
平成 21年度事業報告書

一般社団法人横浜みなとみらい２１
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平成21年度 事業執行状況

一般社団法人横浜みなとみらい２１は、みなとみらい２１地区の魅力を高め、質の高い都市環

境の維持・向上を図ること目的として、平成21年 4 月 1日から事業活動を開始し、平成22 年 2

月23日に設立１周年を迎えることができました。

この１年間、街づくり調整、環境対策及び文化・プロモーションを柱として事業を展開し、地

区全体のエリアマネジメントを推進してまいりました。

今後も、当法人に期待される役割はますます大きなものとなってきており、当地区の街づくり

に関わる多様な主体の参画のもと、時代の変化を着実に捉えた新しいエリアマネジメントを実践

してまいります。

以下、平成21年度の事業執行状況をご報告します。

１ 会員・役員・職員の状況（平成22年4月末日現在）

（１）会員 正会員：62団体 準会員：15団体 賛助会員：28団体 （計105団体）

（２）役員 理事：１０人 監事：２人

（３）職員 １６人（専務理事兼事務局長を含む）

２ 基金の状況

（１）募集総額 ３億円

（２）払込み総額 ２億８千５百万円

○募集期別払込み状況

第１期 第２期

申込み期間 平成21年 7月21日

～8月31日

平成21年9月1日～

平成22年2月10日

払込み額 2億3千万円 5千5百万円

払込み団体数 ４団体 ２団体

３ 事業活動推進のための組織運営

社員総会・理事会をはじめ、理事会の諮問機関である各委員会・部会などを設立し、事業活

動を円滑に推進するための組織運営に取り組んでいます。

（１）社員総会・理事会

平成21年 6月 1日 理事会

6月24日 第１回定時社員総会

6月24日 臨時理事会

11月11日 理事会

平成22年 3月29日 理事会
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（２）委員会・部会

■街づくり調整委員会

○7月21日 第１回委員会

・街づくり調整委員会立ち上げ並びに委員長、副委員長の選任について

委 員 長 森 誠一郎（当法人理事長）

副委員長 風間 利彦（当法人理事）

副委員長 魚谷 憲治（当法人理事）

・街づくり調整委員会の運営等について 他

○10月30日 勉強会

・「屋外広告物のデザインと都市景観」をテーマに学識者による講演会

・「屋外広告物等のあり方調査」の概要について

○12月8日 まち歩き

・屋外広告物及び景観に関する現状・課題等の実態把握のためまち歩きを開催

○3月1日 ワークショップ

・屋外広告物及び景観に関する現状を踏まえて街としてあるべき空間のイメージを会員

間で共有するためにワークショップを開催

○3月11日 第2回委員会

・平成21年度 事業執行状況について

・平成22年度 事業計画及び収支予算（原案）について

□街づくり調整部会

○7月30日 第１回部会

・「街づくり調整部会」の運営等について

・「コミュニティサイクル・社会実験」について

・「屋外広告物等のあり方調査」について

○10月13日 第２回部会

・「屋外広告物等のあり方調査」の実施方法・実施内容について

・「エリアマネジメント憲章」策定に向けて

○12月3日 第３回部会

・「屋外広告物等のあり方調査」まち歩き事業の開催について

・街づくり調整事業 平成２２年度事業計画（案）について

・横浜都心部コミュニティサイクル社会実験の実施状況について

○1月19日 第４回部会

・「屋外広告物等のあり方調査」ワークショップの開催について

・街づくり調整事業 平成２２年度事業計画（案）について
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○2月18日 第５回部会

