
里都まち♡なかいへ
いらっしゃい

さ と

都心から1時間の緑のまち、「里都まち」なかいまち

神奈川 中井町

中井町ってこんなところ
アクセス

電車の場合

M A P

お問い合わせ

中井町役場 企画課
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56

TEL：0465-81-1112
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http://www.town.nakai.kanagawa.jp/
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ぬくもりとやすらぎのある里山での暮らしと、
便利で快適な都市的暮らし。“里都まち♡なかい”

さ と

花や虫や草が共生する農業を始めたくて
中井町へ家族で引っ越してきました

ろん、静岡、山梨、長野、和歌山な
ど、あちらこちらを探して回りまし
た。就農者の受け入れ体制は自治
体によって温度差があったのです
が、中井町は非常に親切でした。地
域の皆さんも好意的で、「ああ、ここ
にしよう」と決めました。

　もともと農業とは関係のない仕事
をしていましたが、農業をやりたい
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、卒業後も農業法人などで技
術を磨いてきました。いよいよ自分
の畑を持ちたいと思い、県内はもち

神奈川県の南西部に位置する中井町。人口は、約9,500人。車で15分もあれば
町のどこへも行けるコンパクトなまちです。鉄道は走っていませんが、車での移
動は非常に便利。まちの北部には東名高速道路秦野中井ICがあり、都心まで
1時間ほどとアクセスは良好です。北に丹沢山地、西には富士山、南には相模湾
を望め、四季が織りなす自然豊かな里山の魅力と、機能的で便利な都市的生活
の場としての魅力をあわせ持つ、そのちょうど良いバランスが自慢です。

　中井町の気候は温暖で、一年を通
して露地で野菜を収穫することがで
きます。小さな畑ですが、少なくてもた
くさんの種類の野菜をつくるようにし
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
んなにぎやかな畑をめざしています。

虹色畑　伊藤 崇介 さん

中井町での暮らしを楽しもう♡「なかい暮らし」ケースインタビュー

　地域全体で農業経営をして
いくため、若手の新規就農者
を、経営が安定するまでサポー
トしています。対象者には、年
間最大150万円が最長で5年
給付されます。

就農したい若手を支援
（農業次世代人材投資資金）

　まちでは、空き家を売りた
い・貸したい人と、空き家を買
いたい・借りたい人との橋渡し
をしています。まちのホーム
ページ等に掲載されているの
で、気にいる町内の空き家がな
いか探してみませんか？

地域の空き家を紹介
空き家バンク

おすすめ情報

中井町においでよ
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　中井町農産物直売所（里やま
直売所）やみかんマルシェ、ファー
マーズマーケットなど、地元の農
家さんが育てた新鮮で安心な農
産物を買うことができます。

つくり手の顔が見える
おいしい農産物

　まちの自然や農産物、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！」

　フィンランド語で「アドバイス
の場」を意味するネウボラ。町役
場となりの保健福祉センター内
にあり、専任の母子保健コー
ディネーターがいます。安心して
出産・子育てをできるようさまざ
まな相談を受け付けています。

切れ目ない子育て支援
里都まち♡なかい
ネウボラ

　子育て世帯や若年夫婦世帯
がまちに定住するため、空き家
を取得して改修するときに、改
修費用の2分の1、最大100万
円まで補助されます。

子育て・若年夫婦世帯
空き家改修事業補助金

おすすめ情報
おすすめ情報

6代続くみかん農家へ嫁いできました
美味しい農産物をとおして、まちを元気にしたい

きました。小田原の社宅で暮らして
いた時期もありましたが、中井町へ
戻ってきました。嫁いだ当初はいろ
いろとたいへんでしたが、中井町を
元気に楽しく盛り上げたいという気
持ちからマルシェを始めました。こ
のまちには頑張りたい人を応援する

　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「みかんマ
ルシェ」を開催しています。その時々
にと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
かんラーメンなどを販売しています。
　私は6代続くみかん農家へ嫁いで

