
平成 24 年度事業計画

一般社団法人横浜みなとみらい２１
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平成24年度 事業計画
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

１ 「みなとみらい２１エリアマネジメント憲章」及び「一般社団法人横浜
みなとみらい２１中期計画」の策定

当法人は、みなとみらい２１地区の街づくりに関わる多様な主体が一体となってエリアマ

ネジメントを実践することにより、当地区の魅力を高め、質の高い都市環境の維持・向上を

図り、もって活力あふれる国際文化都市・横浜の発展に寄与することを目的として、平成21

年度から事業を開始し、24年度で４年目を迎えます。

21年度の事業開始からこれまでの間、当地区のエリアマネジメントを実践にするにあたっ

て拠りどころとなる「みなとみらい２１エリアマネジメント憲章（以下、「憲章」という。）」

の策定について、当地区に関わる多くのみなさまとともに取り組んできました。

また、23 年度においては、「憲章」の基本理念や行動計画を踏まえた「一般社団法人横浜

みなとみらい２１中期計画（以下、「中期計画」という。）」の策定作業を進め、当法人の今後

４年間（24～27年度）の事業展開の方向性を定めました。

当法人としましては、24 年度以降、「憲章」及びこれを踏まえた「中期計画」に基づき事

業を展開していきます。

２ 平成24年度事業計画の考え方

依然として厳しい社会経済情勢のもとで、当法人が実践するエリアマネジメントの重要度

は一層高まっています。特に、先の東日本大震災による影響への対応では、安全・安心な街

づくりと地区の活性化が、当地区のエリアマネジメントにおいて重要な課題であることが再

認識されました。

このような状況を踏まえ、平成24年度の事業計画では、エリアマネジメント推進事業につ

いては、「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、「中

期計画」を踏まえた事業展開の方向性に基づき、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、情報共有を図りながら各事業を推進します。

また、各事業の重要性や緊急性を常に考慮しながら、限られた財源の中で最大限の効果が

発揮できるよう、関係機関との調整を積極的に進め、より効率的な事業執行を行っていきま

す。

さらに、広告・イベントスペース等貸付事業においては、収益向上を図るための様々な対

応策を実施していきます。
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■中期計画と平成24年度事業計画

中期計画

「憲章」をふまえた事業展開の方向性

中期計画

事業展開の方向性

■憲章を踏まえた事業展開の方向性

① エリアの魅力づくり・個性化 ② エリアの快適・利便性の向上

③ 活性化のための催事・協働 ④ 端正で美しい街並み、都市景観の形成

⑤ 公的空間の維持管理、公共

空間の活用

⑥ 安全・安心の確保

⑦ エコ・地球環境への配慮 ⑧ エリアの情報発信・ＰＲ

■組織運営に関する方向性

①会員サービスの向上 ②組織の強化 ③経営の安定化

平成24年度事業計画

■エリアマネジメント推進事業

◇街づくり調整事業

時代の変化に適応した街づくりを進めていくため、地区全体の街づくりの方向性を

議論、共有化、対応策を検討し実施

◇環境対策事業

地区における業務・商業活動等を通じて、地球環境への負荷軽減に向け、ハード面

からソフト面まで幅広く多様な活動を展開

◇文化・プロモーション事業

地区内の状況や活動について、地区内外に発信するとともに、街の快適性の維持・

向上を図る活動を推進

◇その他事業

会員向けに様々な事業を展開、他の活動団体の支援や各種協議会の運営等を推進

■広告・イベントスペース等貸付事業

「クイーンズスクエア横浜」の床等を活用し、店舗や広告、イベントスペースとして

貸付
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街づくり調整事業 13,600千円（前：13,600千円）

時代の変化に適応した街づくりを進めていくため、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、対応策を検討し実施します。

◇街づくり調整委員会（部会）の開催 100千円（前：100千円）

当地区の街づくりについて、新港地区、中央地区、横浜駅東口地区それぞれのルールや経

緯、背景を尊重し方向性や課題、その対応策を検討する場として、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。

