ

プ」の成果としてまとめた「屋外広告物デザインの手引き」の骨子を手引書と

して整理・作成するとともに、課題解決に向けた具体的な行動計画（例えば社

会実験）の検討を行っていきます。

◇ （仮称）みなとみらい２１エリアマネジメント憲章の策定

5,700 千円（前：4,000 千円）

各地区から抽出された課題や会員のニーズ、現状から地区全体の将来の目標

像をイメージし、その目標像を分かり易く表現する作業から「憲章」の骨格を

作っていきます。

また、エリアマネジメントの効果を検証し、数値化するために来街者調査や

進出企業調査などの各種調査を実施します。

◇ 「みなとみらい２１インフォメーション」の改訂

2,500 千円（前：文化・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業に 2,250 千円）

地区の概要をまとめた「みなとみらい２１インフォメーション」について、

冊子・ビデオ共に最新の状況を取り込みながら改訂していきます。
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◇ みなとみらい２１街づくり基本協定の運営【中央地区】

2,000 千円（前：間接事業費のみ）

みなとみらい２１街づくり基本協定、および関係集に基づき、地区内の街づ

くり行為等の審査を行うため、街づくり基本協定運営委員会を開催するととも

に、事業者との調整等を行い、協定の運営に関連して発生する全ての事項につ

いて対応します。

また、社会状況の変化・法制度の変更・技術の革新・開発の進捗状況など、

時代の変化に適応した街づくりを進めていくため、毎月 1 回程度協定運営専門

部会を開催し各種課題の対応を検討した上で基本協定運営委員会に報告・提案

します。

基本協定の関係集等については改訂ごとに社団の公式ウェブサイトに反映

していますが、冊子のニーズが高いことから最新版を作成します。費
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環境対策事業（プロジェクト） ３２,７ ２3,700 千円（前：3,500 千円）

みなとみらい２１地区全体で、ハードの整備、業務・商業活動等を通じて、地

球環境への負荷軽減に向けた多様な活動を展開します。

【主な事業内容】

◇ 環境対策委員会（部会）の開催 100 千円（前：500 千円）

横浜市地球温暖化対策事業本部と協働して、新しい技術を持った企業等の参

画も仰ぎながら、みなとみらい２１地区に適合した環境対策（地球温暖化対策）

を議論する場として、環境対策委員会及び環境対策部会を開催します。

◇ みなとみらい２１地区における環境対策の検討

3,350 千円（前：3,000 千円）

地域における環境対策について他の地域を参考にするほか学識経験者への

ヒアリング等を行い、みなとみらい２１地区における環境対策を模索・検討し

ていきます。

また、地区内の施設等で実際に推進されている地球温暖化対策について、積

極的に紹介していきます。

◇ 横浜市地球温暖化対策推進協議会への参画

100 千円（前：間接事業費のみ）

「環境モデル都市」横浜市が取り組んでいる「横浜市地球温暖化対策推進

協議会」に参画し、市を代表する地区として街が一体となって協力します。

◇ 身近なエコ活動の実施、検討 150 千円（前：間接事業費のみ）

7 月 7 日に街全体で 10 分間の一斉消灯活動「七夕ライトダウン」を実施

します。クリスマスのライトアップについては、地球温暖化防止の観点から

グリーン電力証書を活用するなど「環境」面での街のＰＲ活動に積極的に取

り組んでいきます。

更にリサイクル推進協議会と連携し古紙共同回収に積極的に取り組み、省

資源化活動を推進していきます。また、エコポイント制度など新しいエコ活

動を模索していきます。
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文化・プロモーション事業 39,600 千円（前：52,950 千円）

