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平成24年度事業報告

平成24年4月1日から平成25年 3月31日まで

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４月１日から事業を開始しました。

本年度においても、「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」

を中心として事業を展開し、地震対策や環境対策に取り組むとともに、地区の賑わいを創

出するイベントや桜木町駅前広場・グランモール公園等の公開空地を活用した社会実験の

実施、ニュースレターやＷｅｂを活用した情報発信、地区のＰＲ活動等を推進してきまし

た。また、会員の皆様の交流を図り、新たなネットワークを形成する機会として、初の試

みとなる、「横浜みなとみらい２１賀詞交換会」を開催しました。

それぞれの事業の推進にあたりましては、委員会や部会等の開催を通じて会員の皆様の

意見や議論を反映し情報共有を図るとともに、重要性や緊急性を考慮し限られた財源の中

で最大限の効果が発揮できるよう、効率的な事業執行を行ってきました。

以下、平成24年度の事業執行状況について、ご報告します。

１ 会員・役員・職員の状況（平成25年３月末日現在）

○会員 正会員：65団体 準会員：13団体 賛助会員：39団体（計117団体）

○役員 理事：10人 監事：２人
○職員 15人

２ 基金の状況

２億8,500万円

３ 社員総会・理事会

○６月７日（木）平成24年度第１回理事会

第１号議案 平成23年度事業報告及び決算の件

第２号議案 社員総会招集の件

第３号議案 社員総会の付議事項の件

報告事項１ 賛助会員入会の件

○６月28日（木）第４回定時社員総会

第１号議案 平成23年度決算計算書類の件

第２号議案 理事選任の件

第３号議案 監事選任の件

報告事項１ 平成23年度事業報告の件

報告事項２ 平成24年度事業計画及び収支予算の件

報告事項３ みなとみらい２１エリアマネジメント憲章の件

報告事項４ 中期計画の件
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○６月28日（木）平成24年度第２回理事会

第１号議案 代表理事選定の件

第２号議案 執行理事及び専務理事選定の件

第３号議案 事務局長選任の件

報告事項１ 賛助会員入会の件

○11月 28日（水）平成24年度第３回理事会

第１号議案 資金運用規程改正の件

報告事項１ 平成24年度上半期事業及び予算の執行状況の件

報告事項２ 会員の入退会の件

○12月 27日（木）平成24年度第４回理事会（書面表決）

第１号議案 正会員入会の件

○３月27日（水）平成24年度第５回理事会

第１号議案 平成25年度事業計画及び収支予算の件

第２号議案 定款第35条に関する取引の承認の件

報告事項１ 平成24年度事業執行状況の件

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）エリアマネジメント推進事業

ア 街づくり調整事業

イ 環境対策事業

ウ 文化・プロモーション事業

エ その他事業

（２）広告・イベントスペース等貸付事業

５ 法人組織図

会員・

施設設置者
連絡会

街づくり基本協定

専門部会

一般社団法人横浜みなとみらい２１

文化・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

委員会

街づくり基本協定

運営委員会

社員総会

正会員をもって構成正会員

（社員）

準会員 監事理事会

事務局
＜関連団体＞

横浜都心電波

対策協議会

みなとみらい21駐車場

案内ｼｽﾃﾑ協議会

グランモール公園

愛護会

みなとみらい２１

ＳＰ推進委員会

みなとみらい２１
ﾘｻｲｸﾙ推進協議会

PR･ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

部会
ｲﾍﾞﾝﾄ連絡会

公共空間活用

推進部会

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ

向上部会

賛助会員

会員

街づくり調整

委員会

街づくり調整

部会

環境対策

委員会

環境対策

部会
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街づくり調整事業 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

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。

＜事業報告＞

１ 街づくり調整委員会

第1回委員会 11月6日（火）

・平成24年度上半期の事業執行状況及び今後の予定について

第2回委員会 3月15日（金）

・平成25年度事業計画及び収支予算（案）について

２ 街づくり調整部会

第1回部会 5月28日（月）

・今年度の体制、スケジュール(案)、等について

・地震対策について

・「みなとみらい２１エリアマネジメント憲章」の運営について

・交通対策等(駐車場共同利用化)の検討について

・屋外広告物のあり方検討について

第2回部会 7月23日（月）

・地震対策について

・「みなとみらい２１エリアマネジメント憲章」の運営について

第3回部会 10月30日（火）

・地震対策について

・屋外広告物のあり方検討について

第4回部会 2月19日（火）

・地震対策について

・屋外広告物のあり方検討について

・交通対策等の検討について

第5回部会 3月8日（金）

・地震対策について

・平成25年度事業計画及び収支予算（案）について
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◇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