◇みなとみらい２１エリアマネジメント憲章の運営 3,500千円（前：5,000千円）

「みなとみらい２１エリアマネジメント憲章」をエリアマネジメント活動に反映させると

ともに、フィードバックの方法について検討、検証を行います。

平成24年度は、憲章に示された行動計画を、エリアマネジメント活動にどのように反映さ

せていくのかの検討及び検証を行います。

また、当地区に関する継続的な基礎データ収集をし、エリアマネジメント活動の効果の検

証にも用いるため、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。

＜活動実績＞

・「みなとみらい２１エリアマネジメント憲章」を策定

・来街者調査や進出企業調査を実施

◇みなとみらい２１地区における地震対策の検討 1,500千円（前：－ ）

東日本大震災の発生を契機に、大地震等による大規模災害発生による混乱を最小限に抑え

るため、エリアマネジメント活動として、自助・共助による対策について検討し、安全・安

心な街を目指します。

地震対策検討 第１回ワークショップ（平成23年10月31日）
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平成 24年度は、23 年度の議論や活動を踏まえ、街としての有効な対応策を検討し、「（仮

称）みなとみらい２１地区防災ガイド」として取りまとめます。

＜活動実績＞

・ワークショップを２回開催

・「みなとみらい２１地区大地震への備え(事業所用)」を作成し合同防災訓練にて配布

◇屋外広告物等のあり方の検討 2,000千円（前：2,000千円）

屋外広告物等による街並み景観への影響を把握し、街の賑わいや当地区にふさわしい景観

形成に資する屋外広告物等のあり方の検討を行います。

平成24年度は、既存のルールを踏まえながら、「屋外広告物デザインの手引き」に基づき、

デザイン性に優れた広告物の掲出実験を行います。

＜活動実績＞

・「屋外広告物デザインの手引き」の取りまとめ（平成22年度）

・地区にふさわしい屋外広告物を掲出する新たな取組の実施方法の検討

◇みなとみらい２１地区における交通対策等の検討 2,000千円（前：2,000千円）

地区内の利便性、回遊性向上による賑わい創出等に向けた交通対策として、駐車場共同利

用化を中心に検討を行います。

平成 24年度は、23 年度の基礎調査等に基づき、駐車場の共同利用化推進のために必要な

方策、実現に向けた課題、また、当地区の交通対策全般についても検討を行います。

＜活動実績＞

・地区内駐車場の現況および共同化に向けた課題の調査、検討

◇「みなとみらい２１インフォメーション」の改訂 2,500千円（前：2,500千円）

当地区の計画概要等をまとめた「みなとみらい２１インフォメーション（冊子及び映像）」

について、最新の状況に改訂します。

◇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：2,000千円）

みなとみらい２１中央地区の地権者間等で定めた土地利用、建物・屋外空間計画等の街づ

くりに関するルールである「街づくり基本協定」を運営し、その基本的な考えを共有すると

ともに、より魅力ある調和のとれた街づくりを進めます。

また、基本協定のより適切な運営や、多岐・多様なテーマに優先順位をつけながら、戦略

的な街づくりを進めるための方策等の検討を行います。
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環境対策事業 4,000千円（前：3,500千円）

