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N a k a i  T o …
Living in Nakai Town, a town with wide appeal, connecting with the people 
born here. If that were you, what sort of life would you lead here? Nakai is 
looking forward to meeting you.

　「なかい」は明治 41 年に中村と井ノ口村の合併により誕生し、平成 30 年４月
１日に誕生110周年を迎えました。
　先人が 110 年をかけて創り上げた「なかい」を、新しい未来へと繋ぐために、
この記念誌を発刊いたします。
　本町は、東京都心から約 65 キロメートルと首都圏に位置しながらも、豊かな
自然や里山風景も残り、相模湾や富士山なども望める風光明媚な場所に位置しています。
　町では、里山の風景をとどめながらも都市的生活を送ることができる本町の特徴を表すキャッチフレー
ズとして「里都（さと）まち」を商標登録しました。
　「なかい」をより多くの方に知っていただくため、「里都まち♡なかい」を全国に発信するとともに、町の
情報発信や交流の拠点である、中井中央公園に「なかい里都まちCAFE」を整備するなど、積極的にシティ
プロモーションを推進しているところです。
　本誌では、町の人、現況、施策、特産品、歴史についても触れています。ぜひ、ご一読いただき、中
井町の魅力を知っていただくとともに、足を運んでいただければ幸いです。

Nakai Town was formed when Naka Village and Inokuchi Village amalgamated in 1908. April 1, 2018 marks the town’s 110th anniversary. 
The commemorative edition is being published to connect the town with the future. We registered the trademark Sato Machi Nakai, a catch 
phrase that conveys the special character of Nakai Town, where residents can lead city lives while the town keeps its mix of woodland and 
farming landscapes though located within the greater metropolitan region. 
The town is fully engaged in broad ranging promotion, we are telling the whole of Japan about Sato Machi ♡ Nakai, and we have 
established the Satomachi Cafe, a center for communication and exchange.
This edition of the Nakai Town Overview features local people, how the town is tracking, our policies and measures, as well as Nakai’s 
special products and history. I hope that after reading this overview we can look forward to you visiting Nakai Town.

中井町長 杉山祐一
Mayor　Yuichi Sugiyama

発刊のごあいさつ

❶ 中井町西側から東京方面へ向かって撮影（撮影日：2018 年 2月 6日）



　中井町は、神奈川県の南西部に位置する緑豊かな町で
す。起伏に富んだ大磯丘陵の一角にあり、北に丹沢山地、
西には富士山を仰ぎみることができます。また、町の北部
には東名高速道路秦野中井インターチェンジが開設され
ており、東京都心から車で約１時間弱（65キロメートル
圏内）と、交通アクセスに恵まれているのも特徴です。

位置と地勢

人 口
面 積
気 候

：
：
：

9,525人（平成30年1月1日現在）
約20k㎡
町の南方に望む相模湾の影響を直接受けるた
め、冬は暖かく、夏は涼しい気候となっています。
年間の平均気温は16.4℃、夏の最高気温は
35.0℃（7月）、冬の最低気温は-3.6℃（１月）をそ
れぞれ記録しています。

町の概要

Location and geography

Outline of the town

東 経
北 緯
標 高

：
：
：

139度13分08秒
 35度19分51秒
 42m
（町役場地点）

❷ 中井町北側から海へ向かって撮影（撮影日：2018 年 2月 6日）

Nakai Town

Kanagawa Prefecture

中井町

神奈川県

❶

❷
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Nakai

四季季がが織りなす自然豊かな里山の魅の魅力と力と、機、 能的で便利な都市生活の場の場としと ての魅

力を有す有する中る中井町。里と都会、それぞれが持つそその価の価値と値と可能可 性こそが、このまのまのまちちの

大きな財産で産です。す。このこのまちちを舞を舞台に、人々が日々を重ね、毎日をつむいいででいでいでいますます。人人人とととと

里、人とまち、そして人と人をつなぐあぐ たたたかいかいコミコミュニュニティティが、が、ここここここここにににはありますす。。

さ と

里里と都会、二つの顔顔を持つまち、ななかかいい。
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P r o l o g u ee
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　ゆったりとした気分で毎日を過

ごせる、緑豊かで美しい自然環境。

その一方で、民間企業が多数立

地し、都心へとアクセスしやすい、

便利な都市環境。中井町は、そ

んな二つの顔を持っています。こ

の二面性が秘めている可能性を

引き出し、町の魅力を町内外の

A natural environment where you can 
have a relaxed lifestyle, every day. And 
at the same time, a convenient city 
surroundings giving you easy access to 
the city and commercial and medical 
facilities. Nakai Town has those two 
great advantages. We want to grow that 
potential and let everyone know about 
the appeal of Nakai Town.

Project to create Sato Machi 
Nakai appeal underway!

人々にもっと伝えたい。「魅力創

生プロジェクト」では、全ての人

にとって中井町が「行ってみたい」

「住んでみたい」場所になるよう、

ブランド特産品の開発、スポーツ

イベントの実施、交流拠点の創出、

シティプロモーションなど、多方

面からアプローチしていきます。

一人ひとりが主役！
魅力育む 里都まち♡なかい

さ と

さ と

多様なライフスタイルが存在している現代社会では、暮らしやすさは人によって千差万別。

中井町では、さまざまなニーズに応え、町民一人ひとりが自分らしくいきいきと暮らせる

魅力的なまちづくりの実現を目指しています。

里都まちなかい魅力創生プロジェクトが始動！
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中井中央公園でのスポーツイベン
トや、ネット環境の充実化によっ
て、交流人口の増加を図ります。

里都まちスポーツ・
情報の駅による
交流促進戦略

Community Engagement Strategy 
- Sato Machi Nakai: Country & City 

- Nakai Town Sports and Information Station

基本的戦略2

妊娠・出産・子育てと切れ目なく
包括的な支援策を講じ、定住人
口の増加を促進します。

里都まち
子育て応援戦略

Sato Machi Nakai 
Child Rearing Support Strategy

基本的戦略3

農産物を活用したブランド特産
品の開発、就農者支援などを通
じて、地域経済を活性化します。

里都まちブランド・
里都まち「耕業」による
地域経済活性化戦略

Local Economic Stimulation Strategy 
– Sato Machi Nakai Brand 

and Sato Machi Nakai Agri-Industry

基本的戦略1

「里」と「都」という二面性が生み
出す、中井ならではの豊かな暮ら
し方を町内外へアピールします。

里都まち
総合プロデュース戦略

Sato Machi Nakai 
Comprehensive Produce Strategy

基本的戦略4
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田園風景
Rice fields and woodlands

メガソーラー
Solar park

N a t u r a l  
E n v i r o n m e n t

自然・環境
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次の世代へ残したい美しい自然

Plentiful greenery and waterways are the town’s great natural assets. The town has worked to create 
more greenery and scenery, so as to pass on a beautiful environment to the next generation. The 
town has also been promoting hands-on learning about the environment, to enhance residents’ 
awareness of the environment. And the town has been supporting activities by town residents to 
beautify the town’s surroundings, providing guidance to business, and conducting soil and water 
quality surveys for the preservation of our living environment. In addition, the town has been 
engaged in effectively using natural energy and promoting the 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle), as 
we move towards an environmentally sustainable society with resource reuse.

Preserving our beautiful environment for the next generation

厳島湿生公園
Itsukushima Aquatic Park

中井町は希少生物の宝庫 （左からデンジソウ・ホトケドジョウ・カワセミ）
Nakai Town is a treasure trove of rare living creatures 
(from left: water clover, loach, and kingfisher)

クリーンウォーキング
Cleaning and Walking

　平成23年度から続けている調査により、都心から1時
間ほどのこのまちに、ホトケドジョウやデンジソウといっ
た県内でも希少な生物が生息していることがわかってい
ます。この豊かな流れと里山は中井町の財産です。

Surveys since 2011 show that rare living creatures 
inhabit the town, only an hour from the central Tokyo 
area. The plentiful waterways and farmlands set amid 
forest are the town’s great natural assets.