・「（仮称）みなとみらい２１エリアマネジメント憲章」策定について

・「屋外広告物等のあり方調査」ワークショップの開催について

・街づくり調整事業 平成２２年度事業計画（案）について

■環境対策委員会

○7月21日 第１回委員会

・環境対策委員会立ち上げ並びに委員長、副委員長の選任について

委 員 長 風間 利彦（当法人理事）

副委員長 太田 嘉雄（当法人理事）

副委員長 小堀 卓 （株式会社横浜国際平和会議場 専務取締役）

・環境対策委員会の運営等について 他

○1月21日 みなとみらい二十一熱供給㈱プラント見学会

・地域冷暖房施設、共同溝の見学

○3月11日 第2回委員会

・平成22年度 事業計画及び収支予算（原案）について

・平成21年度 事業執行状況について

□環境対策部会

○8月7日 第１回部会

・「環境対策部会」の運営等について

・「コミュニティサイクル・社会実験」について

・「七夕ライトダウン」に関する報告について

○10月2日 第２回部会

・「日産自動車・社会実験」について

・みなとみらい２１熱供給事業の「環境」貢献について他

○1月29日 第３回部会

・エコ活動部会と合同開催

・環境対策部会とエコ活動部会の統合について

・環境対策事業 平成２２年度事業計画（案）について

・TOWERS Milight 実施の報告

・地区内における環境対策への取り組み紹介①

～グリーンポテト／横浜メディアタワーの挑戦

□エコ活動部会

○1月29日 第１回部会

・環境対策部会と合同開催

・エコ活動部会と環境対策部会の統合について

・環境対策事業 平成２２年度事業計画（案）について
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■文化・プロモーション委員会

○7月21日 第１回委員会

・文化・プロモーション委員会立ち上げ並びに委員長、副委員長の選任について

委 員 長 森 廣人（当法人専務理事）

副委員長 相澤 透（三菱地所ビルマネジメント株式会社 代表取締役 専務執行役員）

・文化・プロモーション事業について 他

○3月11日 第２回委員会

・平成２１年度事業の実施状況について

・平成２２年度事業計画及び収支予算案について 他

□ＰＲ・プロモーション部会

○7月24日 第１回部会

・文化・プロモーション事業の実施状況（ＰＲ・プロモーション部会関係）とスケジュ

ールについて 他

○9月25日 第２回部会

・ＴＯＷＥＲＳ Ｍｉｌｉｇｈｔ(オフィス全館点灯)の実施について

・みなとみらい２１地区におけるＰＲ・プロモーション活動について 他

○11月20日 第３回部会

・みなとみらい２１地区におけるＰＲ戦略について

・公式ウェブサイトのリニューアルについて

・イベント情報等の収集及びショップ情報等の更新について

・ＴＯＷＥＲＳ Ｍｉｌｉｇｈｔの実施について

・西区キャンドルアートの開催について

・来年度事業について 他

○1月26日 第４回部会

・「ＴＯＷＥＲＳ Ｍｉｌｉｇｈｔ」実施の報告について

・公式ウェブサイトのショップ及びレストラン検索機能のアップデートについて

・春のイベント情報に関するプレスリリースの実施について

・来年度事業について

・ＰＲ戦略策定調査について 他

○3月5日 第５回部会

・公式ウェブサイトのリニューアルについて

・平成２２年度事業計画及び収支予算案について 他

○イベント連絡会

・街の情報を収集、地区内の商業施設運営者間の連携や情報の共有化

・１２回開催（4月24日、5月29日、6月19日、7月24日、8月21日、9月25日、10

月23日、11月20日、12月25日、1月22日、2月19日、3月19日）
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□グランモール軸活性化部会

○8月3日 第１回部会

・部会の役割について

・グランモール軸活性化調査の実施について

・各施設からイベント開催等の報告 他

○10月16日 第２回部会

・部会の今後の進め方について

・来年度事業計画（グランモール軸活性化部会関係）について

・各施設からイベント開催等の報告 他

○12月9日 第３回部会

・社会実験等の実施について

・グランモール公園再整備・利用検討会への参画について

・イベント等の共同広報の推進について 他

○2月9日 第４回部会

・創造都市横浜推進協議会の提言書「クリエイティブシティ・ヨコハマの新たな展開に

向けて」について

・イベント等の共同広報及びタイアップの推進について

・グランモール軸での社会実験の実施について

・グランモール公園の再整備提案イメージについて

□ホスピタリティ向上部会

○9月10日 第１回部会

・部会の活動について 他

○11月16日 第２回部会

・案内サイン検討の経緯及び課題について

・案内サイン検討調査の実施について

・会員等による美化活動等地域貢献活動情報の収集及びウェブによる発信について

・高島中央公園愛護会の設立について

・みなとみらい駅自転車等放置禁止区域の指定について

・迷惑駐輪防止キャンペーンの実施について

・まち歩き事業について

・ガイドマップのリニューアルについて

・来年度事業について 他

○1月13日 第３回部会

・歩行者案内サイン検討調査の実施について

・ガイドマップのリニューアルについて

・高島中央公園愛護会の設立について
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・来年度予算について