「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。

＜事業報告＞

・エリアマネジメント憲章を広く周知するため、英訳版を作成し、社団ホームページ

に掲載。（11月）

・「来街者調査」及び「進出企業調査」を実施。（11月～3月）

＜参考：平成24年来街者数等＞

来街者数：約6,700万人 （約5,900万人）

就業者数：約89,000人 （約78,000人）

事業所数：約1,520社 （約1,420社）

※（ ）内は前年の数値です。

◇みなとみらい２１地区における地震対策の検討 1,500千円

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。

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。

＜事業報告＞

・地区内施設設置者を対象とした防災の取組に関するアンケート調査を実施。（8月）

・アンケート結果等を踏まえ、具体的な体制構築に向けて検討を実施。（11月）

・みなとみらい２１地区合同防災訓練にて検討結果を一部反映。（1月）

・社団ホームページに災害対策情報コーナーを設置し、防災情報や交通ライフライン

情報等を発信。

< 社団ホームページで災害対策情報を掲載 >
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◇屋外広告物等のあり方の検討 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。

＜事業報告＞

・動く歩道にて屋外広告物掲出に関する社会実験を実施。（2月）

◇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

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。

＜事業報告＞

・平成23年度の検討結果を踏まえ、地区内の附置義務駐車台数緩和に向けて、駐車場

利用状況の実態調査を横浜市と連携して実施。（12月～3月）

◇「みなとみらい２１インフォメーション」の改訂 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。

＜事業報告＞

・「MINATOMIRAI21 INFORMATION(vol.84)」の冊子、ＤＶＤ改訂作業を実施。ＤＶＤは

ダイジェスト版も作成。（3月）

< 連続性のあるデザインを使った屋外広告物の社会実験 >
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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