《中井町生物多様性調査会》

会長：槐 真史 さん 
Masafumi Enjyu

美しい緑が魅力の中井町
は、希少生物の宝庫です。そ
の価値と可能性をわかって
もらえたらと思います。

Topics

　里山に広がる鮮やかな緑と豊か

な水脈は、多種多様な生きものを

育む源であるとともに、中井町が

大切にしている財産の一つです。

　この美しい環境を次の世代にも

引き継いでいくため、緑化推進や

景観づくりを始めとする、里山環

境の保全に努めてきました。

　また、町民一人ひとりが自然環

境に対する理解を深め、自然を守

り、自然と共生する生活を実現で

きるよう、体験型環境学習の導入

や、地球温暖化防止に関する情

報提供・啓発活動といった取り組

みに力を入れています。

　そして、安心・安全な生活環境

を保つため、水質や土壌などの継

続的な環境調査や、事業者への

指導に加え、「なかいクリーンタウ

ン運動」や「花いっぱい運動」な

どの、町民の自主的な環境美化

活動を積極的に支援しています。

　さらに、持続可能な資源循環型

社会を構築するため、３Rの推進、

自然エネルギーの有効活用など、

未来を見据えた取り組みを行って

います。
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　中井町では、町民一人ひとりの

多様なライフスタイルに対応でき

るサポート体制を整え、誰もが生

涯に渡って元気でいきいきと過ご

せるまちづくりを目指しています。

　医療面では、身近なところで治

療や予防接種が受けられる便利で

充実した環境の確保に努めるとと

もに、運動や食育・食生活改善に

向けた情報発信や、「未病セン

ター・なかい健康づくりステーショ

ン」などを拠点とした活動の推進

によって、健康づくりに町をあげ

て取り組んでいます。

　子育て支援においては、安心な

子育て環境を創出するため、妊婦

みんないきいき輝く笑顔

The town supports diverse lifestyles, 
aiming to make Nakai a place where 
everyone can live a long and healthy 
l i fe. In medical care, the town is 
providing for infrastructure to facilitate 
immunizations and medical care, and is 
pursuing act iv i t ies based at the 
Pre-symptomatic Center - Nakai Health 
Promotion Station. In welfare, the town 
is rolling out a project for ongoing 
comprehensive care for pregnancy, 
birth, and child rearing, implementing 
the Sato Machi ♡ Nakai Neuvola (child 
rearing support center) to provide 
specialist guidance and support. The 
town is also advancing efforts to create 
infrastructure that facilitates social 
participation by the elderly and people 
with disabilities.

Vitality and bright smiles for all

健診公費負担額を増額すると同時

に、妊娠・出産・子育てを継続的・

包括的にケアする事業を展開して

いるほか、「里都まち♡なかいネウ

ボラ※」を導入し、母子保健コー

ディネーターによる総合的な相談・

支援を実施しています。

　福祉面では、高齢者や障がいの

ある方も社会参加しやすい環境づく

りを進めるとともに、支援を必要と

する人の声にいつでも耳を傾け、助

けることのできるよう、地域福祉の

活性化と、町民や各種団体とのネッ

トワーク構築に力を入れています。

3歳児健診
3-year-old
health check

学童保育
After-school
childcare

H e a l t h
W e l f a r e

健康・福祉

認定こども園
Certified Centers 
for Early Childhood
Education and Care

※ ネウボラ：ネウボラ（neuvola）とはフィンランド語
で「アドバイスの場」の意味。
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子育て支援センター
Child Rearing Support Center

未病センター・
なかい健康づくりステーション
the Pre-symptomatic Center
- Nakai Health Promotion Station

障害者福祉作業所
Disability welfare 

work center

 理事長：海野 美和 さん
Miwa Unno

いろいろな才能や特技、アイ
デアを持った素敵なママが
いっぱい。一緒に楽しく取り
組んでいます。Topics

　東日本大震災をきっかけに、ママ目線の防災教室をやりたくて
活動し始めました。今ではファーマーズマーケットや中井町ブラ
ンド開発事業“ママラボ”、中井町コミュニティ食堂おにぎりなど、
さまざまな活動を展開しています。

I started up the circle after the Great East Japan Earthquake 
because I wanted to organize disaster prevention workshops for 
mothers. So far, we have launched the Mama Lab, a project to 
develop the Nakai Town brand and the farmers’ market, as well as 
rice ball making and so on at the Nakai community restaurant.

《NPO法人子育ての輪 Lei》

介護予防教室
Nursing care
prevention class
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E d u c a t i o n
L e a r n i n g

教育・学習

　中井町には各地区ごとに25の子ども会があり、その育成や指導援助
を行っているほか、独自に「中井っ子全員集合」や自然体験などのイベ
ントを開催しています。中井の子どもたちを地域で見守っています。

There are 25 children’s associations in the town, and the 
council provides them with support for training and 
coaching, as well as running our own Nakai Kids Meet, 
and nature studies. The whole community is helping to 
raise our children in Nakai Town.

《中井町子ども会育成指導者連絡協議会》

会長：奥津 章泰さん 
Akihiro Okutsu

Topics

ICTを活用した授業
Lesson utilizing ICT

給食の様子
School lunch

子ども会を通して三世代の
交流があり、お祭りや行事
など地域活動が盛んなの
が中井の良いところです。

小学校の外国語学習
Foreign language learning

授業の様子
Lesson at an elementary school
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ワクワクがいっぱいの学び

The town aims to deliver schooling that nurtures broadminded and flexible thinking, to enable children to live life true to themselves, while 
adapting to rapid social change. Elementary and junior high schools provide up-to-date education including foreign language lessons 
and classes using tablet computers. The town is also working hard to support the parents of children with difficulty attending school 
fulltime, and provides for visits by school counsellors to ensure learning opportunities for all children. And the town supports lifelong 
learning courses as well as sport projects.

Learning full of excitement

　次世代を担う子どもたちが、め

まぐるしく変化する社会に適応し

ながらも自分らしく生きていける

よう、広い視野と柔軟な思考を養

う学校教育の実現を目指していま

す。小・中学校においては、テク

ノロジーの発展やグローバル化に

対応できるよう、タブレットを使っ

た授業や外国語学習など、実践

的な教育を行っています。また、

郷土学習や他地域との交流事業、

食育、野外体験活動、スポーツ

プロジェクトなどにも取り組んで

います。

　全ての子どもたちが平等に学び

の機会を与えられ、安心して学校

生活を送ることができるよう、就

学困難な児童・生徒の保護者へ

の支援や、教育支援センターの

設置、スクールカウンセラーの派

遣など、サポート体制を強化して

います。

　さらに、町民一人ひとりが住み

慣れた地域で自分の新たな可能

性に気づき、興味関心を開拓で

きるよう、生涯学習講座の活性化

や学びの場の構築、スポーツ事

業などを推進しています。

生涯学習（ニュースポーツ）
Lifelong learning (new sports)

田植え体験
Trying out rice planting

里都まち♡なかい
キッズサイクルフェスティバル
Sato Machi Nakai
Kids Cycling Festival
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The town aims to ensure both a 
convenient  c i ty  l i festy le  wi th  a 
nature-filled environment. We are also 
implementing planned land use in the 
area around the Nakai IC, a hub 
connecting the town to the world, and 
are seeking to improve bus services in 
the town to make them even more 
convenient for passengers. We have set 
up the Nakai Satomachi Cafe at Nakai 
Chuo Park, a place where residents and 
visitors can get together, and a hub for 
communicating the appeal of the town. 
We are also working to develop the town 
in a flexible way that can respond to 
diverse needs, and are advancing the 
effective utilization of land and buildings.