・みなとみらい２１地区での車いす探索調査について 他

○3月10日 第４回部会

・自転車等放置禁止区域の指定について

・サインの多言語化について

・歩行者案内サイン検討調査の実施について

・ガイドマップのリニューアルについて

・平成２２年度事業計画及び収支予算案について 他

（３）その他

■みなとみらい２１街づくり基本協定運営委員会

○委員会

・中央地区「街づくり協議会・部会」を継承、「街づくり基本協定」の運用

・８回開催（4月28日、6月5日、7月30日、9月30日、10月28日、12月22日、

2月2日、3月25日）

○専門部会

・街づくり基本協定で課題とされている「暫定土地利用規準」の見直し等の検討

・１１回開催（5月14日、6月25日、7月23日、8月27日、10月1日、10月27日、

11月26日、12月21日、1月28日、2月25日、3月24日）

■一般社団法人横浜みなとみらい２１会員・施設設置者連絡会

・防災・防犯、各種工事、イベントによる交通規制等の情報提供

・連絡会：３回開催（4月23日、9月11日、2月26日）、E-mail・FAX送信：16回

（４）法人外部組織

■横浜都心電波対策協議会 ＜会長 森 廣人（当法人専務理事）＞

○総会・代表者会

・決算・会計監査報告、事業計画・予算の策定、代表者会・運営委員会委員及び役員の

選出、会則の改定

・１回開催（6月18日）

○運営委員会

・総会・代表者会の議事、運営委員会会則の改定、新規開発の対策範囲策定調書・開発

者負担金算定調書等

・４回開催（5月26日、11月2日、1月27日、3月26日）

○専門部会

・地上デジタル放送完全移行に伴う新たな開発者負担金ルールの策定 他

・５回開催（8月25日、9月7日、9月17日、2月18日、3月12日）
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■みなとみらい２１駐車場案内システム協議会 ＜会長 森 廣人（当法人専務理事）＞

・駐車場案内システムの適切な管理運営

・総会１回開催（9月28日）、作業部会１回開催（9月14日）

■みなとみらい２１ＳＰ推進委員会 ＜委員長 森 廣人（当法人専務理事）＞

・街全体の様々なプロモーションにより、「地域の魅力向上」、「街の賑わい創出」及び「来

街者へのホスピタリティ向上」を図る

・通常総会１回開催（3月19日）、臨時総会２回開催（4月14日、8月21日）、部会１２

回開催（4月24日、5月29日、6月19日、7月24日、8月21日、9月25日、10月

23日、11月20日、12月25日、1月22日、2月19日、3月19日）

４ 事業構成

次の事業を柱としてエリアマネジメントを推進しています。（詳細は次頁以降に記載していま

す。）

（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

なお、収益事業として広告・イベントスペース利用事業を実施しています。
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街づくり調整事業 ３6,０１２,０００円