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。

＜事業報告＞

１ みなとみらい２１街づくり基本協定運営委員会

第1回委員会 9月24日（月）

・33街区 みなとみらいセンタービル パブリックアート

・46街区（仮称）MM21-46街区プロジェクト 街づくり行為に係る行政手続きの

開始、工事計画、仮囲いデザインについて

・49街区（仮称）シンクロン本社ビル増築計画街づくり行為に係る行政手続きの

開始について

第2回委員会 12月12日（水）

・34街区 (仮称)ＭＭ２１地区３４街区商業施設開発計画、外構・植栽計画、

サイン計画、夜間照明計画について

・暫定土地利用に関する規準の運用について

第3回委員会 1月22日（火）

・34街区 ＭＡＲＫ ＩＳ みなとみらい パブリックアートについて

・49街区 (仮称)シンクロン本社ビル増築工事 工事計画、仮囲いデザインについて

２ みなとみらい２１街づくり基本協定専門部会

・第1回専門部会 4月26日（木） ・第7回専門部会 10月25日（木）

・第2回専門部会 5月24日（木） ・第8回専門部会 11月22日（木）

・第3回専門部会 6月28日（木） ・第9回専門部会 12月20日（木）

・第4回専門部会 7月26日（木） ・第10回専門部会 1月24日（木）

・第5回専門部会 8月23日（木） ・第11回専門部会 2月28日（木）

・第6回専門部会 9月27日（木） ・第12回専門部会 3月28日（木）

■平成24年度の実績

(1)承認通知書発行件数 (4)屋外広告物（バス停、パシフィコ横浜、その他）

・街づくり行為 6件 ・バス停広告 69件

(2)暫定土地利用 ・動く歩道横断幕 25件

・申請件数 1件 ・動く歩道フラッグ 9件

・届出件数 37件 ・クイーンズ橋フラッグ 17件

(3)屋外広告物 ・その他 10件

（ﾃﾅﾝﾄｻｲﾝ等） （街灯ﾌﾗｯｸﾞ、ＭＭ駅連絡地下通路広告、

・申請件数 0件 案内広告 等）

・届出件数 50件
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環境対策事業 4,000千円

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

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。

＜事業報告＞

１ 環境対策委員会

第1回委員会 11月6日（火）

・平成24年度上半期の事業執行状況及び今後の予定について

第2回委員会 3月15日（金）

・平成25年度の事業計画及び収支予算（案）について

２ 環境対策部会

第1回部会 5月22日（火）

・今年度の体制案、スケジュール案、等について

・今年度の環境対策事業計画について

・七夕あんどんキャンドルナイトについて

・今年度の地域緑のまちづくり事業について

・今年度水環境向上検討調査について

第2回部会 8月28日（火）

・グランモール公園の「花による魅力アップ」について

・高島水際線公園における生物生息状況把握調査について

第3回部会 3月1日（金）

・水環境向上検討調査について

・環境未来都市について

・高島水際線公園における生物生息状況把握調査について

・グランモール公園再整備について

・平成25年度事業計画及び収支予算（案）について
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◇みなとみらい２１地区における環境対策の検討 2,200千円

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。

○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。

＜事業報告＞

１ 高島水際線公園における生物生息状況把握調査

・国土交通省国土技術政策総合研究所による高島水際線公園における生物生息状況

調査に環境対策部会として参加。（9月）

２ 環境啓発活動

・環境対策部会にてグランモール公園等の樹名板を設置。（7月）

３ グランモール公園再整備計画への提案

・今後予定されているグランモール公園再整備に向けて、環境に配慮した魅力的な

公園とすべく会員企業とも連携して提案を行った。

４ 地球温暖化対策

・横浜市温暖化対策統括本部とも連携し、具体的な事業の検討を実施。

５ 水環境向上検討調査

・日本丸近辺の水域における水質の浄化に向けた実験準備に協力。

・みなとみらい２１地区付近の海水域の具体的な浄化策について検討を実施。

◇身近なエコ活動の実施、検討 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。

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。



9

＜事業報告＞

・地球温暖化防止をテーマに絵柄を募集し、「七夕ライトダウン＆あんどんキャンドル

ナイト」を実施。

160作品の応募があり、応募作品すべてを使って計811個のあんどんを制作。「グラン

モール公園・美術の広場」「同・みなとみらいグランドセントラルテラス前」「高島

中央公園」「汽車道」「新港中央広場（8街区）」に並べ、約3,000名が来場。

また、作品をみなとみらいギャラリーにて展示し、343名が来場。（7月）

・樹名板を作成し、会員企業とともにグランモール公園等に設置。（7月）

・古紙の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」協力

のもとに継続して実施。

< 七夕ライトダウン＆あんどんキャンドルナイト >



10

文化・プロモーション事業 38,800千円

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

＜事業報告＞

１ 文化・プロモーション委員会

・平成24年度 上期事業執行状況を報告。（11月）

・平成25年度 文化プロモーション事業計画説明会を実施。（3月）

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

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。

＜事業報告＞

・ニュースリリース、ニュースレターを発行。（随時）

・メディア訪問によるＰＲ活動実施。（随時）

・ＰＲ会社と定例会議を開催し、ＰＲ効果等を検証。（毎月）

・東急東横線と東京メトロ副都心線相互直通運転開始に伴い、埼玉メディア向けに

４月に開催する大道芸の情報を発信。（3月）

・みなとみらい２１地区の多様な情報を編集したメディア向け資料「ファクトシート」

を制作。（3月）

< みなとみらい２１地区

ファクトシート >
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◇地区イベントの開催 15,700千円

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。

＜事業報告＞

・「みなとみらい２１さくらフェスタ2012」に参加。（4月）

・「ヨコハマ大道芸2012ｉｎみなとみらい２１」に参加。（4月）

・「みなとみらい大盆踊り」に参加。（8月）

・「スマートイルミネーション横浜2012」に参加。（11月）

・クリスマスイベント（TOWERS Milight～オフィス全館ライトアップ）を開催。

また、実施の様子を空撮し、動画配信によりＰＲ。（12月）

◇ウェブによる情報発信 3,000千円

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。

＜事業報告＞

・スマートフォン向け公式ウェブサイト（簡易版）を制作。（4月）

・公式ウェブサイトを改修し、来街者向けのイベント情報等と街づくり関連情報等を

各々別ページで情報発信できるように再構築。（3月）

< ヨコハマ大道芸2012

ｉｎみなとみらい２１ >

< TOWERS Milight

～オフィス全館ライトアップ ～>
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◇広報誌による情報発信 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。