A comfortable 
and relaxed lifestyle

東名高速道路
秦野中井IC
Hadano-Nakai IC, 
Tomei Expressway

中井町
オンデマンドバス
Nakai Town 
On Demand Bus

商業施設（RISE MALL 食品館あおば）
Commercial facilities (Grocery Store Aoba, in RISE MALL )

町に寄贈した
回覧板

縁石の整備

株式会社 山本工務店 代表取締役 ： 山本 健一 さん 》》》》
Kenichi Yamamoto

Topics

　中井町では、自然豊かな環境の

中での暮らしに加えて、町内外の

さまざまな場所や情報にもアクセ

スしやすい便利な都市生活の実現

を目指しています。

　町内と町外をつなぎ、人やもの、

情報が行き交う拠点であるイン

ターチェンジ付近については、計

画的な土地利用を推進しています。

同時に、町民生活を支える移動手

段である町内路線バスについても、

オンデマンドバスの利用検証結果

を踏まえながら、サービス向上と

利便化を図っています。

　また、町内外から観光・スポーツ・

レジャーなどさまざまな目的で多く

快適でゆとりある暮らし
の人が集まる中井中央公園には、

食事やお茶を楽しむだけでなく、

中井町の地元特産品に触れること

もできる「なかい里都まちCAFE」

を整備し、町の魅力を伝える情報

発信・情報共有の拠点として機能

するよう力を入れています。

　そして、住宅・住環境の整備や、

空き家の有効活用を促進すると同

時に、子育て世代から高齢者、海

外出身の方 を々含めた、多様な人々

のニーズに応える柔軟なまちづく

りを展開することによって、定住

人口の増加と、町のさらなる活性

化に努めています。

中井建設業協会として他の組
織とも連携しつつ、まちを発展
させていきたいです。中井町
110周年を記念した取り組み
も行いたいと考えています。

　中井建設業協会では、「子どもたちに残せるもの」をテーマに掲げて
活動しています。中井中央公園の縁石の整備など、ボランティアでまち
づくりに携わっています。単なる工事ではなく、未来に末永く残せるも
のを手がけていきたいですね。

Our work in the Nakai Contractors Association revolves around the theme 
of our legacy for our children. We are involved in town development as 
volunteers, for example, maintaining the curbing at Nakai Chuo Park. We 
don’t just want to get involved in construction works, we want to look after 
the things that will be our legacy long into the future.

《中井建設業協会》
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C i t y
H o u s i n g

都市・住宅

中井中央公園
Nakai Chuo Park

東名高速道路
Tomei Expressway
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にぎわいあふれる経済活動

The town is driving initiatives to grow 
economic activity, for example in the 
creation of new jobs and the facilitation 
of networking, and so on. The town is 
also actively protecting agricultural land 
and supporting both certified farmers 
and new fa rmers ,  to  make our  
agriculture more sustainable. In 
industry, the town is strengthening ties 
between the operators of Green Tech 
Nakai and local industry, as well as 
working with the Commerce and 
Industry Promotion Association, and 
suppor t ing the development  of  
specialty brands that make use of local 
resources.

Lively business activities

　中井町では、町内外の多様な交

流環境の整備や新たな雇用の創出

に力を入れ、町全体の経済活動が

活性化する取り組みを推進してい

ます。

　その他にも、自然環境の保全や

里山景観の形成、文化継承など、

農業・農村の持つ多面的な機能を

生かしながら、中井町にふさわし

い持続可能な農業の実現を図るた

め、農地の保全や有効活用の促進、

認定農業者・新規就農者への支

援を積極的に行っています。

　工業においては、「グリーンテク

なかい」で操業している多くの企

里やま直売所
Satoyama Growers Market

I n d u s t r y
T o u r i s m

産業・観光

業をはじめ、地元企業との連携を

強化し、産業の活性化を図ってい

ます。その他にも商工振興会など

と協力して、多様な地域資源を生

かした特産品ブランドの開発支援

を行っています。

　また、「なかい里都まちCAFE」

を拠点にしながら、里やま直売所

やマルシェといった食を通じた交

流事業を推進しています。

　さらに、雇用環境の整備、新た

な雇用機会の創出にも努め、町民

一人ひとりが安定した生活を送れ

るよう取り組んでいます。

果樹栽培
Tangerine orchard
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ブルーベリー摘み
Picking blueberries

畜産共進会
Livestock prize show

マルシェ
Farmers’ markets
selling local products 

マネージャー：田中 恵里子 さん 
Eriko Tanaka 

　このカフェが、中井中央公園に来た皆さんがほっと一息をつけ
る交流の拠点になってほしいですね。カレーやハンバーグ、パスタ
など、地元の食材を活用した美味しいレシピを続々考案中です。

I hope the cafe becomes an interactive hub for visitors to 
Nakai Chuo Park. We’re continually putting new dishes on the 
menu that feature local produce, like curry, hamburger patties, 
pasta, and so on.

《なかい里都まちCAFE》
さ と

＊メニューは変更になることがあります。

Topics

グリーンテクなかい
Green Tech Nakai

土日祝日は、ランチメニューを
提供中です。一から手作り、テ
イクアウトも可能です。
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Disaster Management
Crime Prevention

防災・防犯

The town is working to strengthen crisis management systems and to improve crime prevention 
capabilities. We are focusing efforts to improve individual residents’ awareness of disaster prevention 
and crime prevention, and to support the activities of volunteer disaster prevention organizations, with 
residents building relationships of mutual alertness and assistance, under an approach that 
incorporates self-help, mutual assistance, and public assistance. In disaster prevention, the town is 
implementing measures such as facility maintenance, disaster readiness drills, and earthquake 
resistance in housing. In crime prevention, the town is advancing measures such as crime prevention 
patrols by residents, and sharing information with stakeholder organizations.

A safe and secure community

医療機関
Medical institutions

　誰もが安心して暮らせるよう、

危機管理体制の強化や地域の防

犯力向上に努めています。自助・

共助・公助の考え方のもと、一人

ひとりの防災・防犯意識の向上を

図るとともに、自主防災組織の活

動支援や、町民同士で支え合い、

見守り合う関係性の構築に力を入

れています。

安全・安心のコミュニティ
　防災対策では、災害に強い町

を目指して、民間住宅の耐震化や

大雨災害に備えた調整池の適切

な管理、排水施設の整備などの

対策を進め、災害の未然防止・

減災推進に努めています。

　また、大規模災害時に備えて災

害種別ごとに防災訓練を実施して

いるほか、災害発生時の情報伝

達機能、支援活動との連携体制

の強化を図っています。

　防犯対策としては、関係団体と

の情報共有を徹底化し、防犯カメ

ラなどの設備の充実化を図り、同

時に町民協働による防犯パトロー

ルや見守り活動など、地域ぐるみ

で安全・安心な環境を創出できる

よう力を入れています。

消防・救急体制
（小田原市消防本部足柄消防署
中井出張所　消防・救急隊員）
Fire Department
Ambulance16



わんわんパトロール
Bow-wow patrol: a watch program of crime prevention 
by neighborhood taking dogs walk 

防犯パトロール（青パト）
“Aopato”: city safety patrol

減災訓練
Natural disaster reduction drill

中井町の子はみんな元気です。
交通安全はもちろん、「声かけ」
を大切にしたいです。

子ども安全パトロール員：青木 邦雄 さん
Kunio Aoki 

Topics

　１年生から６年生まで、それぞれの下校時間に合わせて見守っ
ています。挨拶などの声かけも大切です。「声」をかけることは「心」
をかけること。そんな心づかいが、安全・安心な地域を育むのだと
思っています。

We keep an eye on children in grades 1 to 6 as they go home after 
school. Saying hi and having a word with them is important too. 
Having a word actually means caring. And I think taking that sort of 
care helps nurture a local community that is safe and secure.