１ 街づくり調整委員会（部会）の開催

みなとみらい21地区の街づくりの方向性について、会員の意見を集約し、議論するととも

に、共有化を図る場として、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。

＜事業執行状況＞

街づくり調整委員会、同部会を開催し、中央地区・新港地区・横浜駅東口地区それぞれの現

状と課題を共有化すると共に、屋外広告物等のあり方調査やコミュニティサイクル社会実験の

実施等について確認をしました。

また、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」の冊子・ビデオにつ

いて改訂を行いました。

２ みなとみらい２１街づくり基本協定の運営

みなとみらい２１街づくり基本協定に基づき、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ます。

また、（仮称）みなとみらい２１エリアマネジメント憲章に基づき、みなとみらい２１街

づくり基本協定第８条「都市管理項目」を改定します。

＜事業執行状況＞

昨年度まで活動していた街づくり協議会を継承する形で街づくり基本協定運営委員会を立

ち上げ、地区内の街づくり行為等の審査を行いました（８回開催）。また、暫定土地利用規準

の見直しなど街づくり基本協定の運用上の課題を協議するため専門部会を立ち上げ議論を行

いました（１１回開催）。

(1)運営委員会等開催状況 (4)屋外広告物（テナントサイン等）

・運営委員会 8 回 ・申請件数 2件

・専門部会 11回 ・届出件数 32件

(2)承認通知書発行件数 (5)屋外広告物（バス停広告、パシフィコ

・街づくり行為 18件 横浜、その他）

(3)暫定土地利用 ・バス停広告 22件

・申請件数 3件 ・動く歩道横断幕 22 件

・届出件数 47件 ・動く歩道フラッグ 8件

・クイーンズ橋フラッグ 5件

・その他 12件

（仮囲いサイン、ｼｮｰｳｨﾝﾄﾞｳ壁面塗装、

掲出ポスター変更 等）
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３ 屋外広告物等のあり方調査

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２１年度は、ワークショップやまち歩きを実施し、関係者間で共有化を図るとともに、

みなとみらい２１地区らしい屋外広告物デザインの手引きを作成します。（

＜事業執行状況＞

屋外広告物等のあり方調査の具体的な進め方に関して街づくり調整部会において議論をし、

勉強会、まち歩き、ワークショップの実施を行うことで会員間での共有化を図るととともに、

みなとみらい２１地区らしい屋外広告物デザインの骨子づくりを行いました。

４ （仮称）みなとみらい２１エリアマネジメント憲章の策定

みなとみらい２１地区の状況や会員ニーズ等をふまえながら、エリアマネジメントの基本

的な方針となる「（仮称）みなとみらい２１エリアマネジメント憲章」を策定します。

＜事業執行状況＞

エリアマネジメント憲章策定に向けて、「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、背景を尊重しながら３地区全体の課題の共有化を行いました。また、７

月に開催した設立記念シンポジウムでも「みなとみらい２１地区における持続可能なエリアマ

ネジメント」と題してパネルディスカッションを行い、エリアマネジメントの重要性ついて会

員間の共通認識や街の将来像についてのイメージ作りをしました。

また、エリアマネジメントの検証を見据えて、来街者調査や進出企業調査を実施しました。
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環境対策事業 ２２,２１１,０００円

