
第５回 野庭住宅と野庭団地の未来を考える会

令和３年10月14日（木） 14 ： 00 ～ 16 ： 00

会場：なごみのば

資料２
2021.10.14

第５回未来を考える会
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開会 本日のプログラム

時間
（計120分）

開会 3分

１．ビジョン（案）について 27分

２．短期的な取組み（第４回の続き）、今後の進め方 55分

～休憩（５分程度）～

３．現在進行中の取組みについて 25分

閉会 5分
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■考える会の進め方

閉会 考える会の目的と進め方

○ビジョン各項目の検討

①住宅・団地の位置及び現況

②野庭住宅・野庭団地の魅力

③野庭住宅・野庭団地の課題

④再生の目標・方針

⑤ビジョンの実現に向けて

第５回考える会 令和３年10月14日

ビジョンのとりまとめ
○ビジョン（案）の提示
〇今後の進め方

第２回考える会 （準備会） 令和２年12月25日
再生に向けて大事にしたいことについての意見交換

第１回考える会 （準備会） 令和２年10月８日
野庭住宅・野庭団地の魅力と課題についての意見交換

第３回考える会 （正式設立） 令和３年３月24日
再生の目標・方針・取組みについての意見交換
○考える会メンバーの決定や会長の選任等
〇目標、方針、取組みについての意見交換

第４回考える会 令和３年６月25日

再生の実現に向けての意見交換
○再生の目標、短期的な取組みについて
○未来を考える会の今後の進め方について
○ビジョン（たたき台）について

第３回考える会（その２） 令和３年４月19日
再生の目標・方針・取組みについての意見交換
〇目標・方針・取組みについて、より具体的な意見交換

今回
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１．ビジョンについて
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1-1 ビジョンについて

○第４回未来を考える会における、「ビジョン（たたき台）」に対する主なご意見

■はれのば第４号（9/10、11に全戸配付）
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２．短期的な取組み、今後の進め方について
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・第３回未来を考える会（その２）後、考える会参加メンバーに対して、

「再生の目標」及び「地域での取組み（案）」に関する記入シートを配付・回収

■地域の再生の目標（案）について ■地域での具体的な取組み（案）について

2-1 短期的な取組みについて
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2-1

■地域での短期的な取組み案について

名称 野庭みどりいきいきまちづくり

概要

・市の「地域緑まちづくり事業」に令和3年度応募申込中。

・野庭住宅、野庭団地内の緑道を通して、居住者の多世代交流と従来
の自治会（管理組合）の枠を超えた“オール野庭“での人の繋がりを
築く。

場所 ・野庭団地民有地（法面）、緑道側道及び交差部

主体 ・野庭団地連合自治会

連
携
団
体

・野庭団地管理組合連合協議会
・野庭住宅（第5自治会）
・港南区港南土木事務所
・横浜市環境創造局みどりアップ推進部

＜取組み案①＞

短期的な取組みについて
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2-1

■地域での短期的な取組み案について

名称 隣接遊水地施設の活用方法の検討

概要
・遊水地の活用について、野庭団地の再生に寄与できるものがないか、
有識者のなどの協力を得ながら、居住者中心で検討を進めて、所管
行政へ提案し、実現を目指す。

場所
・下野庭小学校西側隣接の遊水地
・地区センター北側隣接の遊水地

主体
・野庭住宅、野庭団地メンバー

（公募）

連
携
団
体

・未来につなぐ会
（及びアドバイザー）

・横浜市

＜取組み案②＞

短期的な取組みについて
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2-1

■地域での短期的な取組み案について

名称 官民の協働によるお店づくり

概要
・地域、民間、行政が協働で、人が集まる魅力的なお店づくりを検討・
開設し、団地の心臓部であるショッピングセンターの活性化を図る。

場所 ・野庭団地ショッピングセンター

主体 ・野庭団地ショッピングセンター

連
携
団
体

・野庭団地ショッピングセンター
・横浜市
・横浜市住宅供給公社
・民間事業者

＜取組み案③＞

短期的な取組みについて
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2-1

■地域での短期的な取組み案について

名称 野庭団地をＩＴ活用先進地にするための取組み

概要

①伝えたい情報を知りたい人にすばやく届ける仕組みづくり

・各住棟エントランス、集会場にディスプレイを設置し、そこからさまざ
まな情報をキャッチできる（情報の投入、更新は専門業者に委託）。
・団地内で情報発信・共有をできるように、広域Wi-Fi環境の整備