《中井町防犯パトロール》

自主防災訓練
Volunteer disaster prevention drill
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G o v e r n m e n t
C o a l i t i o n

自治・連携
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イベントなどを通して顔見知りを増
やしていただくことが、良好な地域
づくりにつながると思っています。

The town is utilizing and facilitating cooperative 
projects, including the Community Development 
Partnership Program to build up the local community 
through cooperation among citizens. Nakai Town is 
also providing support for the formation of local 
community organizations and their activities. In 
addition, the town is putting efforts into providing 
human rights education and learning activities, as well 
as learning opportunities aimed at living harmoniously 
in a diverse society, to develop a community in which 
residents pay each other mutual respect. And while 
strengthening local community ties with other 
municipalities, the town is also providing for facilitation 
of information sharing and communication at both the 
government and the individual levels.

Creating a better town 
and community, all together

人権啓発活動（男女共同参画講演会）
Learning about human rights 
(presentation on gender equality)

中井町役場
Nakai Town Office

地域に出向いて行う生涯学習講座
A visit to offer lifelong learning

　中井町では、町民協働による

地域社会の形成を目指し、町の

主役である町民一人ひとりの声

がまちづくりに反映されるよう、

「まちづくりパートナー制度」や

協働事業などの活用・促進を図っ

ています。また、地域コミュニティ

団体の組織形成・活動支援など

により、互いに支え合い、協力し

合う関係性の構築を支援してい

ます。

　さらに、性別や年齢、障害や

疾病の有無、出身や国籍、宗教

や宗派などを問わず、誰もが互

住民みんなでつくりあげるまち
いに尊重し合い、いきいきと暮ら

せる社会を実現するため、人権

教育・啓発活動や、男女共同参

画社会の意識向上へ向けた広報

活動、多文化共生へと向けた交

流学習・学習機会の充実化など

に努めています。

　他市町村との地域連携におい

ては、多領域で強化を図るととも

に、行政レベル、個人レベル双

方でコミュニケーションや情報共

有のしやすい環境を整え、スポー

ツ・観光・文化などの活性化を

図っています。

会長：植木 清八さん 
Seihachi Ueki

Topics

　町内27自治会間の連絡や町との調整などをしているほか、防災
リーダーの育成や防災イベントなどを行っています。納涼祭や子ど
も会などのイベント、美化清掃などにも取り組んでいます。

As well as coordinating communication among the 27 residents’ 
associations in Nakai Town and coordinating efforts with local 
government, we train disaster prevention leaders and hold disaster 
prevention events. We participate in town beautification activities as 
well as summer night festivals and children’s association events.

《中井町自治会連合会》
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議 会・行 政
　議会は選挙で選ばれた議員12名で構成されています。年に4回の定例会と、必要に応じて

開かれる臨時会があり、まちづくりの指針や予算、条例などの重要な案件の審議・決定を行う

ほか、町民からの請願や陳情などを審議しています。

　行政では、町民の思いに柔軟かつ的確に対応するため、町政懇談会やパブリックコメントを

通じて町民の声を広く聴き、行政サービスの向上と効率的な行財政運営に努めています。

The City Council is comprised of 12 councilors. The council attends regular and extraordinary meetings to 
deliberate and decide on community development policies, budgets, and regulations, etc. and also 
deliberates on petitions and appeals from residents. In public administration, the town connects with 
residents through public comments and town government forums, and works to improve services and to 
manage the town’s finances effectively.

The City Council / City Administration

左から岸光男議長、成川保美副議長
From left: Mitsuo Kishi (Chair), Yasumi Narukawa (Vice-Chair)

左から加藤幸一郎副町長、杉山祐一町長、岩本明人教育長
From left: Koichiro Kato (Vice Mayor), Yuichi Sugiyama (Mayor), 
Akito Iwamoto (President of education board) 
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里都×ヒト・モノ・コト
　中井町の魅力は何でしょう？ まちに広がる里山の風景も、厳島湿生公園に代表される清らかな水も、畑や田で生

産される数々の農産物も、すべてがこのまちを構成する大切な魅力です。そして、そんな中井町を舞台に、多くの人が

暮らし、多くの企業が操業しています。中井町が産み出す多様な「ヒト」「モノ」「コト」の魅力を紹介していきます。

Just what is appealing about Nakai Town? It’s the beautiful farming and woodland landscapes, plentiful clean water, and abundance of 
agricultural products. Nakai Town is home to a good-sized population and is the operations base for numerous businesses. In the 
following pages we introduce you to some of the wonderful people, things, and events that you’ll find in Nakai Town.

中井町から創り出される

様 な々「モノ」たち。

農産物をはじめ、まちの活力を

産み出す企業活動などを

紹介します。

まちには笑顔が

あふれ、エネルギッシュに

活動する人がいっぱいです。

中井町ゆかりの「元気人」を

紹介します。

を農

彩
輝
く
暮
ら
し
の
中
で

「
わ
た
し
」が
主
役
に
な
れ
る
ま
ち
、中
井
町
。

人々の心をつなぎ、

笑顔を生み、感動を醸成

する取り組みの数々。

伝統行事やイベントなどを

紹介します。

21



育てた野菜は、伊藤さんの野菜がほしいという個人や飲食店に直送
しているほか、マーケットなどで販売しています。放課後は子どもたち
もお手伝いです。

ひとつの畑に色とりど
りの野菜たちが旬を
彩って、虹色のような
畑になるといいなぁと
思っています。

里都
ヒト‒SATO‒

I used to work in welfare, but I was 
drawn to farming and at the age of 28 I 
went to agricultural college. After 
graduating I looked around many 
different areas to get some farmland. 
The reason I moved to Nakai Town is 
that I met so many people here. I only 
have a small field, but I grow lots of 
different vegetables, and I’m hoping to 
have a field where flowers, insects and 
grasses grow together, without using 
agricultural chemicals or chemical 
fertilizers.

　もともと農業とは関係のない福

祉の仕事をしていました。病気に

なり、さまざまな仕事をする中で、

農業をめざしたいという思いが強

くなり、28歳のときに県立かなが

わ農業アカデミーに入学しました。

卒業後も農業法人などで働きなが

ら、技術を磨いてきました。

　自分自身の畑を持ちたいと思い、

県内はもちろん、静岡、山梨、長野、

野菜の作り手自身が食べている、
本当に旨い野菜を食べていただきたい

和歌山など、本当にあちらこちら

を探して回りました。そんな中で

ご縁あって中井町へ移住してきま

した。多くの皆様との出会いのお

かげです。感謝しています。

　小さな畑ですが、少なくてもた

くさんの種類の野菜を育てていま

す。化学的な農薬や肥料を使わず

に、花も虫も草も共生できる、そ

んな畑をめざしています。

農業をするために中井町へ移住。
草や虫と共生した野菜作りをめざ
している。小学１年生のすみれ
ちゃん、４歳の芽吹君の４人家族。

虹色畑
い とう たか ゆき

伊藤 崇介 さん
（通称銀次さん）
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中井のみかんは、程よい酸味が特徴。寝かせておくことで甘くこくのあるみか
んになるそうです。中井のみかんを使ったスイーツだけでなく、ご飯に合う
「じゃこみかん」もあります。

I run the Mikan Marche on the 2nd 
Sunday of every month at Nakai Chuo 
Park. As well as vegetables and fruits, 
we sell pasta, breads and pastries made 
with local mandarins, and so on. Just 
chatt ing with other stal l  holders 
sometimes leads to new collaborations. 
There are lots of active people in Nakai 
Town who want to energize the town. I 
myself am working hard in the belief that 
if I change, then the future will change.