みなとみらい２１地区における業務・商業活動等を通じて、地球環境への負荷軽減に向け、

ハード面からソフト面まで幅広く多様な活動を展開します。

◇環境対策委員会（部会）の開催 100千円（前：100千円）

当地区の環境対策（地球温暖化対策等）を議論し、課題への対応などを検討する場として、

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 2,200千円（前：1,700千円）

当地区における環境のあり方について、他の地域の取組や、学識経験者へのヒアリング等

を参考にしながら、対策の検討を行います。

また、関係機関の取組との連携を図るなど、当地区での環境形成についても積極的に取り

組み、その情報発信に努めます

○水環境向上検討調査

当地区における水と緑を活かした街づくりの推進を図ります。平成 24 年度は、23年

度の現況調査等を踏まえ、公的空間における良好な水環境の整備、管理運営、活用によ

る街の賑わい創出等の具体的な方策について検討を行います。

また、公園・緑地、内水域などの公共空間における環境整備に向けて働きかけを行い

ます。

＜活動実績＞

・みなとみらい２１地区水環境向上検討調査で現況及び課題を整理

○その他の主な取組

平成 24 年度は、横浜市及び民間企業が当地区で展開する「横浜スマートシティプロ

ジェクト（YSCP）」、地球温暖化対策等との連携や、グリーン電力証書の活用を図るなど、

当地区における環境形成について積極的に取り組みます。

＜活動実績＞

・地域みどりのまちづくり計画を策定

・地域の緑化計画についてのアンケート調査等を実施

・グランモール公園等に設置するための樹名板を作成

◇身近なエコ活動の実施、検討 1,700千円（前：1,700千円）

当地区において環境啓発活動や、「環境」面における街のＰＲ活動を積極的に行います。

また、みなとみらい２１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。

平成24年度は、「七夕ライトダウン＆あんどんキャンドルナイト」が地球温暖化防止に向

けた環境啓発活動として地区全体での取組となるように、実施方法を再検討し、事業の拡充

を図ります。
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また、地区内の生物多様性等についてどのような取組ができるかなどを検討します。

なお、引き続き古紙共同回収にも取り組みます。

＜活動実績＞

・「七夕あんどんキャンドルナイト」東日本大震災で被災された方々への励ましのメッ

セージを添えた絵柄を公募・展示（平成23年度）

・「環境フォーラム」の開催（平成22年度）

・「MINATOMIRAI21 ECO Information」の作成（平成22年度）

・「七夕ライトダウン」に併せ、環境啓発活動として「七夕あんどんキャンドルナイト」

を実施（平成22年度～）

・「TOWERS Milight ～みなとみらい２１ オフィス全館ライトアップ～」実施に伴い、

グリーン電力証書を購入し、「グリーンエネルギー・クリスマス」に参加

（平成21年度からグリーン電力証書を購入）

・グランモール公園等に設置するための樹名板を作成（再掲）

・「リサイクル推進協議会」の協力のもと、古紙の共同回収を実施し、省資源化を推進

七夕あんどんキャンドルナイト（平成23年７月７日）
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文化・プロモーション事業 38,800千円（前：37,600千円）

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。

◇文化・プロモーション委員会等の運営 100千円（前：100千円）

ＰＲ・プロモーション部会関連

当地区の情報や魅力を効果的に発信して行くためのＰＲ活動を推進します。

◇ＰＲ活動の実施 5,000千円（前：2,000千円）

みなとみらい２１地区ＰＲ戦略策定調査に基づき作成したＰＲ活動計画により、効果的な

街のＰＲを実施します。

平成24年度は、ニュースレター・ニュースリリースの定期的な発行とメディア訪問を中心

にＰＲ活動を実施します。コンサルティング業務を外部委託し、メディアへの企画提案等に

よる取材獲得に向けてプロモート活動を行うとともに、広告換算によりＰＲ効果を検証しな

がら、より充実したＰＲ活動を実施します。

＜活動実績＞

・ＰＲ戦略及びＰＲ活動計画を策定（平成22年度）

・ＰＲ活動計画に基づくメディアリスト等の整備、ニュースリリース・ニュースレター

の発行、メディアリレーション 等

◇地区イベントの開催 15,700千円（前：16,000千円）

当地区の賑わいづくりにより、街の活性化と来街者の増加を促進するため、季節に応じた

様々なイベントを開催します。

平成24年度は、春の大道芸や、クリスマスイベント（オフィス全館ライトアップ等）を開

催します。また、さくらフェスタ、大盆踊りなど地区内イベントに参画します。

＜活動実績＞

・ヨコハマ大道芸ｉｎみなとみらい２１

・フラワーモール

・TOWERS Milight ～みなとみらい２１ オフィス全館ライトアップ～

・クリスマスキャンドル 等
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TOWERS Milight ～みなとみらい２１ オフィス全館ライトアップ～

