活動概況（2016 年 9 月～2017 年 3 月）
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NPO 法人 大丸有エリアマネジメント協会

大丸有エリアマネジメント協会 活動概況（2016 年 9 月～2017 年 3 月）
１．会の構成
（１）会 員 等
(2017 年 3 月)
（２）会 議 等

・
・

法人 89 社、個人 65 名
協会メールマガジン登録 1,270 名

・
・

総 会：1 回開催（11/18）
理事会：3 回開催（第 89 回～91 回）

２．情報発信
・ホームページ（http://www.ligare.jp/）の運営（随時更新）
・野球大会 FB ページ(https://www.facebook.com/marunouchi.baseball)の運営（随時更新）
・メールマガジンを月 2 回配信 第 298 号～第 311 号（他に臨時号 6 回発行）
・イベント情報等のチラシを適宜、地区内ビルに配布。
また、千代田区の広報等を通じて情報発信
３．活 動
【環 境】
（１）公開空地等の活用
・しゃれ街条例公開空地等活用団体登録（2017 年 2 月更新登録）
・公開空地等活用対象：丸ビル、新丸ビル、三菱 UFJ 信託銀行本店ビル、
丸の内 OAZO 三菱ビル街区、東京ビル街区、三菱商事ビル、丸の内パークビル、
丸の内永楽ビルディング・三井住友信託銀行本店ビル・三菱東京 UFJ 銀行丸の内
1 丁目ビル街区、大手町フィナンシャルシティ、JP タワー、丸の内 MY PLAZA、
大手町ファーストスクエア、鉄鋼ビルディング、大手町フィナンシャルシティ
グランキューブ宿泊施設棟、大手門・JX ビル、大手町パークビル
上記 14 街区で活用
（２）丸の内シャトルの運行支援（運行委員会参加・協賛）
・2016 年度(2016 年 4 月～2017 年 3 月)の年間総乗車人員は約 64 万人。
・１日あたり平日約 2,070 人、休日約 1,130 人が利用。
（３）大丸有エコキッズ出前授業（実行委員会事務局）
・プログラムを開催、千代田区内の小学校
4 校（理科実験 9 コマ、環境学習 1 コマ、食育 2 コマ、交流イベント 1 コマ）
（４）大丸有キラピカ作戦（大手町・丸の内・有楽町まちづくり協議会と協力開催、
東京ステーションシティ運営協議会と共同開催）
開催（12/6）

【交 流】
（１）丸の内軟式野球大会
・第 70 回大会 抽選会（5/27）、開催期間（7/24～9/5）
、59 チーム約 1400 人が
参加、表彰式兼懇親会（11/10）
（２）第 3 回丸の内ラジオ体操
・11/8、11/10、11/15、11/17、11/22、11/29 （11/24 は雨天中止）
全 6 回参加者人数は 1,072 名