みかんマルシェの取り
組みが、まちの未来の
元気につながるものに
していきたいです。

　富士山が見える中井中央公園を

会場に、毎月第 2 日曜日に開催し

ています。その時々に採れる野菜

や果物のほか、地元産のみかんを

使ったパンやスイーツ、みかんラー

メンなども販売しています。みか

んご飯や八重桜の塩漬けのいなり

ずしなんかもあるんですよ。他業

種の出店者同士がおしゃべりして

いるうちに新しいコラボレーション

が生まれたり、みんなでワイワイ

中井町を盛り上げたくて ！
元気を売っているみかんマルシェ

楽しくやりながら取り組んでいま

す。みかんマルシェは、中井町を

楽しく盛り上げたいという気持ち

から始まったマルシェです。ボラ

ンティアでマルシェを支えてくれる

若い人も増え、刺激を受けていま

す。マルシェ以外にも、中井町に

は町を盛り上げようとがんばって

いる人がいます。私も、自分が変

われば未来が変わる、そう思って

前向きに取り組んでいます。

平塚市出身、5代続くミカン農
家へ嫁ぐ。町外での生活後、中
井へ戻り3世代家族暮らし。

みかんマルシェ 代表

曽我 都 さん
そ が みやこ
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美・緑なかいフェスティバルなどの、まちのイベントでライブをする小澤さ
ん。絵や物語と併せて展開される音楽は、人々の想像力に訴えかけます。

里都
ヒト‒SATO‒

I was a dreamer when I was a child, and 
I loved music. Performing at a concert 
with a friend at university was the trigger 
for me starting a career in music. My 
style of concert includes literature recitals 
and picture exhibitions. My music 
incorporates themes about human 
emotions, early childhood memories, 
and the thoughts deep in the mind. My 
songs all have a Nakai Town flavor. I’d 
like to carry on writing songs, and I’m 
grateful to my audience.

　小さな頃から音楽や空想が好き

で、登下校中、自作の歌や物語

を友人に聞かせたりしていました。

大学で出会った友人のライブにピ

アノで出演したのを契機にステー

ジで表現したくなり、音楽を仕事

にする道が開けました。私のライ

ブは、曲の世界観を伝えるために、

弾き語りに加え、朗読や絵を見せ

るスタイルをとっています。人の

感情や幼少期の記憶、根底にあ

みんなの心を動かせる音楽を
届けていきたいです

る思いなどには普遍的に共有でき

るものがあると考えているので、

音楽を通してそれを探っていきた

いです。

　作曲活動にあたって、故郷での

経験は切っても切り離せないも

の。どの曲にも、中井町の香りが

含まれていると思います。これか

らも、聞いてくださる方々への感

謝の気持ちを大切に、曲作りを続

けていきたいです。

どんな曲を作っても、自分
のルーツである中井町の
香りがどこかに含まれる
のだと思います。

生まれも育ちも中井町。大学に在
学中、ライブアーティストとしての
活動をスタートする。中井町の PR
動画へ楽曲「里都まちのうた」を
提供。

アーティスト

小澤 紗来 さん
お ざわ さ き
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町のイベントや、地元の子どもサッカーチームなどに積極的に参加し、
交流を深める南本選手。サッカー、フットサルの楽しさを幅広い世代へ
と伝えています。

子どもたちに夢を追い
かけることの素晴らしさ
を伝えたいです！

I have lived in Nakai Town since I was in 
elementary school. I just loved playing 
soccer and baseball with my friends 
back then. After joining the soccer team 
at junior high school, I decided to try for a 
career in soccer. My family’s support and 
my love of soccer and futsal are 
motivations that keep me working hard. I 
hope I can convey to the kids how 
wonderful it is to pursue your dream.

　僕は小学生の頃から中井町に

住んでいました。当時は友人とサッ

カーや野球をしたり、山の中を走

り回るのが楽しくて仕方なかった

です。今思うと、そんな遊びが運

動神経を鍛えてくれたのかな。中

学生の時、サッカー部で練習漬け

の日々を送る中で、プロサッカー

選手になりたいと思うようになり

ました。先生方はそんな僕の相談

を真剣に聞いてくれ、今でも感謝

フットサルを通じて
中井町に恩返しがしたい

しています。挫折しかけたことも

あったけれど、家族の支えと、サッ

カーやフットサルが好きだという

強い思いが原動力となり、努力し

続けることができました。

　サッカーやフットサルの楽しさ

を共有したくて、帰省時はよく地

元のチームに参加しています。自

分の経験を生かして、子どもたち

に夢を追うことの素晴らしさを伝

えていきたいです。

子どもの頃から中井町に住んでお
り、井ノ口小学校、中井中学校の
卒業生。地元のサッカー団、FC中
井にも所属していた。現在は、ヴォ
スクオーレ仙台で活躍中。

プロフットサル選手

南本 晶 さん
みなみもと あきら
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Naka i  Town has  lo ts  o f  d i f fe ren t  
products that take advantage of its 
strengths, including the warm climate, 
the plentiful water supply, and favorable 
transport infrastructure. Each and every 
product is proof of each producer’s 
commitment to quality.

Some products 
made in Nakai Town

中井町で

生まれたモノたち
中井町には、温暖な気候、豊かな水源、良好な交通環境などの

強みを存分に生かした、おいしいもの、便利なものがたくさん。

その一つひとつに、生産者のこだわりがぎっしり詰まっています。

里都
モノ‒SATO‒

中井町の自然や農産物、地域企業などの魅力を生
かした製品開発を進めています。ブランド認証品が
ぞくぞく誕生しています。

里都まち♡なかいブランド
「なかいの逸品、太鼓判！」
Sato Machi ♡ Nakai Brands, 
“Nakai specialties get the big stamp of approval!”

中井町では、地元産の食材を生かした
さまざまな特産品がつくられています。
安心・安全な旬の美味しさがいっぱい
につまったおすすめの逸品ばかり。ぜひ
ご賞味ください。

中井町の特産品
Specialties of Nakai Town

ぽんぽん麺 緑（あお）みかんシロップ 小生姜の佃煮おかず

湘南アイスクリー

ブルーベリージャム・梅ジャム

うどん・そば

足柄ポッキン漬 もずくのお吸い物
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豊かな自然環境の中、おいしい水を飲んで健康的に
育まれる足柄牛。育成前期には足柄茶の粉末が与え
られるなど、生産者のこだわりが込められています。

足柄牛
Ashigara Beef

町内に本社がある「子の日」。日本刀の流れを
汲んだ伝統的製法で造られた和包丁などを
中心に、高い評価を受けています。

包丁
Kitchen knives

古くから酪農の盛んな中井町。
ふるさと牛乳として親しまれる
「きんたろう牛乳」などの乳製品
を中心に人気を集めています。

乳製品
Dairy products

町内には「BROOK'S」などの企業が工場を設けて
います。高度な技術と徹底した品質管理のもとで
生産される多種多様なコーヒーは、中井町から全
国へ出荷されています。

コーヒー 〈BROOK'S〉
BROOK'S coffee

温暖な気候の恵みを受け、ミカンや落花生の生産
が盛んなほか、さまざまな種類の農産物が作られ
ています。毎週末開催の「里やま直売所」には、地
元で採れた新鮮な野菜や果物が立ち並びます。

農産物
Agricultural products
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中井町に吹く新しい風

盛り上がるイベント
里都

コト‒SATO‒

町には、豊かな自然や伝統を生かしたイベントが盛りだくさん。

活気あふれる町民の参加が、

人と人との新しいつながりを生み出しています。
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Nakai is home to numerous events that 
bring its rich natural environment and 
traditions to life. With the exuberant 
participation of local residents, new 
connections are created, people to people.