＜事業報告＞

・『mirea』に下記のとおりタイアップ記事を掲載。（隔月）

5月号／街のこと：美化活動でいつも「きれい」な街

まちづくり百景：「地域緑のまちづくりの緑花実験実施中」

7月号／街のこと：家族みんなでたのしく学べる街

まちづくり百景：スマートハウス「観環居」で明日の暮らしを体感しよう！

9月号／街のこと：おもてなしの心が息づく街

まちづくり百景：みなとみらい２１JAZZ&Beer

11月号／街のこと：さまざまな乗り物を活用しながら「流れる景色」を堪能できる街

まちづくり百景：恒例のキャンドルイベント開催！

1月号／街のこと：街歩きを楽しみながらホッとぬくもれる街

まちづくり百景：ＡＰＡアワード公募展

3月号／街のこと：春うららな「桜色」に華やぐ街

まちづくり百景：ヨコハマ大道芸2013inみなとみらい２１

◇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。

＜事業報告＞

・地区内のイベント等について連携・情報を共有。（毎月）

◇地区プロモーションの調整 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。

＜事業報告＞

・みなとみらい２１ＳＰ推進委員会に参画。（毎月）
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公共空間活用推進部会関連

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

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。

＜事業報告＞

・グランモール公園と公開空地を利用したオープンカフェ社会実験の実施。

（5、8～12月）

・公開空地を利用した三菱重工横浜ビルでのフリーマーケットの実施。（9月～3月）

・桜木町駅前広場活性化委員会と連携した駅前広場の活用。

（自由演奏会：5月、3月、打ち水大作戦：7月）

・みなとみらい２１JAZZ＆Beerを実施。（10月）

船上演奏（内水域）、パレード（グランモール公園）、定点演奏（グランモール

公園）や飲食スペースの設置（港湾緑地及びグランモール公園）。

・汽車道を利用した「スマートイルミネーション横浜2012」と連携した夜間照明

演出実験を実施。（10月）

・桜木町駅前広場、グランモール公園及び公開空地に関しては、所轄行政機関と

利活用を促進するためのルール作りを推進。

< みなとみらい２１ JAZZ＆Beerでの水上演奏の様子 > < 打ち水大作戦の様子 >
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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

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。

＜事業報告＞

・動く歩道の日本丸分岐点での横断幕掲出社会実験の実施。（8月）

・地区内施設の多言語化の相違状況の取りまとめ。（9月）

・地区内案内地図の版下を作成し、社団で管理している地図盤を更新。（10月）

・当地区へ誘導する案内サインに関して、横浜駅東口（10月）及び桜木町駅の改修

要望を所管している企業や行政へ提出。（12月）

◇地域緑のまちづくり事業 1,000千円

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。

また、本地区をヒューマンスケールの歩いて楽しい街としていくため、民有地緑化と公共

施設緑化に分けて、平成24年度から平成28年度までの5年間に横浜市の事業を活用してい

きます。

＜事業報告＞

・緑化計画策定にあたり、当地区を中央地区、新港地区及び横浜駅東口地区の3地区

に分割することとし、みなとみらい２１中央地区地域緑のまちづくり協議会を設立。

（9月）

・みなとみらい２１新港地区地域緑のまちづくり協議会の設立準備を実施。
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◇インフォメーション担当者意見交換会 －

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。

＜事業報告＞

・当地区に関係の深い横浜市実施事業や地区内催事などの情報を共有する会議を

開催。（3か月に1回）

◇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。

＜事業報告＞

・グランモール公園の定期清掃を実施。（毎月）
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その他事業 10,150千円

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

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。

＜事業報告＞

・平成25年度の事業実施に向けた事前準備として、実施体制や事業内容、事業スケ

ジュール等を検討し、事業参画メンバーによる準備会を開催。（3月）

◇会員ニーズの把握と情報提供の充実 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。

＜事業報告＞

・大規模イベントによる交通規制や地区内イベント情報、当法人の事業関連情報等を

会員へ提供。（E-mail/FAX送信：63回）

・会員サービスに関するアンケートを実施。（10月）
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◇合同防災訓練の実施 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。