【活性化】
（１）視察会、丸の内ウォークガイド
＜受託型＞ (視察、講演 等） 6 件（学生向け 2 回、一般向け 4 回）116 名参加
＜定例型＞ 丸の内ウォークガイド年間延べ 191 名参加
（ボランティアガイド 10 名の協力により定期コース週 3 回とアレンジコースを実施）
（２）常盤橋公園関係イベント
・常盤橋フォーラム（11/21、1/25、3/14）に参加し、日本橋エリアの街づくり団体とも連携
（３）屋外広告、エリアマネジメント広告
・バナーフラッグの活用による街の演出協力(掲出主体として届出)
【広告案件：6 件
国際禁制学会年次総会、フィンテック、ISQua 国際学術総会、お茶の京都博、
モエ・エ・シャンドン、東京マラソン 2017】
・シャトルバス車体広告
【広告案件：1 件】
東京・春・音楽祭 2017
※大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり懇談会と共同設置
（４）第 1 弾リアル謎解きゲーム in 丸の内「魔法にかけられた神秘の街」
・10 月 1 日～12 月 25 日
・4,505 部売上
【その他】
（１）全国エリアマネジメントネットワーク
・全国エリアマネジメントネットワークシンポジウム
〜エリアマネジメントシンポジウム 2016 in 福岡〜 11/18 開催
・全国エリアマネジメントネットワークシンポジウム
〜エリアマネジメントシンポジウム 2017 in 関西〜 1/23、1/24 開催
・全国エリマネ会議【道路活用×エリマネ】with 都市再生推進法人会議
2/17 開催
（２）公的空間活用モデル事業
行幸通り
・アンサンブルズ東京（9/4）
・東京味わいフェスタ 2016（10/6～10/9）※丸の内仲通りも活用
・ジャパンハーベスト（11/5～11/6）※丸の内仲通りも活用
・ラグビー オールブラックス来日交流イベント（12/1）
・東京ミチテラス（12/24～12/28）
行幸通り地下通路
・丸の内・触れる地球ミュージアム（7/29～10/30）
丸の内仲通り
・OPEN MUJI 有楽町（9/17～9/19）
・Marunouchi Street Market by Creema（10/22～10/23、3/18～3/20）
・エコロジー＆モビリティフェア in 丸の内（11/23）
・三代目市川右團次襲名披露・二代目市川右近初舞台
丸の内お練り（12/13）
・日常的な URBAN TERRACE（期間中毎日）
※URBAN TERRACE 内でのアクティビティとして、以下実施
丸の内仲通り×ロンドンバス～Afternoon Tea～（9/10～9/11）
GENTLEMAN’S RIDE（9/25）
ピンクリボンスマイルウォーク 2016 東京 丸の内給水ポイント＆模型展示（10/1、10/3～10/7）
お茶の京都（お茶壺道中）
（10/31～11/3）
丸の内健康フェスタ（11/12）

丸の内ラジオ体操（11/8、11/10、11/15、11/17、11/22、11/24、11/29）
カーデコレーション（12/10～12/11）豆縁日＠丸の内（2/3～2/4）
丸の内仲通り×ロンドンバス～Kneipp～（3/11～3/12）
アーバンテラスミュージカル（3/26）
アーバンテラスミュージック（期間中 12 日間）

（３）大丸有地区 MICE 関連施設 情報集約サイト「VENUES TOKYO/Marunouchi」
（http://tokyo-marunouchi.jp/）を開設 (3/31)
（参考「ＤＭＯ東京丸の内」発足、問い合わせ受付開始 (2017/4/27)）

４．実行委員会参加等
（１）座長、実行委員長として参加
・公的空間活用モデル事業実行委員会 ・
「エコ結び」実行委員会
・アートアワードトーキョー丸の内 2016 実行委員会
（２）実行委員として参加
・丸の内朝大学
・丸の内駅伝実行委員会
・常盤橋フォーラム
・ラ･フォル･ジュルネ･オ･ジャポン「熱狂の日」音楽祭 2016
・大丸有夏祭り 2016
・大丸有エコキッズ探検隊 2016
・大丸有地区駐車環境対策協議会
・丸の内歩行者空間広告物等審査会
・丸の内行幸マルシェ実行委員会
・東京ミチテラス 2016
・丸の内仲通りイルミネーション 2016
・アンサンブルズ東京
５．協力・後援
・ドリーム夜さ来い祭り（11/6）

６．協力関係
（１）共催・後援・協力等（五十音順）
(一社)大手町･丸の内･有楽町地区まちづくり協議会、NPO 環境共生都市推進協会、千代田区、千代田区観
光協会、(公財)東京観光財団、東京都 ヘブンアーティスト運営実行委員会、日の丸自動車興業(株)、 (株)
まちづクリエイティブ、(公財)まちみらい千代田、三菱地所(株)、三菱地所プロパティマネジメント(株)、
以下第 70 回丸の内軟式野球大会
ELGC(株)、(株) スポーツビズ、(株)デサント、（一社）都市防災研究所、ナガセケンコー(株)、
法政大学 硬式野球部、(株)毎日新聞社、(公社)丸の内法人会、三菱電機ビルテクノサービス(株)
（２）入会・参加登録等
・一般社団法人 大丸有環境共生型まちづくり推進協会（エコッツェリア協会）
・全国エリアマネジメントネットワーク
・常盤橋フォーラム（ＣＡＰＰＳ、
「名橋日本橋」保存会、日本橋地域ルネッサンス 100 年計画委員会 等）
・ＮＰＯ法人 東京シティガイドクラブ
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