（平成23年12月22日）

◇ウェブによる情報発信 3,000千円（前：1,000千円）

みなとみらい２１公式ウェブサイトにより来街者の増加に効果的な情報を発信します。

平成24年度は来街者への情報発信を強化するため、スマートフォン向けの公式ウェブサイ

トを制作します。また、来街者による公式ウェブサイトへのアクセス数増加を図るため、ウ

ェブサイトの改良を行いながら、コンテンツを充実させるとともに、ツイッターやフェイス

ブックも活用して情報発信を行います。

＜活動実績＞

・公式ウェブサイトリニューアル、レイアウト変更

・ツイッター、フェイスブックページ開設、運用 等

◇広報誌による情報発信 6,000千円（前：6,000千円）

平成24年度も街の広報誌『mirea（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。

＜活動実績＞

平成23年度タイアップ記事

・５月号／街のこと：「開港の道」がある街

まちづくり百景：「七夕あんどんキャンドルナイト」の開催

・７月号／街のこと：HOTEL STAYが楽しめる街

まちづくり百景：BankARTⅢ「新港村」

・９月号／街のこと：風と光に包まれた海のある街

まちづくり百景：みなとみらい21JAZZ&Wine

・１１月号／街のこと：未来をみんなで創りあげる街

まちづくり百景：Xmasを彩るキャンドルイベント開催

・１月号／街のこと：二人の幸せがはじまる街

まちづくり百景：ＣＰ＋（シーピープラス）2012開催
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◇イベント連絡会の開催 －（前： － ）

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。

◇地区プロモーションの調整 2,000千円（前：2,000千円）

街のプロモーション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、内水域活性化部会関連

グランモール公園及びグランモール軸沿いの施設の公開空地、並びに汽車道、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賑わいの創出

や憩いの空間形成等を進めます。

◇社会実験の実施 4,500千円（前：4,500千円）

平成22年度から23年度にかけて実施した公共空間を活用した社会実験の結果を踏まえ、

24 年度は特に内水域を活用するため、船舶等を用いた社会実験を検討します。その他、23

年度に引き続き、桜木町駅前広場、汽車道、グランモール公園及び公開空地の活用について

賑わいに貢献する利用方法について所管官庁と協議を積み重ねていきます。

＜活動実績＞

・公共空間（道路、港湾緑地、都市公園及び公開空地）の関連法規調査

・みなとみらい２１ＪＡＺＺ＆Ｗｉｎｅの実施

・汽車道橋梁ライトアップ＆イルミネーションの実施

・桜木町駅前広場活性化委員会への参画

・グランモール公園へのアートベンチ設置

・「みなとみらい２１公共空間活用社会実験実行委員会」の設立

みなとみらい２１ＪＡＺＺ＆Ｗｉｎｅ（平成23年10月８日）
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ホスピタリティ向上部会関連

来街者へのホスピタリティを向上させるため、開発が進む当地区内の案内サインが適切な

誘導がされているかについて調査し改善策を検討します。また、来街者が歩いて楽しめる街

となるよう地域の緑化計画である「地域緑のまちづくり事業」を推進していきます。

◇歩行者案内サインの維持管理・運営 1,500千円（前：2,700 千円）

42街区や67街区など新規施設を当法人所有の案内地図の更新に反映させます。平成24年

度は、横浜駅周辺から当地区への適切な誘導のための地図掲出社会実験、34街区開発に伴う

みなとみらい駅の新設出口の誘導対策、新港地区からみなとみらい駅への誘導対策、桜木町

駅出口新設に伴う誘導対策などについてホスピタリティ向上部会を通じ検討して行きます。

＜活動実績＞

・横浜駅周辺の案内サイン調査

・ヨーヨー広場の改修検討

・新港地区の案内サイン調査

・動く歩道上から日本丸方面への誘導社会実験実施

◇地域緑のまちづくり事業 1,000千円（前：－ ）

本地区内を新港地区及び中央地区に分割し、地域が主体となった緑化計画を23年度環境対

策部会で策定を行いました。平成24年度は、8街区、汽車道、グランモール公園及び54街

区を中心に緑花を推進すると共に、この事業を使い地区をＰＲすることや就業者の参加方法

などについて他地区の事例を参考に検討していきます。

◇インフォメーション担当者意見交換会 －（前： － ）

ホテルを含めたインフォメーションの担当者に集まっていただき、３か月おきに地区内の

情報提供及び情報交換を行います。特に「ダンス・ダンス・ダンス アット ヨコハマ2012」

などの地区内全域に影響が及ぶイベントについての情報提供を中心に行う予定です。

＜活動実績＞

・4月、7月、11月及び1月の年４回の情報交換の実施

・「横浜トリエンナーレ2011」関係等の地区内影響が大きいイベント情報提供

◇公園愛護会活動の推進 －（前： － ）

グランモール公園愛護会に参画することにより、愛護会構成員である地元企業等と調整を

図りながら当地区の賑わいづくりや活性化に寄与する公園利用を推進するとともに、月１回

の定期清掃を実施しています。
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その他事業 10,150千円（前：8,150千円）