１ 環境対策委員会（部会）の開催

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。

＜事業執行状況＞

環境対策委員会、環境対策部会を開催し、「コミュニティサイクル社会実験」への協力や横

浜市地球温暖化対策推進協議会の取り組みである「低炭素地域づくり面的対策推進事業」への

協力などを行いました。

また、地区の環境への取り組みに向けて会員の環境に関する知識と理解を深めるため、地区

内施設における地球温暖化対策への取り組み紹介や地域冷暖房施設の見学会を実施しました。

２ 脱温暖化まちづくり検討調査

横浜市都市整備局が行う「脱温暖化都市づくり検討調査」と連動し、みなとみらい２１地

区に適合した脱温暖化まちづくり方向性について、関係者間で共有化を図るための調査を行

います。

＜事業執行状況＞

横浜市都市整備局で策定を進めている「横浜都心エコまちづくり計画（案）」において「Ｅ

Ｖ循環バス導入」「コミュニティサイクル導入」「メガソーラー設置検討」などについてみ

なとみらい２１地区への導入の可能性について検討を行い、都市環境の改善に向けた今後の

取り組みとして継続検討課題に加えることとしました。

３ 西区地球温暖化対策推進協議会への参画

街が一体となった取組の推進（西区打ち水大作戦、西区七夕ライトダウン等）に協力しま

す。

＜事業執行状況＞

みなとみらい２１地区の街が一体となって温暖化防止に取り組む一環として７月７日の七

夕ライトダウンキャンペーンに参加、また、高島中央公園ガーデニングクラブ主催の打ち水イ

ベントのＰＲにも協力しました。みなとみらい２１地区が中区と西区にまたがっているため、

「横浜市地球温暖化対策推進協議会」に入会し、市全体での取り組みの推進に協力しました。

また、「西区都市緑化推進施策検討委員会」に参画し、区における「緑の拠点地区」の一つ

として緑化に関する中長期計画を「西区における緑化推進について（指針）」に盛り込みまし

た。
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４ エコ活動部会の開催

古紙共同回収や、地区内の商業施設と連携したレジ袋削減やエコポイントなどの省資源化

活動について議論する場として、エコ活動部会を開催します。

＜事業執行状況＞

エコ活動部会は、環境対策部会の活動と連携しながら「身近なエコ活動の推進」を行うこと

をメインの活動を行う場と位置づけ、７月７日の「七夕ライトダウン」を実施した他、12 月

24日の「TOWERS Milight」では地球温暖化防止の観点からグリーン電力証書を活用し「グ

リーン・クリスマス・ライトアップ」キャンペーンに参加しました。

古紙共同回収については、省資源化の推進に向けて「リサイクル推進協議会」の協力のもと

に継続して実施しました。
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文 化 ・ プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業 ８ １ , ３ ６ ６ , ０ ０ ０

１ 文化・プロモーション委員会等の運営

効率的かつ効果的なＰＲ活動を行うため、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）を掛け合わせる手法や、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

用する手法など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。

＜事業執行状況＞

部会を５回開催し、効率的かつ効果的な街のＰＲ手法について議論を進めた結果、平成

２２年度からＰＲ戦略策定調査を実施することとしました。

２ イベント連絡会の開催

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。

＜事業執行状況＞

商業、文化施設、コンベンション施設を運営している約５０社が参加し、毎月１９日以降

最初の金曜日の午後にイベントの開催等に関する情報交換を行っています。

３ ウェブによる情報発信

みなとみらい２１公式ウェブサイトをリニューアルし、情報発信を行います

＜事業執行状況＞

みなとみらい２１地区のポータルサイト及び一般社団法人横浜みなとみらい２１のホーム

ページとして、みなとみらいのイメージアップにつながるウェブサイトを目指し、委託業者

の選定をプロポーザル方式で実施しました。１１月１日にリニューアルオープンし、ショッ

プやレストラン、交通アクセス等の検索機能を充実させたほか、新たに地図による検索機能

を追加するとともに、一般社団法人横浜みなとみらい２１のホームページに、新たに文化・

プロモーション事業等を追加しました。また、部会等の開催案内を掲載するほか、配付資料

や会議録、調査報告書をダウンロードすることができる会員専用ページを新たに開設しまし

た。さらに、英語・中国語・韓国語に対応したページも新たに開設しました。
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４ 広報誌による情報発信