A new wind is blowing
in Nakai Town
Fun-filled events

1

2 3

7

6

5

4

厳島湿生公園に約2,500個のランタンが飾ら
れ、イルミネーションも点灯されます。

1／あかりの祭典 【11月下旬～12月上旬】
Illumination Festival [the biginning of December]

種まきから収穫まで体験でき、農作業の楽しさや
食の大切さを知ることができます。

Agricultural experience [All year]
6／農業体験 【通年】

中井中央公園で、レースや補助輪はずし教室が
行われ、全国から参加者が集まります。

2／キッズサイクルフェスティバル 【2～3月】
Kids Cycling Festival [February-March]

日本三大桜の一つに数えられる、「三春の滝
桜」の子どもにあたり、松本地域の住民が苗木
を譲り受け育てた桜を楽しめるイベントです。

4／まつもと滝桜のお花見 【3月】
Matsumoto weeping cherry blossom viewing [March]

町の魅力を発信する催しです。模擬店やフリマ
のほか、芸能発表や大抽選会が開かれます。

5／美・緑なかいフェスティバル 【10月】
Nakai Citizens' Festival [October]

各種スポーツ体験・ゲームや健康づくりコー
ナーなど、幅広い年齢層の方が気軽にスポーツ
に親しみます。

3／なかい健康スポ・レク祭 【6月】
Nakai Health, Sports and Recreation Festival [June]

厳島湿生公園に並ぶ竹灯篭の炎のゆらめきと大
正琴の演奏が、幻想的な風景をつくりだします。
５月中旬から下旬にはゲンジボタル、６月下旬か
ら７月中旬にはヘイケボタルの観賞を楽しむこと
ができます。

7／竹灯篭の夕べ 【5月中下旬】
Bamboo lantern night [the middle of May]
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中井から全国へ。まちの原動力、町内の企業紹介。

中井に集まる企業

　テルモは、「医療を通じて社会に貢献する」という企業理念
のもとに、世界初のホローファイバー型人工肺や、日本初の
各種使い切り医療機器など、人々の健康に役立つさまざまな
製品を、世界160カ国以上で提供しています。
　ここ湘南センターでは、未来の医療を見据え、社会的にイ
ンパクトの大きい医療課題を解決するため、医療現場にとっ
て価値あるイノベーションの創出を目指し、テルモ独自のコ
ア技術を生かした研究開発活動を行っています。

URL/http://www.terumo.co.jp

テルモ株式会社

　チョコレート原材料を中心に製造・販売事業を展開してい
る企業です。最新設備と技術を備えた中井工場では、カカオ
マス、ココアパウダーなどの一次加工品と、チョコレートなど
の二次加工品が原料のカカオ豆から一貫生産のもと製造さ
れています。

URL/https://www.daitocacao.com

大東カカオ株式会社

URL/http://ascl.co.jp/

株式会社アサヒ製作所

　新しく平成27年５月に中井町へ移転してきました。洗濯
機、乾燥機、ロール機などの、業務用クリーニング機器の設
計・製造・販売・保守事業を展開している企業です。また、国
内外のクリーニング施設への機器導入や、施設全般に関わ
るトータルプランニングの実績も豊富です。

Business activities in Nakai prosper centering around Green Tech 
Nakai (industrial estate). Leveraging advanced technology and 
know-how to produce a wide variety of high quality products.

Companies based in Nakai
From Nakai to the whole of Japan.
The companies driving the future of Nakai.

URL/http://www.nakatanisangyou.co.jp/

中谷産業株式会社

　プラスチック成形加工品を始めとするさまざまな製品の
製造・仕入れ・販売事業などを展開している企業です。60年
以上の歴史を持つマルチメディアパッケージ成形専業メー
カーとして蓄積した技術とノウハウのもと、多様なニーズに
対応しています。

工業団地「グリーンテクなかい」を中心に興隆する町内の企業活動。

最先端技術と確かなノウハウのもと、質の高い製品が数多く産出されています。
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　中井町には、コーヒーやお茶で有名なブルックスの工場が
あり、また、ブルックス直営の総合サロン店舗BROOK'S 
SHOP&CAFÉも開店しています。こちらでは、ブルックス商品
を購入でき、カフェスペースではリーズナブルな価格で煎りた
てのコーヒーを楽しめます。さらに、足湯やウッドテラスなども
あり、訪れる方々がくつろぐことのできる空間になっています。

URL/https://www.brooks.co.jp/nk/cafe/

BROOK'S
SHOP＆CAFÉ

　牛乳、加工乳や乳飲料の製造・販売事業を展開している企業
です。小学生向けの工場見学も実施しており、牛乳の製造工程
の学習や、バターづくりをする機会を提供しています。また、足
柄で有名な金太郎をパックにデザインした「きんたろう牛乳」
は、ふるさと牛乳としてロングセラー商品となっています。

URL/http://ashigara-milk.jp/

あしがら乳業株式会社

　当社が創業以来培ってきた「紙の情報を複写する」というビジネスからの進化を図り、お
客様がより効果的、効率的に価値創造するためのコミュニケーションを支援する企業とし
て、お客様の経営課題の解決に貢献するソリューション＆サービスの提供を進めています。
　1995年設立の中井事業所では、主に、解析を通じて、具体的な改善施策や新しい仕組み
を構築し、商品の安定的な生産・開発・販売・保守を可能にするとともに、基盤となる技術力
を強化する研究を行っています。
　また、社会貢献の一環として年1回近隣の小学生をお招きして事業所紹介のイベントを
実施しています。

URL/http://www.fujixerox.co.jp/

富士ゼロックス株式会社

　ざる蕎麦や冷し中華など20～30種類の麺製品を製造する
国内最大級の製麺企業です。製造商品はセブン-イレブン・
ジャパン加盟店の約5,900店舗に提供しています。「手打ちよ
りもおいしい麺を機械でつくること」を目指し、安全・安心か
つ、味わい、食感、鮮度、食べやすさも追求しています。

URL/http://www.nisseydelica.co.jp

株式会社ニッセーデリカ

　サーバ、ストレージ、ネットワークなどの情報通信に関する
製品や、情報通信機器、ICTシステム、ソフトウェアなどの開
発・設計・製造・販売事業などを展開している企業です。日立
グループのプロダクト事業の一翼を担っています。

URL/http://www.hitachi-ite.co.jp

株式会社
日立情報通信
エンジニアリング
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中井町の誇り

伝統・名所旧跡を
めぐる

いにしえ

すいようきゅうぎ

さぎ

しんこうさい

みこし

だし

みこし み

まえ

江戸時代の名工、左甚五郎の作。夜な夜な川に水
を飲みに出かけ、田畑を荒らすので、目に釘を刺し、
体を切れ切れにしたという伝説が残されている。

米倉寺の阿吽の龍
The Aun-no-Ryu (Om dragon) 
in Beiso-ji Temple

保元２年（1157年）比叡山の僧義円が行脚のお
り、この地にさした枝が発根したと伝えられる。県
指定天然記念物。

推定樹齢800年の
エンジュ
A Japanese pagoda tree thought to be 800-years-old

※ 道祖神：村境などで、集落と外界の境目に祀られてきた神様。外界から入ってくる悪霊や疫病の退散、旅人の
安全祈願といった意味が込められているといわれる。

Nakai Town has a deep history with 
numerous cultural properties. The Zoshiki 
Yokoana (Zoshiki hillside tombs) tell us that 
the Nakai Town area has been occupied 
since ancient times. The pendulum clock in 
the collection of the Edo Mingu Kaido 
(Japanese Folk Art Museum) is a valuable 
item conveying the level of scientific 
technology at the time. The highlight of the 
traditional event calendar is Gosho 
Hach imangu Re i ta isa i  (Gosho 
Hachimangu Grand Festival). Shrine floats 
said to have been made around the end of 
the Edo period are brought together at the 
shrine on festival day, the red and the white 
portable shrines move through the streets 
before the extraordinary Sagi-no-mai 
(heron dance) at the evening Shinkosai 
festival. These festivals make visible the 
impressive character of the town’s cultural 
properties and folk performing arts, and the 
vitality of the town’s residents.