地域性があって、とても助けられて
います。マルシェだけでなく、同じ思
いで活動している人たちがたくさん
いらっしゃって、刺激を受けていま
す。自分が変われば未来が変わる、
そう信じてポジティブに中井暮らし
を楽しんでいます。

みかんマルシェ 代表　曽我 都 さん

インターチェンジからすぐ近くて便利
念願のマイホームがお得に手に入るまち

田急線が使え、電車に乗ってしまえ
ば新宿や横浜方面に1時間足らずで
出ることができます。秦野中井ICにも
近く、車での移動は非常に便利。気候
も温暖で、過ごしやすいまちです。
　実際に住んでみると、能力のある魅
力的なママたちがたくさんいることに

　家族5人で暮らしています。夫婦と
もにサーフィンが趣味だったこともあ
り、海に通える県西地域でマイホーム
を探していたのですが、庭付き一戸建
ての良い物件に出会い、中井町での
生活が始まりました。駅までは車で
20分かかりますが、JR東海道線と小

気がつきました。一緒に「ママ目線」の
防災教室をやろうとコミュニティ活動
を始めました。現在はファーマーズ
マーケットや中井町コミュニティ食堂
おにぎりなどのイベントも開催してい
ます。中井町での子育てを、ママ同士
がつながって楽しく盛り上げています。

NPO法人子育ての輪 Lei 　海野 美和 さん

中井町での暮らしを楽しもう♡「なかい暮らし」ケースインタビュー中井町での暮らしを楽しもう♡「なかい暮らし」ケースインタビュー
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健康状態のチェックや、食・運動について
の情報入手、専門家への相談ができます。

中学校卒業まで、県内・県外の医療
機関を受診した際の、保険適用分
医療費すべてを助成しています。

中井中央公園にオープンした木の雰囲気
がおしゃれなカフェです。土日祝日のラン
チやスイーツが人気です。

都会的なファッションビルは
ないけれど、自然豊かな里山
での休日が待っています。

身近に田んぼや畑がある
ため、植え付けから収穫
まで、実体験をとおして
食の大切さが学べます。

2つの顔を持つからこそ魅力的な中井町。

のどかな里山の風景、充実した福祉、

おいしい食べもの、便利な車環境…

笑顔あふれるまちに、あなたも来ませんか。

田舎と都市の
イイトコどりが
中井の自慢

まちには、子どもも大人も参加できるイベントが
盛りだくさん。中井の人びとの活気とつながりの
広さを実感できます。

子どもの送迎や朝・夜の時間帯
の預かりなど、会員同士での助
け合いを行っています。

水道水はすべて地下水を使っ
ていて、安くてミネラル豊富でお
いしい水がいつでも飲めます。

まちや地域が一緒に
盛り上げる楽しい
イベントが目白押し

中学校修了まで
医療費無料
対象医療機関も充実

地場産野菜を使った
安心安全な
学校給食

ファミリー・サポート・
センター事業による
地域に根ざした子育て支援

地場産野菜を使い、食
育に力を入れている中
井町。学校給食費補助
制度もあります。

都会ではできない
里山での体験を楽しむ

中井町の水道水は100％地下水
ミネラル豊富なおいしい水

田植えや農作業体験、
自然の中でゆたかな
感性を育む真の食育

笑顔と元気が集まる場所
なかい里都まちCAFE

“車でお出かけ”には絶好のロケーション。都
心まで車で1時間弱。御殿場のアウトレットに
もあっという間です。

お台場も御殿場も
行きたくなったら車でGO！

未病センター・なかい
健康づくりステーション
での健康づくり支援
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小田原

二宮

J
R
東
海
道
本
線

東
名
高
速
道
路小

田
急

小
田
原
線

東京ICまで

約40分

箱根まで

約20分

湘南まで
（江ノ島）

約50分

横浜まで

約50分 約70分
秦野～
新宿まで

約70分
二宮～
東京まで

Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線

小
田
急
小
田
原
線

東名高速道路

中井町
役場

秦野中井IC

町田

（　比奈窪）

比奈窪（バス停）