みなとみらい２１地区の状況や地区内で行われている活動について、地区内外

に発信していきます。また、より良い街を形成するため、街の快適性の維持・向

上を図る活動を推進します。

【主な事業内容】

◇ 文化・プロモーション委員会等の運営 100 千円（前：100 千円）

街の情報に社会的な付加価値（斬新性、人間性、著名性、社会性、影響性、

季節性など）を掛け合わせることや、会員の意見や情報を集約し、それに基づ

き、地区や活動等の状況の評価を行い、次に展開する活動のステップアップに

活用することなど、効果的なＰＲ活動について議論する場として、文化・プロ

モーション委員会及びＰＲ・プロモーション部会を開催します。

◇ イベント連絡会の開催 100 千円（間接事業費のみ）

街の情報を収集するとともに、地区内の商業施設運営者間の連携や情報の共

有化を図る場として、イベント連絡会を開催します。

◇ ＰＲ戦略策定調査 2,000 千円（新規）

みなとみらい２１地区の現状、課題等の整理、分析の結果をもとに、効果的

な街のＰＲ戦略を策定するとともに、実行可能なＰＲ活動計画の策定及びＰＤ

ＣＡサイクルに基づくＰＲの進め方について検討します。

◇ ウェブによる情報発信 2,000 千円（前：9,000 千円）

みなとみらい２１公式ウェブサイトにより情報発信を行います。

◇ 広報誌による情報発信 6,000 千円（前：9,000 千円）

街の広報誌「ミレア」と協働して、地区内の施設及びエリアマネジメント活

動に関する情報を発信します。

＊「みなとみらい 21 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ」（前：2,250 千円）は街づくり調整事業に組替）

◇ 桜木町駅観光案内所等における情報提供 1,300 千円（前：3,400 千円）

桜木町駅観光案内所等と連携して来街者へ地区内情報を提供します。
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◇ 地区イベントの開催 17,500 千円（前：20,500 千円）

新しい文化を創造するため、春に大道芸、冬にクリスマスイベント（TOWERS

Milight～オフィス全館点灯～、イルミネーション、キャンドル等）、その他

桜木町駅前からグランモール軸にかけてフラワーモールを開催します。

◇ 地区プロモーションの調整 2,000 千円（前：2,000 千円）

街のプロモート活動を効率的かつ効果的に行うため、みなとみらい２１ＳＰ

推進委員会に参画します。

◇ グランモール軸活性化部会の開催 100 千円（前：間接事業費のみ）

グランモール軸において、イベント等の共同広報、芸術を生かしたにぎわい

の創出や憩いの空間形成等について議論する場として、グランモール軸活性化

部会を開催します。

◇ 内水域活性化部会の開催 100 千円（新規）

汽車道、水際線プロムナード、国際橋、日本丸メモリアルパークで囲まれる

内水域空間を活用したにぎわいの創出、憩いの空間形成等について議論する場

として、内水域活性化部会を開催します。

◇ 社会実験の実施 5,000 千円（前：4,000 千円）

グランモール公園及び隣接街区の公開空地を活用したオープンカフェの実

施など、グランモール軸の活性化についての効果測定及び課題の把握を行うた

めの社会実験を実施します。

また、内水域における社会実験の実施について検討します。

◇ ホスピタリティ向上部会の開催 200 千円（前：100 千円）

より良い街を形成するため、街の快適性の維持・向上を図る活動（美化活動、

緑花活動、迷惑駐輪の防止、街のコンシェルジュなど）について議論する場と

して、ホスピタリティ向上部会を開催します。

◇ 歩行者案内サインの維持管理・運営 2,700 千円（前：2,000 千円）

建物のオープンに合わせ、引き続き歩行者案内サインの更新を行います。

また、平成２１年度の調査で作成した「みなとみらい２１地区歩行者案内サ

イン整備基本方針」に基づき、歩行者案内サインの整備及び維持管理計画を策

定します。
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◇ まち歩き事業 500 千円（前：500 千円）