The pride of Nakai Town
A journey to tradition and 
places of scenic beauty and 
historic interest

　中井町には、古より今に伝えら

れた歴史や文化財が数多く存在し

ています。7 世紀後半～8 世紀の

ものと言われる雑色横穴墓群は、

中井町が、古代から人々が住み、

活動する拠点として適した環境で

あったことを伝えています。

　さらに、町内を散策すると、随

所に道祖神※などの石像物群が見

られ、多くの村が興隆してきた歴

史をうかがえます。また、江戸民

具街道所蔵の垂揺球儀といった町

が誇る文化財は、当時における科

学技術の水準を伝える資料とし

て、全国的にも貴重なものとして

認められています。

　そして、代表的な伝統行事とし

ては、毎年 4 月 29 日に開催され

ており、800 年もの歴史をもつと

言われる五所八幡宮の例大祭があ

ります。この日は、江戸時代末期

の作といわれる 4 基の山車が各地

区から神社に集まり、紅白の神輿

が町内を練り歩きます。そして、

夕方から執り行われる神幸祭では、

東日本でも３地域にしか残ってい

ないという「鷺の舞」が神輿の御

前で奉納されます。一日がかりで

開催されるこの祭りには、町に受

け継がれる文化財や民俗芸能の荘

厳さと美しさ、歴史の深さ、そし

て町民の活気が表れています。

阿龍

吽龍

32



写真の奥は重厚な透かし彫りと極彩色の美し
い山車（だし）。写真手前は「赤の神輿（みこ
し）」。のどかな里山風景に華やかな彩りを添
えている。

五所八幡宮例大祭
Gosho Hachimangu Reitaisai (Gosho Hachimangu Grand Festival)

私設資料館「江戸民具街道」に所
蔵。振り子式の天文時計。江戸時代
に加賀藩によって作成されたといわ
れており、全国的にも貴重なもの。

垂揺球儀
すい よう きゅう ぎ

Suiyo Kyugi 
(a pendulum-driven astronomical clock)

町内を流れる中村川沿いの斜面に築かれている横穴墓群で、18基存在
している。築造は8世紀頃で、刀・やじり・須恵器などが確認されている。

雑色横穴墓群
The Zoshiki Yokoana (Zoshiki hillside tombs)

中井中央公園から境コミュニティセンターの間に建て
られた、俳人・歌人の碑の一つ。豊かな自然を眺めな
がら、四季の名句を楽しめる。

中村草田男の碑
The monument to Kusatao Nakamura 

小正月に行われる伝統行事。この火で焼いた団子を食べるとその年は
風邪をひかないといわれている。

どんど焼き
Dondo-Yaki (Dondo bonfire)
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年の風景
中井町と

　明治41年、中村と井ノ口村が合併して、「中井村」が誕生しました。昭和33年には、村制施行50周年を契機に、

新たにまちづくりを展開していくため、単独町制のもと今日の「中井町」が誕生しました。町制施行当時の人口

は 5,986 人でした。平成 30 年 1月 1日現在の人口は 9,525 人で、約半世紀で大きく成長してきたことがわか

ります。激動の時代をくぐり抜け、まちは、農業基盤や教育施設、生活道路、下水道などを着実に整備してきました。

今では医療・福祉の体制づくりや企業誘致にも力を入れており、最先端技術が導入されるなど、さらなる発展

が見込まれています。

41年  4月 中村と井ノ口村が合併して中井
村となる

 2年  2月 二宮～秦野間の馬車鉄道が蒸
気機関車となり軽便鉄道になる

12年  9月 関東大震災により、中井では死
者24人を出す

 3年  3月 五所宮に中井郵便局ができる
  12月 比奈窪～二宮間にバスが通る
10年 10月 中井隧道完成

22年  5月 中井村立中井中学校が、中村
小学校内に開校する

23年 11月 中井中学校の校舎完成（現在
の総合グラウンド）

25年 12月 比奈窪～大秦野間にバスが通る
28年 11月 中井村第一保育園が比奈窪に

開園
29年 12月 中井村第二保育園が井ノ口に

開園
33年  4月 中井村誕生50周年
  11月 中井村誌発刊
  12月 中井村から中井町となる（単独

町制施行）
37年  3月 小・中学校で完全給食実施
38年  5月 中井町章を制定
42年  3月 境分校を中村小学校に統合
43年  3月 中村小学校の新校舎完成

明 治

大 正

昭 和

（1908）

（1913）

（1923）

（1928）

（1935）

（1947）

（1948）

（1950）
（1953）

（1954）

（1958）

（1962）
（1963）
（1967）
（1968）

中井村役場
Nakai Village Office

村民体育祭
Village athletic festival

Scenes from the 110 years of Nakai Town
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平成元年
4月

（ 1 9 8 9 ）

昭和37年
10月

（ 1 9 6 2 ）

昭和56年
4月

（ 1 9 8 1 ）

45年  6月 都市計画区域決定
   9月 中井町総合計画を策定
46年  9月 境分校の跡に「老人憩いの家」

ができる
48年  3月 中井中学校の新校舎完成
49年  3月 中井音頭を制定
   4月 足柄上消防組合中井分遣所が

雑色にできる
50年  2月 学校給食センター新築工事完成
51年  9月 第一土地区画整理事業が完成

（五所宮、北田、久所地内）
52年  6月 井ノ口小学校の新校舎完成
   9月 「町の木」「町の花」を制定
53年  4月 足柄上保健所中井保健ステー

ションが開所
  12月 第二土地区画整理事業が完成

（大久保地内）

54年  3月 中井町新総合計画を策定
  10月 中井町役場の新庁舎完成
55年  3月 「町民憲章」「町の色」「町の鳥」

を制定
56年  3月 中村保育園新築工事完成
   4月 東名高速道路秦野中井インター

チェンジ開通
58年  9月 農村環境改善センター開館
60年  4月 井ノ口幼稚園開園
63年  3月 井ノ口公民館開館
   6月 グリーンテクなかい開発事業着手

 元年  4月 県道秦野二宮線バイパス全線
開通

 2年  1月 公共下水道建設事業着手

平 成

（1970）

（1971）

（1973）
（1974）

（1975）
（1976）

（1977）

（1978）

（1979）

（1980）

（1981）

（1983）
（1985）
（1988）

（1989）

（1990）

町民体育祭
Town athletic festival

町民体育祭での仮装行列。場所は
現在のグラウンド。

東名高速秦野中井IC開通式典
Opening ceremony of Hadano-Nakai IC, Tomei Expressway 

東名高速道路「秦野中井インターチェンジ」
開通。

井ノ口旧県道
Inokuchi Old Prefectural Road

井ノ口旧県道（井ノ口小学校東沿い）。昭和10年までは軽便鉄道が
走っていた。

県道秦野二宮線バイパス
Hadano-Ninomiya line of Prefectural Route

県道秦野二宮線バイパスが
全線開通。
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平成19年
3月

（ 2 0 0 7 ）

平成15年
４月

（ 2 0 0 3 ）

平成10年
10月

（ 1 9 9 8 ）

平成５年
11月

（ 1 9 9 3 ）

グリーンテクなかい
Green Tech Nakai

グリーンテクなかいAブロックが竣工。

厳島湿生公園
Itsukushima Aquatic Park

厳島湿生公園整備が完了。

かながわ・ゆめ国体
Kanagawa Dream National Sports Festival

かながわ・ゆめ国体が開幕。

砂口南が丘線
Sunaguchi-Minamigaoka Line

砂口南が丘線が開通。

年の風景
中井町と

 2年 10月 中井町誌発刊
 4年  3月 県道南金目中井線井ノ口バイパ

ス開通
 5年  8月 中井中央公園建設工事着手
  11月 グリーンテクなかいAブロック竣工
 7年  4月 保健福祉センターしらさぎ開館
  11月 グリーンテクなかいBブロック竣工
 9年  3月 やまゆりライン全線開通
10年  4月 中井中央公園一部開園
  10月 かながわ・ゆめ国体開幕（ソフト

