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初めてのお正月を迎える「ココア」

「海老名の朝焼け」
「＃好きです海老名
～50年後に残したい海老名の情景～」の
応募作品です。
撮影者 めぐみ町在住 甲斐友佳さん



◆予算規模・・・・４６０億円前後

◆主な歳入状況
市税・・・・・２３５億円前後

基金・・・・・・１５億円前後

市債・・・・・・２８億円前後

◆主な歳出状況
義務的経費・・２４０億円前後

消費的経費・・１３８億円前後

普通建設事業費・４２億円前後

※２年ぶりのプラス編成

（前年度４５２億円）
（当初予算要求額対比 ＋１.８％）

（前年度２１７億円）
（当初予算要求額対比 ＋８.３％）

（前年度 １４億円）
（当初予算要求額対比 ＋７.１％）

（前年度 ４０億円）
（当初予算要求額対比 ▲３０.０％）

（前年度２３９億円）
（当初予算要求額対比 ＋０.４％）

（前年度１３２億円）
（当初予算要求額対比 ＋４.５％）

（前年度 ４５億円）
（当初予算要求額対比 ▲６.７％）
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今年の言葉は、「 」

今年は、これからの海老名市の50年、

100年先の未来に向けた始まりの年です。

「 」「 」と市民の皆さまと

ともに歩み「住みたい 住み続けたいまち

海老名」であるために、様々なことを

全力で「 」進めてまいります。
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コロナ禍でやむなく中止した一部の

事業をあらためて「50プラス１」として

市民の皆さまと楽しめる年へ



◆海老名駅駅間地区に
（仮称）ワクチンパスポート等
相談センター設置します

◆医師会、歯科医師会、薬剤師会と
連携し、市民の皆さまの安心な
暮らしを守ります

新型コロナウイルスの
３回目のワクチン接種を

希望者に行います
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今泉小学校校舎の増築工事に
取り組んでいます

◆オープン教室や多目的スペースの
設置で今泉小学校が子どもたちの
横断的な交流拠点へ進化します

◆一般開放で地域交流の場を創出
します
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令和4年2月

完成予定



《基本理念》
海老名の子どもたち、
ひとりひとりのおいしい
笑顔のために！

令和５年９月の

中学校完全給食に向けて

「食の創造館」の増築に着手
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新規



避難所にペット専用スペースを設置
一緒に避難できるようにします
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家族と一緒に
避難できて
安心だ

ワン！

新規



２４時間３６５日、市民の皆さんの
健康に関する不安を相談できる

コールセンターを開設します
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新規



◆障がい者の就労、暮らし、住まいなどの
支援を幅広く展開する福祉法人の立ち上
げに向けた「福祉法人設立準備室」を
設置します

《えびな暮らしサポート事業》

・就労支援事業

・相談窓口事業

・居住支援事業

◆ JR相模線社家駅にエレベータを
設置補助します（バリアフリー化）

障がい者が暮らしやすい
社会の実現に向けて取り組みを進めます

令和５年４月供用開始予定 10

新規



◆完成予定年度：令和５年度

◆概算事業費：約10.0億円

（９年総額 約50億円）
※画像はイメージ図です

（仮称）
上郷河原口線整備事業

◆完成予定年度：令和４年度

◆概算事業費：約 1 . 8億円

（５年総額 約17.8億円）

※画像はイメージ図です

並木橋歩道架設事業
（国分北一丁目ほか２地内）

（海老名駅西口地区）
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◆完成予定年度：令和４年度

◆概算事業費：約47百万円

（３年総額 約3.1億円）

市道62号線延伸事業
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（下今泉一丁目ほか１地内）

※画像はイメージ図です

◆概算事業費：約50百万円

南部地域の主要道路
市道８号線の
通学路の交通安全対策

に取り組みます
（中河内、本郷地区）



◆完成予定：令和５年度

◆概算補助額：約4.5億円

（総事業費 約86億円）

※うち市負担分 約15億円

◆整備内容：住宅棟(約200戸)

商業系施設棟(２階建)

