
新山下一丁目・新山下二丁目・新山下三丁目・元町・山下町

第2地区

　元町商店街や中華街、山下
公園などの観光地があり、開
港の歴史や国際色豊かな文
化が息づき、外国人も多く暮
らしています。地域では異世
代間の交流も盛んで、夏祭り
などでは子どもたちも活躍
しています。
　ふれあいサロンにおける
高齢者の見守りや、健康づく
りの活動も活発に行われて
います。

第2地区の統計データ

人口動態

H23.3       17,049       2,007      12,243       1,434       1,365     　 16.4       9,548        1.79
H27.3       17,836       2,093      12,527       1,756       1,460     　 18.0       9,719        1.84
H31.3   　 18,303       2,247      12,655       1,763       1,638     　 18.6       9,903        1.85

H29.3　   9,718      4,937   　 50.8         543        655        578
H31.3　   9,903      5,076       51.3         562        692        609
R2.3  　   9,964      5,181    　52.0         581        714        613

世帯数・単身世帯の推移

※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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単身世帯の状況（H31.3現在）
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　総人口、世帯数ともに増加傾向にあります。
14歳以下の子どもの数がやや増加しており、
商業地が多い割には他地区に比べ子どもの割
合も12.3%と高くなっています。
　単身世帯の割合も高く、全世帯の半数以上
が単身世帯となっています。
　高齢化率は18.6%で中区平均(23.4%)を下
回っていますが、高齢者の数は年々増加して
きています。
　外国人数は区内で2番目に多く、その割合も
18.1%と高くなっています。外国人数、割合と
もに増加傾向にあります。地区内に中華街が
あることも背景に、外国人の73.7%を中国籍
が占めています。

データから見た第2地区

国籍・地域　
中国         2,444    73.7
韓国　　　   175     5.3
台湾　　　   213   　6.4
フィリピン      30   　0.9
アメリカ　   115     3.5
その他　　   338  　10.2

世帯の状況（H31.3現在）

5年後の目指す姿
多様な年代、国の人々がいきいきと暮らす

豊かで賑わいあるきれいなまち
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H28.4　  3,037     16.9
H31.4     3,315   　18.1
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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）
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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

子どもから高齢者まで様々
な世代がつながり支え合う
まちにします。

　偶数月の第4金曜日に「第2地区中なかいいネ!
推進会議」を定例で開催し、地区社協メンバーを
中心に話合いや情報交換を重ね、新たな取組も
盛り込みました。
　また、5年前に定めた目標の取組状況をアン
ケート形式で収集・把握することで第3期計画
を振り返り、第4期計画の策定につなげました。

住民の高齢化に伴い孤立死等も発生しており、見守りを通した地域のセーフティ
ネットを構築する必要がある。
高齢者の社会活動の促進や担い手との交流を進める。
次世代の担い手の育成が必要である。
障害者や認知症の方にやさしいまちづくりを進める必要がある。

地域では多彩な健康づくりの取組が活発に行われており、交流と健康寿命の延伸に
取り組む。

人口に占める外国人の割合が高いため、外国人の地域への参画、 日本人と外国人と
の交流を促すことで、安心・安全で豊かな地域づくりにつなげる必要がある。

ふれあいサロンの健康講座、ラジオ体操、健康麻雀、太極拳など、
地域での多彩な健康づくりの取組を続けていきます。

なか国際交流ラウンジ「にじいろ探検隊」との連携を継続し、夏祭り
等の行事の多言語広報などを進め、外国人の更なる地域参画を促し
ます。
多文化交流会の開催を通して、顔の見える関係づくりを進めます。

健康づくりの取組で地域の
交流を広げます。

外国人も暮らしやすいまち
づくりを進めます。

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

えん結び

元気いっぱい

その他

元気いっぱい

ふれあいサロンを毎週実施し、敬老
会やクリスマス会と活発に活動しま
した。また、利用者アンケートを実施
し、開催方法の見直しと充実につな
げました。

まちぐるみの健康活動等、健康づく
りに率先して取り組みました。

子育てや生活困窮など様々なテーマ
で勉強会を開催し、意見交換をしま
した。

夏祭りや餅つきに、若い世代を含め
多くの方々が参加し、活躍できるよ
う工夫しました。

外国人も住みやすいまちを目指し、
多文化交流会の開催や夏祭り等の多
言語広報に取り組みました。

nakan
aka p

hoto

ふれあいサロンや食事会などの集いの場所を大切に、参加者である
高齢者と担い手がゆるやかに見守りあえる活動を続けていきます。
ひとり暮らしの高齢者を見守り支援につなげるしくみづくりや、
見守りキーホルダーの普及を広げます。
みはらしポンテとの連携・交流、認知症サポーター養成講座など
により、障害や認知症について理解を広げます。
夏祭りに向けた太鼓・盆踊りの練習、餅つき、山下町おとなりサン
デーなどを通して、子どもや子育て世代を巻き込んでいきます。
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●

●

●

●

●

●

●
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開港のまちの特色に恵まれたエリアとして、豊かな環境と地域資源を生かし、賑わ
いある美しいまちづくりを進める必要がある。
来街者の多いまちとして、安全と美しさを守るために多世代の協力が不可欠である。

新山下運河の花いっぱい運動や近隣企業と連携した活気づくり、 
中華街クリーンアップ、各公園愛護会やハマロード・サポーター、
通学路沿いの清掃など、自治会にとどまらず幅広く参加者を巻き
込んだ取組を通して、まちをきれいにし、活気づけていきます。
消防団活動や防災訓練への参加を一層広げます。

きれいで安全、活気あるま
ちづくりを地域ぐるみで進
めます。

●

●

●

●

●

第4期計画

第2地区
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