ボール成年男子２部）
11年  4月 公共下水道供用開始
  12月 中村小学校の南校舎新築工事

完成
12年 12月 中井町ホームページ開設
    境コミュニティセンター開館

13年  7月 中井中央公園パークゴルフ場
オープン

15年  4月 厳島湿生公園整備完了
17年  4月 ふれあいと交流の里づくり事業

着手
18年  4月 農産物里やま直売所オープン
19年  3月 砂口南が丘線開通
20年  4月 中井誕生100周年
    井ノ口保育園新築移転
    子育て支援センター開設
   8月 パブリック・コメント制度開始
  12月 町制施行50周年
21年  4月 家庭用太陽光発電システム設

置補助制度開始
   6月 井ノ口東農道開通
    災害時における応援給水に関す

る基本協定を秦野市と締結
   7月 戸籍事務のコンピュータ処理開始

（1990）
（1992）

（1993）

（1995）

（1997）
（1998）

（1999）

（2000）

（2001）

（2003）
（2005）

（2006）
（2007）
（2008）

（2009）

平 成
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平成25年
4月

（ 2 0 1 3 ）

平成26年
4月

（ 2 0 1 4 ）

中井町立なかいこども園
Nakai Choritsu Nakai Kodomo-en 
(Nakai Municipal Preschool) opened

中井町立なかいこども園開園。

平成28年
4月

（ 2 0 1 6 ）

なかい健康づくりステーション
Nakai Kenko-zukuri Station 
(Nakai Health Station) opened

なかい健康づくりステーション開設。

中井町オンデマンドバス
Nakai Town On Demand Bus

デマンド交通「中井ふれあいバス」運行
開始。

  12月 公用車として電気自動車を導入
22年  2月 電気自動車急速充電器を庁内

に設置
   4月 ケーブルテレビ開局
   8月 戸沢村と青少年育成連携協定

を調印
  10月 小児医療費の無料対象が中学

校修了までに拡大
24年  8月 中井町自治基本条例策定検討

委員会設置
25年  1月 デマンド交通の実証実験開始
   4月 中井中央公園への指定管理者

制度の導入
    地方主権改革一括法施行に伴

う事務事業の委譲
    デマンド交通「中井ふれあいバ

ス」運行開始

  10月 南部地区メガソーラー事業整備
開始

26年  4月 中井町自治基本条例施行
    中井町立なかいこども園開園
    HEMS設置補助制度開始
    まちづくりパートナー制度開始
  12月 中井町イメージキャラクター「なか

まる」誕生
27年  4月 南部地区メガソーラー事業ソー

ラーパネル発電所完成
    子ども子育て支援新制度開始
  10月 マイナンバー制度開始
    県道７７号比奈窪バイパス開通
28年  4月 なかい健康づくりステーション開設
  12月 「里都まち」商標登録認証
２９年  5月 なかい里都まちCAFE　プレオー

プン

（2010）

（2012）

（2013）

（2014）

（2015）

（2016）

（2017）
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学校給食センター

中村駐在所
中井郵便局

江戸民具街道
五所八幡宮

浅間神社

諏訪神社

天神社

グレースヒル湘南

中井美化センター

泰翁寺　

玄張寺

大泉寺日光社

中井のエンジュ

小田原消防本部
中井出張所

総合グラウンド

中井町地域作業所
ほたるの家

廣翁院

みつぼしクリニック
朝長医院

中村小学校

木之花保育園

中村川

岩倉川

県
道
中
井
羽

根

尾
線

や
ま
ゆ
り
ラ
イ

ン
県
道
平
塚

松
田線

椿河原川

中井PA中井PA
白山神社

岩倉公園

中井蓮池の里

レインボー
カントリー倶楽部

77

709

小田
急

小田
原線

伊勢原

平塚

秦野

秦野中井IC

厚木IC

大井松田IC

中井町

大磯二宮

小田原

鴨宮
国府津

松田

風祭

相模湾

JR御
殿
場
線

東
海
道
新
幹
線

東
名

高速
道路

JR東
海道
本線

246

1

NAKAI
タウンマップ

町の木：キンモクセイ
Town Tree: osmanthus

中井町公式キャラクター「なかまる」
Town Mascot Character: Nakamaru

町の花：キキョウ
Town Flower: balloon flower

町章
Town Emblem

町の鳥：シラサギ
Town Bird: white heron

A C C E S S
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中井町役場

農村環境改善センター

井ノ口
郵便局

蓑笠神社

中井町立
なかいこども園

中井富士白苑

日枝神社

厳島神社

米倉寺

ピースハウス病院

八幡神社

珠泉院

飯綱社

清岩寺

里やま直売所
なかい
里都まちCAFE

比奈窪
中屋敷横穴墓群

県立
中井やまゆり園

稲荷社

宗玄寺
須賀神社

八幡神社

子之神社
井ノ口公民館

なかい
ファミリー
クリニック

井ノ口駐在所

保健福祉センター「しらさぎ」
郷土資料館
りゅう医院

平塚富士見
カントリークラブ

井ノ口小学校

中井中学校

東名高速道路

県
道
秦
野
二
宮
線
バ
イ
パ
ス

境コミュニティセンター

藤沢川

県
道
秦
野
二
宮
線

グリーンテクなかい

葛川

富士見台
配水池

富士見台
いこいの広場

境グリーンテクパーク

蛍公園

砂口配水池

海の風

厳島湿生公園

中井中央公園

秦野中井IC

震生湖

77

77

71

71

71

公園・休憩所

凡 例

郵便局

寺院

神社

小・中学校

病院・医院・クリニック

史跡・天然記念物
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さまざまな魅力を持つ中井町での生活と、

ここで生まれる人とのつながり。

あなたなら、このまちで、どんな暮らしを送りたいですか？

なかいは、あなたとの出会いを待っています。

中井町からあなたへ―。
E p i l o g u e
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N a k a i  T o …
Living in Nakai Town, a town with wide appeal, connecting with the people 
born here. If that were you, what sort of life would you lead here? Nakai is 
looking forward to meeting you.

　「なかい」は明治 41 年に中村と井ノ口村の合併により誕生し、平成 30 年４月
１日に誕生110周年を迎えました。
　先人が 110 年をかけて創り上げた「なかい」を、新しい未来へと繋ぐために、
この記念誌を発刊いたします。
　本町は、東京都心から約 65 キロメートルと首都圏に位置しながらも、豊かな
自然や里山風景も残り、相模湾や富士山なども望める風光明媚な場所に位置しています。
　町では、里山の風景をとどめながらも都市的生活を送ることができる本町の特徴を表すキャッチフレー
ズとして「里都（さと）まち」を商標登録しました。
　「なかい」をより多くの方に知っていただくため、「里都まち♡なかい」を全国に発信するとともに、町の
情報発信や交流の拠点である、中井中央公園に「なかい里都まちCAFE」を整備するなど、積極的にシティ
プロモーションを推進しているところです。
　本誌では、町の人、現況、施策、特産品、歴史についても触れています。ぜひ、ご一読いただき、中
井町の魅力を知っていただくとともに、足を運んでいただければ幸いです。

Nakai Town was formed when Naka Village and Inokuchi Village amalgamated in 1908. April 1, 2018 marks the town’s 110th anniversary. 
The commemorative edition is being published to connect the town with the future. We registered the trademark Sato Machi Nakai, a catch 
phrase that conveys the special character of Nakai Town, where residents can lead city lives while the town keeps its mix of woodland and 
farming landscapes though located within the greater metropolitan region. 
The town is fully engaged in broad ranging promotion, we are telling the whole of Japan about Sato Machi ♡ Nakai, and we have 
established the Satomachi Cafe, a center for communication and exchange.
This edition of the Nakai Town Overview features local people, how the town is tracking, our policies and measures, as well as Nakai’s 
special products and history. I hope that after reading this overview we can look forward to you visiting Nakai Town.

中井町長 杉山祐一
Mayor　Yuichi Sugiyama

発刊のごあいさつ

❶ 中井町西側から東京方面へ向かって撮影（撮影日：2018 年 2月 6日）
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