＜事業報告＞

・情報受伝達訓練の内容見直しや津波避難訓練を盛り込んだ実施計画案を作成し、

みなとみらい２１地区合同防災訓練実行委員会を開催。（10月）

・第18回みなとみらい地区合同防災訓練を開催。（1月。50企業・団体等から403名が

参加。）

＜参考：訓練内容＞

情報受伝達訓練

津波避難訓練

煙体験

起震車体験

屋内消火栓放水訓練及び消火器訓練

応急手当実技訓練

心肺蘇生法実技訓練

災害用地下給水タンク操作訓練

◇講演会等の開催 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。

＜事業報告＞

・「原鉄道模型博物館内覧会」を実施。（7月。参加者64名。）

・普通救命講習会を実施。（11月。全2回、参加者56名。）

・会員間の交流やネットワークをつくる機会として、みなとみらい２１賀詞交換会を

開催。（1月。参加者194名。）

< 起震車体験の様子 >

< 賀詞交換会の様子 >
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◇エリアマネジメント活動助成事業 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。

＜事業報告＞

・平成24年3月に実施した、第1次募集公開選考会の結果を受け、8件中5件の活動に

対し助成金1,700千円を交付。（4月）

・平成23年度の助成活動成果報告会を開催。（6月）

・第2次募集の公開選考会を開催し、6件中5件の活動に対し助成金1,717千円を交付。

（10月）

◇企業誘致の支援 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。また、横浜市港湾局及び横浜市土地開発公社が現在当地区で公募し

ている土地について、応募者の提案に関する審査業務を受託し、実施します。

＜事業報告＞

○4、43、55、59、62街区の開発事業者公募業務を横浜市港湾局及び横浜市土地開発

公社から受託し、開発事業者募集説明会を開催するとともにホームページにて公募

情報を随時掲載。

◇横浜都心電波対策協議会の運営 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。

＜事業報告＞

１ 総会・代表者会

第26回代表者会 7月24日（火）

・平成24年度代表者会委員および役員の選任

・平成23年度 事業報告、決算・会計監査報告

・平成24年度事業計画・予算

・平成24年度運営委員会委員の選任
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２ 運営委員会

第1回運営委員会 4月18日（水）

・ポートサイド地区 「（仮称）プレミスト横浜ポートサイド建設計画の件」

電波障害対策範囲策定調書（案）・開発者負担金算定調書について

第2回運営委員会 7月12日（木）

・東京スカイツリーへの発信点移行に伴う電波障害エリアへの対応について

・東京スカイツリーへの発信点移行およびみなとみらいデジタル中継局からの

送信開始に伴う対応について

・協議会事務局運営経費について

・運営委員会の活動報告および活動計画

・平成24年度運営委員会委員（候補）の選出について

・代表者会の議事（案）について

第3回運営委員会 11月1日（木）

・「（仮称）ＭＭ21－46街区プロジェクト建設計画の件」

電波障害対策範囲策定調書（案）・開発者負担金算定調書について

第4回運営委員会 12月7日（金）

・「（仮称）シンクロン本社ビル増築工事の件」

電波障害対策範囲策定調書（案）・開発者負担金算定調書について

３ 専門部会

第1回専門部会 10月31日（水）

・東京スカイツリーへの発信点移行に伴う新たな開発者負担金ルールの策定に

ついて

第2回専門部会 1月9日（水）

・負担ルール見直し検討の概要説明及び負担金額の試算（概算）

第3回専門部会 3月4日（月）

・負担ルール見直し検討の概要説明及び負担金額の試算（概算）

第4回専門部会 3月26日（火）

・負担金額の試算（最終回）及び運営委員会議事資料案

◇駐車場案内システム協議会への参画 －

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。

＜事業報告＞

１ 総会

第18回総会 6月28日（木）

・平成23年度決算報告及び平成24年度予算案について

・駐車場案内システムのスマートフォンサイト対応を実施。

iPos Net（リアルタイム駐車場情報）への掲載及びデータ反映。（12月）
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広告・イベントスペース等貸付事業 57,550千円

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

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。

＜事業報告＞

・クイーンモール１階及びステーションコア地下3階の一部を店舗スペースとして

賃貸。

◇広告・イベントスペース利用事業 53,175千円

横浜市が区分所有するクイーンズスクエア横浜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。

＜事業報告＞

・クイーンモール2階「みなとみらいギャラリー」の運営、モール内イベントスペース

「クイーンズサークル」、商業サイン等（フラッグ、大懸垂幕等）掲出スペースの貸付け

等を実施。

< クイーンモール内のフラッグ > < クイーンズサークルでのイベントの様子 >