エリアマネジメント活動の充実を図るため、会員向けに様々な事業を展開するとともに、

他の活動団体の支援や各種協議会の運営等を推進します。

◇みなとみらい２１地区 街づくり着工３０年記念事業 2,000千円（前：－ ）

昭和58年（1983年）の当地区街づくり着工から３０年を迎える平成25年(2013年)に向け

て、記念事業等の検討を行います。

◇会員ニーズの把握と情報提供の充実 100千円（前：100千円）

会員サービスの向上にむけ、会員のニーズを把握するためのアンケート調査を実施すると

ともに、会員あてに地区内外の時宜にかなった様々な情報を提供します。

また、会員・施設設置者連絡会を通じて、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。

＜活動実績＞

会員・施設設置者連絡会

・ＡＰＥＣ開催等の地区内への影響が大きい事項については説明会を開催

・その他の事項についてはE-mail/FAXにより情報提供

◇合同防災訓練の実施 500千円（前：500千円）

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。

＜活動実績＞

・みなとみらい２１地区合同防災訓練実行委員会を開催し訓練内容等を検討

・平成７年１月17日の「阪神・淡路大震災」を契機に、毎年１月中旬に実施

◇講演会等の開催 400千円（前：400千円）

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、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。

＜活動実績＞

・「第一生命女子陸上競技部 山下監督 講演会」（平成23年度）

・「カップヌードルミュージアム内覧会」（平成23年度）

・「普通救命講習会」（毎年２回）
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◇エリアマネジメント活動助成事業 4,350千円（前：4,350千円）

当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うとともに、ウェブや広報誌等の媒体を

活用して、活動を広くＰＲします。
平成 24 年度は、23 年度に引き続き２回／年募集し、選考された活動の支援を行います。

また、23年度に支援した活動の成果報告会を開催します。
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。
＜活動実績＞

・第１次募集で８件、第２次募集で６件、計14件の支援を決定
・23年６月に22年度に助成した活動の成果報告会を開催

エリアマネジメント活動助成事業 平成24年度第１次公開選考会
（平成24年３月７日）

◇企業誘致の支援 1,000千円（前：1,000千円）

当地区において、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
等の誘致を支援します。

◇横浜都心電波対策協議会の運営 1,800千円（前：1,800千円）
当地区内および関連開発地区における建物建設に起因する周辺市街地のテレビ電波障害対

策に取り組む「横浜都心電波対策協議会」の事務局の運営を行います。
＜活動実績＞

・地上波テレビ放送電波のデジタル化に伴い、開発者負担金ルールを改訂
・開発事業者の負担金額の決定

◇駐車場案内システム協議会への参画 －(前： － )
平成24年度も新規開発事業者へ駐車場案内システム協議会への参画を要請するとともに、

事務局業務を行います。
＜活動実績＞

・駐車場台数の規模によらない料金体系の見直し
・協定書及び覚書を廃止し、規約へ内容を統合
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広告・イベントスペース等貸付事業 57,550千円（前：59,300千円）

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。

◇公有財産賃貸事業 4,375千円（前：4,700千円）

横浜市の公有財産である「クイーンズスクエア横浜」の床を借り受け、店舗スペースとし

て賃貸します。

＜活動実績＞

・クイーンモール１階商業スペース：「宝くじチャンスセンター」

・ステーションコア地下３階商業スペース：「ミスタードーナッツ」

◇広告・イベントスペース利用事業 53,175千円（前：54,600千円）

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、当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。

＜活動実績＞

・設置物：コインロッカー、公衆電話

・広告物：大懸垂幕、バナー／フラッグ等、ポスターケース、ショーケースほか

・特定行為：映画撮影等、ワゴン販売等

・イベントスペース等：「クイーンズサークル」、「カフェ・ド・クリエ」、「みなと

みらいギャラリー」


