
第4期中区地域福祉保健計画中なかいいネ！（令和3年度～7年度）

第1北部地区

　野毛山丘陵の裾野と大岡川に沿った地域
で、川の上流は赤門で有名な東福寺から、下
流は桜木町駅までの細長い地区。古くから
の商店街があり、人情味ある下町と新しい
街並みが融合しています。野毛大道芸など
のイベントや大岡川を活用した取組、アー
トを取り入れたまちづくり等で活気にあふ
れています。

赤門町・内田町・黄金町・桜木町・野毛町・初音町・花咲町・英町・日ノ出町・
宮川町

第1北部地区の統計データ

人口動態
調査年   　 人口（人）   ～14歳（人）  15～64歳（人） 65～74歳（人）  75歳以上（人）  高齢化率（%） 世帯数（世帯） 世帯平均人数（人）

H23.3         8,423         681      6,289         797         656      　17.3       5,565         1.51
H27.3         8,994         681      6,693         917         703      　18.0       5,831         1.54
H31.3         9,454         719      6,923       1,007         805      　19.2       6,267         1.51

H29.3　　   6,064      4,079    　 67.3         427         375         250
H31.3　　   6,267      4,302    　 68.6         468         395         257
R2.3　　     6,425      4,479    　 69.7         435         440         257

世帯数・単身世帯の推移
調査年

※人口・世帯データの出典は横浜市統計情報ポータルより

人口・世帯数の推移

地区内の外国人の状況
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　人口、世帯数とも微増しています。
　一方で、高齢化率は区平均（23.4％）よ
りは低いですが、年々増加してきていま
す。昔から住む住民が多くいる地域もあ
り、それらの地域では高齢化率も高く
なっています。
　地区内には外国人も多く、地区の人口
の13.6％を占めています。国籍別では中
国、次いで韓国が多いですが、その他の国
の占める割合も高くなっています。

データから見た
第1北部地区国籍・地域

中国            624 　48.1
韓国　　　　 152 　11.7
台湾　　　　  62　 　4.8
フィリピン 　   51　　3.9
アメリカ　　  15 　　1.2
その他　　　392 　30.2

世帯の状況（H31.3現在）

～14歳

75歳以上

15～64歳

65～74歳

5年後の目指す姿
多世代・多国籍の人が、ともに地区活動、見守り、

情報発信に取り組むまち

第1北部地区 はこんなまちです
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孤立を予防し、お互いが見
守り合える、声かけができ
るようきっかけを作ろう！

　地区社協のメンバーを中心に構成された「第１北部地区中なかいいネ！推進会議」を年4回実施し、
中心メンバーで話し合いながら作りました。

ふれあい給食会を継続していきます。
様々な地域の活動やイベント（親子ハイキング）、民生委員・児童委員の
定期訪問等を通じて、こどもから高齢者、障害の有無や国籍を超えて、
お互いに見守り合えるきっかけづくりを行います。
小学校とのつながりを生かして、孤立予防に取り組みます。
（ふれあい給食会での交流等）

コロナ禍で地域の活動が減少しています。
今までの取り組みが「孤立予防」の活動であることを再認識し、気持ちを新たに取り
組む必要があります。

企業や商店、NPO 法人、警察等、様々な機関や団体が多く存在し、まちづくりに関わっ
ており、交流も盛んです。地区は、縦長の地形であり、北側と南側にある地区の活動の共
有が難しいです。
各々の活動をうまくつなげていくことが、地域の活性化につながると考えます。

個人での健康づくりと地域での健康づくりの両輪で健康づくりを進めていく必要が
あります。
発災時に動ける体を維持します。

主体的に防犯パトロールが行われており、地域の見守りに効果が期待できます。

地区連合会議、中なかいいネ！推進会議等、様々な人が集まる会議で、
取組について共有し、新しい取組等も伝えていきます。
それぞれ地区で取り組んでいる良い活動を見つけ、支援していきます。
中なかいいネ！推進会議で取り組んでいるイベントMAPの内容を
さらに充実させます。

本町小学校で行われているラジオ体操、大運動会、その他、各町内会で
行われているラジオ体操や、介護予防教室、こども会の活動等、身近な
場所で取り組める健康づくりの活動を把握し、支援していく方法を検
討していきます。

防犯パトロール（野毛地区昼・夜、日ノ出町エリア）を継続します。

様々な関係機関や団体と、
人が上手につながるため
に、対話と学びの機会を増
やそう！

ラジオ体操等を通じ、体力
づくりを引き続き、取り組
んでいこう！

安全・安心なまちづくりを
しよう！

第1北部地区

これまでの計画（第３期）の振り返り

目標 第４期の取組 取り組む理由 視点

第４期計画はこのようにつくりました

えん結び

えん結び・・・見守り力を高める取組　　元気いっぱい・・・健康づくりの取組

えん結び

えん結び

元気いっぱい

ふれあい給食会の参加者を増やすた
めに、対象者の見直しやチラシ、メ
ニューの工夫をし、周知を広げました。

地域の活動を共有し、周知するため、
新たに「イベントマップ」を作成し、
回覧や掲示板の掲示を行いました。

自治会町内会未加入者や外国人も地
域行事に参加できるよう、多言語版の
チラシを作成し、掲示板・回覧で周知
しました。

数多く行われている防犯パトロール
を通じて、人と人との交流の輪が広
がり、安全・安心なまちづくりが進ん
でいます。

ラジオ体操や餅つき大会、親子ハイ
キング等の様々な地域活動を通じ
て、新たな交流が生まれ、地域活動の
活性化につながりました。

地域活動の担い手が不足しており、
いろいろな機関が繋がって取り組む
工夫が必要です。
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