公共施設(駅前広場など)

※画像はイメージ図です

厚木駅周辺整備事業

◆概算補助額：約61百万円
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新規
中新田丸田地区の土地
区画整理事業への検討支援



◆まちの発展を見据えた自由通路

の延伸検討

◆歩行者のさらなる安全性の確保

相鉄線
海老名駅

JR相模線
海老名駅

海老名駅自由通路

小田急線
海老名駅
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海老名駅北口
駅前広場整備事業

※令和８年度末 駅舎・広場の完成イメージ

◆完成予定：令和４年度

◆概算事業費：約2.4百万円

（概算工事費：71百万円）
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海老名駅東口地区の
安全性・回遊性の
向上を目指します

新規



東名高速道路海老名ＳＡ下り線に隣接した
都市公園及び地域振興施設の整備の検討
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◆地域の活動や防災機能を

備えた拠点となる公園整備

に向けた調査を行います

◆地元調整やサービスエリア

との協議など事業化への

取り組みを進めます

（大谷・杉久保地区）

新規



一般社団法人
「海老名市農業支援センター」

◆担い手確保対策
就農相談対応、独立就農予定者の雇用

◆農地の有効活用
農地のマッチング、遊休農地での収穫体験

◆地産地消の推進
地場産農産物の販売強化、６次産業化の推進
※６次産業化：地場産農産物を使用した加工品等の

製造・販売
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令和4年1月

開設予定



◆家庭系ごみの減量化に資する戸別収集

◆えびなSDGｓ環境マイレージ

◆環境配慮設備の導入補助
（太陽光発電施設、定地用リチウムイオン蓄電池ほか）

◆小学校や市庁舎照明のLED化

環境への負荷軽減の取組を継続

事業系生ごみの資源化のモデル事業
生ごみ処理機の貸出を実施
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新規



◆消防本署配備の高規格救急車を
を更新します

消防力の強化と南分署の建替に着手し
市民の安心を守ります

◆開署から37年経過した消防南分署
の移転・建替事業に着手します
・令和４年度 設計

・令和５･６年度 建設工事

・令和７年度 開署予定
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新規



市民が窓口に “行かない”

窓口で

◆“行かない” ＝スマート申請

一部の手続きをオンラインで完結

◆ ＝スマート窓口

自宅で申請、窓口でQRコード提示

行政手続きのオンライン化を実施します

“待たない”
“書かない”

※令和５年１月導入予定

“待たない”
“書かない”
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◆市役所の手数料・使用料の支払いに

キャッシュレス決済を導入します

新規

令和4年１月

導入予定



「公共施設再編(適正化)計画」の改定や
公共施設附帯駐車場の一部有料化を行います

◆全ての公共施設の今後40年間分のLCCなどを
まとめた「個別計画」を策定します
※LCC：ライフサイクルコスト

◆「公共施設再編(適正化)計画」を改定します

◆受益者負担、公平性の確保、財源の確保を
目的に公共施設附帯駐車場を
一部有料化します 20

（令和４年度中）

（令和５年度予定）

令和4年春

開始予定



◆シティブランド・ランキング

―住みよい街2021－

神奈川県内 引き続き第２位

◆住みたい街（駅※）ランキング

小田急線沿線 引き続き第１位
※小田急線を代表的な路線とする駅

「ＳＵＵＭＯ住みたい街ランキング2021関東版」調べ
対象：関東圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県）

在住の20歳～49歳の男女

日経BP総研ウェブサイト「新・公民連携最前線」調べ
対象：全国約2万以上のビジネスパーソン
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※資料にある事業や金額等については現段階での予定であり変更する可能性があります

新型コロナウイルス感染症の世界的
なパンデミックが２年に及んでいます。
パンデミック収束の兆しは未だ見え

ていませんが、ウィズコロナ・ポスト
コロナ時代の到来に備えて、市民の皆
さまの命と暮らしを守るため、全力で
市政運営に取り組んでまいります。
本年もよろしくお願いします。

海老名市長 内野 優

むすび
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