②ＩＴお助け隊
・ＰＣ、スマホ等の使い方を指導するボランティア活動・教室
・困った時に相談できる人材を登録。必要に応じて電話などで相談。

③地域における会議のＩＴ化（テレワーク）
・高齢者が多い地域内での会議を、ＷＥＢ会議で行えるようにする。

場所 ・野庭住宅、野庭団地全域

主体
・野庭団地住宅管理組合連絡
協議会

連
携
団
体

・野庭団地連合自治会
・野庭住宅連合自治会
・横浜市、横浜市住宅供給公社
・民間事業者

＜取組み案④＞

短期的な取組みについて
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2-1

■地域での短期的な取組み案について

名称 集会所や広場などでのコミュニティづくり

概要
・市営住宅内の集会所や広場などにおけるコミュニティづくりをより進
めるための検討を行う（自治会行事、高齢者サロン、子どもの集い、
防災機能等）。

場所 ・街区ごとの集会所、広場など

主体 ・野庭住宅連合自治会

連
携
団
体

・野庭団地連合自治会
・シルバークラブ
・子ども会 等
・横浜市

＜取組み案⑤＞

短期的な取組みについて
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〇目的と調査概要

2-1

■野庭住宅・野庭団地居住者に対する「やりたいこと」アンケート

〇実施概要

②回答

1

●若者に向けた地域の魅力づくり
・洋光台での団地再生等を参考にしながら、野庭の付
加価値を高め、一体感を持って地域の活性化を図る。

・空き家や廃校を活用したサテライトオフィス・シェアオ
フィス、交流の場として有用活用する（自然豊かな野
庭での活動）

・地域内の空き駐車場を、カーシェアやキッチンカーな
どが活用できるスペースにする。 等

2 その他要望

①回答数

期間
2021年

5月14日～

回答
2件

（10月13日時点）

調査
対象

・野庭住宅、野庭団地に居住している方

開催
案内

・野庭住宅及び野庭団地に全戸配付（令和３年5月14、
15日配付）した「はれのば（第3号）」において周知

募集
内容

・野庭地域で「こんなことをやってみたい」「やれたらいい
な」を募集

野庭住宅・団地に居住す
る方に対して、地域で「や
りたいこと」を募集

短期的な取組みについて
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2-2 今後の進め方について

＜今後の体制について＞
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2-2

■地域の活動・取組（イメージ）

今後の進め方について

・地域の皆様からの意見をもとに、まず進めていく取組イメージ案

・野庭団地連合自治会がメインとなり、緑道を通して高齢者と若年層などの多世代交
流の創出を進める。

※令和３年度の横浜市「地域緑まちづくり事業」に応募中（12月決定予定）

・野庭団地住宅管理組合連絡協議会がメインとなり、事業者、供給公社などと連携し
ながら、団地におけるIT推進に関して検討を行っていく。
団地全体でのWi-Fi設置、スマホ教室。

・ショッピングセンター及び供給公社がメインとなり、商店街の活性化に向けた魅力的
なお店づくりなどを検討する。

●「みどり いきいき」取組

●「ＩＴ団地推進」取組

●「商店街の活気づくり」取組

・集会所や広場などにおけるコミュニティづくり（イベント）や、パトロールなどによる地域
の防犯活動などに関して検討する。

●「集会所等でのコミュニティづくり」取組
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○地域での活動・取組への取組み案の位置づけについて

＊位置づける取組みの選定

＊活動内容

＊メンバー

＊取組みの動き出し方（初回の取組み時期など）

・・・・？
・・・・・

・・・！

（意見交換）

2-2 今後の進め方について
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３．現在進行中の取組みについて
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3-1 現在進行中の取組みについて

○ビジョンの策定に先立ち、現在進められている取組みなどの現状報告。

＜現在進行中の取組み＞

①サウンディング調査（横浜市）

②ＷＨＩＬＬの実証実験（サンオータス）

③移動販売（ダイエー、良品計画）
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閉会
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○今後の予定

閉会 今後の予定

・地域での活動・取組の内容・メンバーなどの確認
・地域での活動・取組の動き出し方について意見交換

第１回（１月）
年
に
２
回
程
度

（
定
期
開
催
）

未来につなぐ会

●「みどりいきいき」取組

●「ＩＴ団地推進」取組

●「商店街の活気づくり」取組

・取組みの状況報告、
意見交換等

第２回（６月）

地元主体の取組

各事業者による取組

横浜市、横浜市住宅供給
公社主体の取組

状況報告等

●「集会所等でのコミュニティづくり」取組
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