みなとみらい２１インフォメーション及びガイドマップを発行し、情報発信を行います。

また、街の広報誌「ミレア」と協働して、街づくりや環境、緑花、文化芸術、エリアマネジ

メント活動、行政などに関する情報を発信します。

＜事業執行状況＞

みなとみらい２１地区のフリーペーパーである「ｍｉｒｅａ」（奇数月に発行）の発行主

体と協働して、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ています。

５月号では「横浜みなと博物館」と「フラワーモール」、７月号では「日産自動車グローバ

ル本社」と「エコ活動」、９月号では「象の鼻パーク」と「芸術活動」、１１月号では「横

浜美術館」と「イルミネーション」、１月号では「横浜ブルーアベニュー」と「防災訓練」、

３月号では「クイーン軸」と「大道芸」についての情報を発信しました。また、ガイドマッ

プをリニューアルし、掲載する情報を充実させました。

５ みなとみらい２１総合案内所等による情報発信

みなとみらい２１総合案内所等を活用した情報発信を行います。

＜事業執行状況＞

５月２２日にＪＲ桜木町駅高架下に移転し、桜木町駅観光案内所として新装オープンしま

した。この施設を活用し、ポスターの掲出やチラシの配布を行っています。

６ 地区イベントの開催

新しい文化を創造するため、春に「みなとみらい２１大道芸」と「フラワーモール」を開

催します。（委託費18,000千円）

また、街の活気をアピールするため、春だけでなく、クリスマスなどその他季節ごとにイ

ベントを実施します。

＜事業執行状況＞

みなとみらい２１大道芸については、４月１８日（土）～１９日（日）に開催し、来街者

は６０万人を数えました（昨年度は４１万人）。フラワーモールについては、４月２８日か

ら６月２８日までの２か月にわたり、桜木町駅前広場やヨーヨー広場、グランモール公園、

新高島駅前等を花いっぱいに飾りました。「ＴＯＷＥＲＳ Ｍｉｌｉｇｈｔ～みなとみらい

のオフィス全館点灯～」については、横浜ブルーアベニューや日産自動社グローバル本社ビ

ルといった新高島エリアのビルも参加して、昨年度と同様の１２月２４日に開催し、オフィ

スビル群が一体となって、みなとみらいの街全体をひとつのイルミネーションに創り上げま

した。
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７ まち歩き事業

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。

＜事業執行状況＞

ＮＰＯ法人横浜シティガイド協会と協働して、１１月３０日にはコモンスペース等に設置

しているパブリックアートを巡るコース、１２月１日には日産自動車グローバル本社や地域

冷暖房システムなどのエコ施設を巡るコースで実施しました。特に、エコ施設を巡るコース

は、申し込みが定員を超えた人気コースとなりました。

８ 地区プロモーションの調整

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。

＜事業執行状況＞

みなとみらい２１ＳＰ推進委員会に参画し、エリアマネジメント活動とセールスプロモー

ション活動との協働を進めています。

９ グランモール軸活性化部会の開催

グランモール軸を芸術・新たな文化の発信拠点とするため、施設の整備及び施設を活用し

た活動の両面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。

＜事業執行状況＞

部会を４回開催し、グランモール軸に隣接する施設間でイベント等の共同広報及びタイア

ップを推進するとともに、グランモール公園及び公園に隣接する施設の公開空地で社会実験

を実施するための検討を進めています。

10 グランモール軸活性化調査

グランモール軸沿いの街区開発と連動したグランモール公園の再整備、及びグランモール

公園を活用した賑わい創出のイベントの開催について、関係者間で共有化を図るための調査

を行います。（調査委託費4,000千円）

＜事業執行状況＞

グランモール軸活性化部会で議論した結果、調査業務をグランモール軸での社会実験の検

討とグランモール公園再整備の検討とに分割しました。グランモール公園再整備の検討につ

いては、隣接街区の地権者等を加えた形で再編したグランモール公園再整備・利用検討会を

中心に意見を聴取したうえで取りまとめました。
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11 ホスピタリティ向上部会の開催

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、防犯活動など）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。

＜事業執行状況＞

部会を４回開催し、歩行者案内サインの検討やガイドマップのリニューアルなど街の快適

性を維持・向上を図るきめ細かい活動について議論を進めています。また、みなとみらい駅

周辺の自転車等放置禁止区域の指定について、民地である外壁後退部分等を併せて指定する

こととなり、３月に告示、５月に施行しました。

12 公園愛護会活動の推進

グランモール公園愛護会に参画するとともに、事務局業務を行います。

また、高島中央公園愛護会について、関係者間の合意形成を進め、愛護会を設立します。

＜事業執行状況＞

グランモール公園の定期清掃活動については、毎月第３火曜日に実施しており、毎回５０

～８０人に参加していただいています。

13 案内サインの維持管理

地域が主体となった案内サインの維持管理・運営について検討するとともに、案内サイン

の更新を行います。

＜事業執行状況＞

ホスピタリティ向上部会での議論をふまえ、歩行者案内サインの検討調査を実施し、駅と

主要施設を結ぶ動線の把握を行うとともに、動線上の案内に関する課題を抽出しました。

14 街のコンシェルジュの育成

ＮＰＯ等と協働して、みなとみらい２１地区の歴史や街づくりなどの情報などを紹介・案

内する人を育成します。

＜事業執行状況＞

街のコンシェルジュの育成に先立ち、ガイドマップをリニューアルしました。
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その他事業（プロジェクト） ３２,７１２,０００円