外部の人にみなとみらい２１地区の街づくりへの理解を広めるため、ＮＰＯ

等と協働して、街の資源を実際に体感してもらう「まち歩き事業」を行います。

◇ 公園愛護会活動の推進 間接事業費のみ（前：間接事業費のみ）

グランモール公園愛護会及び（仮称）高島中央公園愛護会の事務局業務を行

います。

＊前年度事業費には「街のコンシェルジュ育成事業」100 千円を含む。
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その他事業（プロ 9,800 千円（前： 12,900 千円）

【主な事業内容】

◇ エリアマネジメント活動助成事業 4,500 千円（前： 3,800 千円）

みなとみらい２１地区におけるエリアマネジメントに資する活動を募集し、

選考委員会による公開選考を経て、応募グループに対して、資金面での支援を

行います。

また、助成活動グループが活動成果について発表するとともに、相互に交流

する場として、助成活動成果報告会を開催します。

◇ ＡＰＥＣ(アジア太平洋経済協力)首脳会議等開催の支援

500千円（新規）

会議開催期間中は、各国・地域の首脳・閣僚をはじめ、多くの経済界関係者

や報道関係者等が横浜を訪れ、会場としてみなとみらい２１地区が想定されて

いることから、会員や地区内事業者等へ会議情報を提供するための説明会の開

催など、安全かつ円滑に会議が開催されるよう支援します。

また、さらなる国際コンベンションや観光客、企業の誘致につなげるため、

当地区の魅力を国内外へアピールする様々な取組に対し協力します。

◇ 地区内コミュニティの形成

多くの会員が街のことを考え、議論し、行動する環境をつくるため、良好か

つ活力ある地区内コミュニティを形成します。

① 会員・施設設置者連絡会の運営 100 千円（前：間接事業費のみ）

会員及び地区内の施設設置者を対象に、防災・防犯、各種工事、イベント

による交通規制などの情報を提供します。

② 合同防災訓練の実施 700 千円（前：1,000 千円）

災害時に地区全体で協力し合う防災活動の一環として、防災意識の高揚を

図るとともに、地震発生時に地区内事業所等の被害を最小限にできるよう非

常時の心得等を体験することを目的として防災訓練を実施します。

◇ 講演会等の開催 700 千円（前：800 千円）

街づくり、環境対策、文化創造、商業振興、防災など多様な社会的課題につ

いて、会員向けに講演会等を開催します。全４回予定。
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◇ 放送・通信の効果的活用検討調査 500 千円（前：1,000 千円）

地区内のケーブルテレビ回線等のインフラを活用した地区内の放送・通信の

コンテンツ創出とシステム構築について調査・検討を行います。

◇ 企業誘致の支援 1,000 千円（前：2,500 千円）

みなとみらい２１地区において、継続的に経済活動が展開する魅力的な場と

していくため、新しい事業者等の誘致を図る支援を行います。

◇ 横浜都心電波対策協議会への参画 1,800 千円（前：1,800 千円）

横浜都心電波対策協議会に参画するとともに、事務局業務を行います。

◇ 駐車場案内システム協議会への参画 間接事業費のみ（前：間接事業費のみ）

駐車場案内システム協議会に参画するとともに、事務局業務を行います。

＊前年度事業費には「設立記念シンポジウム開催費」2,000 千円を含む。
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◆ 広告・イベントスペース等貸付事業 60,495 千円（前：59,790 千円）

横浜市が所有するクイーンズスクエア横浜の床等を活用し、店舗や広告、イベ

ントのためのスペースとして貸し付けます。

【主な事業内容】

◇ 公有財産賃貸事業 4,895 千円（前：4,660 千円）

横浜市の公有財産であるクイーンズスクエア横浜内の床を借り受け、店舗ス

ペースとして賃貸します。

◇ 広告・イベントスペース利用事業 55,600 千円（前：55,130 千円）

横浜市がクイーンズスクエア横浜に区分所有するクイーンモール内の広告

掲出スペース及びイベントスペース等を利用する権利を借り受け、みなとみら

い２１地区の賑わいの創出を目的としてこれらスペース等を貸し付け、利用料

金を徴収します。


