
翁町・千歳町・万代町・富士見町・不老町・山田町・山吹町・吉浜町・扇町・寿町・長者町・
松影町・三吉町の一部 

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）

埋地地区

　 今から約350年前、吉田勘
兵衛氏による干拓事業により
埋め立てられた地であること
が、地区の名前の由来になって
います。集合住宅と商業系ビル
が林立し、交通の便が良く、暮
らしやすい町です。また、新ア
リーナ、大学キャンパスの設置
も予定されており、新たな魅力
も加わります。 近年、単身世帯
数、外国籍居住者数の増大など
があり、顔のみえる関係づくり
のための取組を進めています。

埋地地区の統計データ

人口動態

H23.3       10,609          929       8,089          928         663    　 15.0       7,247        1.46 
H27.3 　    11,884       1,027       8,845        1,168         844    　 16.9       7,803        1.52
H31.3        12,229       1,011       8,954        1,175      1,089    　 18.5       8,211        1.49

H29.3　　   8,014       5,479    　 68.4         690         586          231
H31.3　　   8,211       5,759     　 70.1         687         674          255
R2.3　　　  8,278       5,828      　70.4         686         705          282

※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、世帯数とも増加しています。15～64歳
の人口割合は71%を占めています。また、単身
世帯の割合も高く、勤労者の単身世帯が多い地
域です。
　高齢化率は18.5%と区平均の23.4%を下
回っていますが、年々増加してきています。ま
た、要介護認定率も23.9%と高くなっています。
　外国人数は3,647人と区内では一番多く、そ
の割合も約2割となっており、地区内の5人に
1人が外国人となっています。国籍・地域別で
は、中国が7割ですが、韓国、台湾、フィリピン
等、多国籍の住民が多くなっています。外国人
の割合が5割を超えている町もあります。

データから見た埋地地区
国籍・地域
中国           2,582  70.8
韓国　　　　  353    9.7
台湾　　　 　 129    3.5
フィリピン　  156　 4.3
アメリカ　　　 36 　  1.0
その他　　　  391   10.7

世帯の状況（H31.3現在）

5年後の目指す姿
 みんなが集う“夢”や“希望”が持てるまち

埋地地区 は
こんなまちです
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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

第４期計画はこのようにつくりました

幅広い年代、様々な国籍の
人同士が顔見知りになり、
つながることができるまち
にしていきます。

　連合町内会、地区社協、民生委員・児童委員、保健活動推進員、スポーツ推進委員、青少年指導員等で構
成される「埋地地区中なかいいネ!推進会議」で、2か月に1度話し合って作りました。計画作成にあたり、
地域の良いところや、困りごとについて意見を出し合い、今後の地域の取組を考えました。

集合住宅が多く、地域活動への参加率が低い。
閉じこもりがちな人が出かけられる場が必要。
地域に関心を持つきっかけになる集まりがあるとよい。
外国人が多いため、交流することでお互いを理解し合えるとよい。 (なか国際交流ラ
ウンジとの協力も継続する)
外国人の参加を待つだけではなく、積極的に交流する場も必要。
中学生が参加できる活動も必要。

外国人が多いので交流することでお互い理解し合える健康づくりの取組があると
よい。
要支援者が多い地域なので、高齢者の介護予防の取組が必要。
誰もが参加できているラジオ体操等の活動を活かしていく。

企業・商店が多い地区であるため、活動や行事を一緒に取り組める関係性がもてると
良いのではないか。
「子どもの遊ぶ場所が少ない」、「子どもに様々な体験をさせてあげたい」との意見がある。
小学校は南区、中学校は第一地区中部となるため、学校との連携が難しい。

まちの歴史や伝統を知ることができ、様々な人と交流を深められる
「歩け歩け大会」を続けていきます。
誰でも参加でき、様々な人が一緒に健康づくりに取り組めるラジオ体操
を続けていきます。
「埋地さろん」等の人が集まる場で健康に関する情報を伝えていきます。 
認知症予防を含めた介護予防の取組を進めます。

現在取り組んでいる「昔遊び」を充実させ、子どもに関する取組を学校
や企業と共に取り組みます。
地域には小・中学校はありませんが、地域の子どもたちが通う学校と
のつながりがもてるよう検討します。

住民同士の交流の場を活用
し、健康に対する意識を高
めていきます。

企業・学校等に地域のイベン
トを通じた交流を働きかけ
ていきます。

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

えん結び

元気いっぱい

えん結び
その他

イベントや防災訓練を多言語で周知
し、外国人も参加しやすいようにし
ました。

多言語による周知に取り組むこと
で、子どもや外国人のイベント参加
が増え、様々な人たちの交流の場が
増えました。

ラジオ体操では、子どもがお手本に
なり活躍してくれました。

新たな掲示板が設置され、地区の活
動を周知する機会が増えました。

nakan
aka p

hoto

もちつき大会等を通して、地域に関わる人同士の交流を深めます。
幅広い世代が楽しんで交流できる「埋地さろん」の取組を続けていきます。 
近所の人と顔見知りになることが、いざという時の助け合いにつながる
ことを様々な場で伝えていきます。
防災訓練やイベントの開催を多言語でお知らせしていきます。 
外国人と交流を図ることを目的とした講座（外国語を学ぶ教室等)の
開催を検討します。
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埋地地区の統計データ

人口動態

H23.3       10,609          929       8,089          928         663    　 15.0       7,247        1.46 
H27.3 　    11,884       1,027       8,845        1,168         844    　 16.9       7,803        1.52
H31.3        12,229       1,011       8,954        1,175      1,089    　 18.5       8,211        1.49

H29.3　　   8,014       5,479    　 68.4         690         586          231
H31.3　　   8,211       5,759     　 70.1         687         674          255
R2.3　　　  8,278       5,828      　70.4         686         705          282

※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、世帯数とも増加しています。15～64歳
の人口割合は71%を占めています。また、単身
世帯の割合も高く、勤労者の単身世帯が多い地
域です。
　高齢化率は18.5%と区平均の23.4%を下
回っていますが、年々増加してきています。ま
た、要介護認定率も23.9%と高くなっています。
　外国人数は3,647人と区内では一番多く、そ
の割合も約2割となっており、地区内の5人に
1人が外国人となっています。国籍・地域別で
は、中国が7割ですが、韓国、台湾、フィリピン
等、多国籍の住民が多くなっています。外国人
の割合が5割を超えている町もあります。

データから見た埋地地区
国籍・地域
中国           2,582  70.8
韓国　　　　  353    9.7
台湾　　　 　 129    3.5
フィリピン　  156　 4.3
アメリカ　　　 36 　  1.0
その他　　　  391   10.7

世帯の状況（H31.3現在）
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