１ 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、議論しあえ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

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。

＜事業執行状況＞

会員・施設設置者連絡会を立ち上げ、「APEC 横浜開催」や「横浜国際女子マラソン大会」

など時宜に適った情報を提供しました。（連絡会の開催：３回）

また、E-mail及びFAXによる情報提供を行いました。（１６回）

（２）防災訓練の実施

街が主体となって、地震や火災等の災害の発生に備え、消火等の訓練を行います。

＜事業執行状況＞

みなとみらい２１地区合同防災訓練実行委員会を立ち上げ、訓練内容等について検討を重

ね、１月18日に開催しました。（参加者：４６６人）

（３）その他会員間コミュニティの形成

会員間でコミュニティを形成し、共同で活動を行える環境を形成します。

＜事業執行状況＞

多くの会員が街のことを考え、議論しあえ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するよう引き続き検討しています。

２ 地区内情報交流検討調査

ケーブルテレビの回線等を活用した地区内の情報交流について調査を行います。

＜事業執行状況＞

財団法人ケーブルシティ横浜と協働により「放送・通信の効果的活用調査検討会」を立ち

上げ、みなとみらい２１地区の情報流通に関する実態調査及び情報流通に関する業界動向調

査を踏まえ、基本構想の策定を進めています。
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３ 講演会等の開催

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。

＜事業執行状況＞

○普通救命講習会

日 時：平成21年11月25日（水）、26日（木）、27日（金）13：30～16：30

場 所：プレゼンテーションルーム

内 容：西・中消防署員を講師に招き心肺蘇生法やＡＥＤの取扱方法を学ぶ。

参加者：６６人

○設立１周年記念講演会

日 時：３月２日（火）15：00～17：00

場 所：ブリリア・ショートショート・シアター

テーマ：みなとみらい２１とアートな街づくり

講 師：横浜美術館館長 逢坂恵理子 氏

ブリリア・ショートショート・シアター代表 別所哲也 氏

参加者：７７人

４ 法人設立記念シンポジウムの開催

法人の設立を記念するとともに、今後のエリアマネジメントについて議論するため、他地

区でのエリアマネジメント活動実践者及び有識者によるシンポジウムを開催します。

＜事業執行状況＞

シンポジウム及び会員交流会を開催しました。

日 時：平成21年７月15日（水）14：00～16：00

場 所：ランドマークホール

参加者：２３６人

基調講演：「都心部におけるエリアマネジメントの展開」

東京都市大学 小林重敬教授

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ：「みなとみらい２１地区における持続可能なエリアマネジメント」

＜パネリスト＞ 他地区代表、国・横浜市、学識経験者など６名
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５ エリアマネジメント活動助成事業

街づくり協議会及びプロモーション協議会における地域振興事業を公益目的事業とするた

め、地区内における公益的な活動提案を募集し、選考委員会による選考を経て、応募団体に

対して、資金面での支援を行います。

＜事業執行状況＞

専門家等で構成する準備会を８月１７日に開催し、そこでの意見をふまえ活動提案の募集

要項を作成し、９月９日から１０月８日にかけて募集しました。そして、１０月２０日に公

開提案会を開催し、助成対象として９件の提案を選考しました。

６ 企業誘致の支援

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。

＜事業執行状況＞

１１－２及び５９街区の開発事業者の公募業務を横浜市港湾局から受託しました。１１－

２街区については、事業提案の応募がありましたので、みなとみらい２１地区開発事業者審

査委員会を設置して審査し、審査結果を横浜市に報告しました。

７ 横浜都心電波対策協議会への参画

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。

＜事業執行状況＞

協議会事務局が当法人へ移行することに伴う会則変更のため、第１３回総会並びに第２２回

代表者会を開催しました。また、２０１１年７月の地上デジタル放送完全移行に伴う開発者負

担金ルールの策定のため、専門部会を立ち上げ検討を行いました（５回開催）。


