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新しい市のデザイン
「令和の改新」
　　　地方よ立ち上がれ！！

「アフターコロナの新常識！！」
　　新しい県のモデルは海老名から

「地方から県と国を変える！！　　
海老名の　全ジャンル

　　　　　住みたい地域NO.1へ」　
　＊＊私たちの未来の最幸モデル＊＊
アフターコロナ、人口減少社会

　　　０（ゼロ）から創り直す　　　　　
そして、新しいアプローチで日本を変える

↓
【スマートハートフル　シティ構想】

「令和の改新海老名編」
EBINA AS NO.1を実現へ

そして、　　　　　　　　　　　
いよいよアフターコロナ　

　　　　　　　　＆ネクストノーマル
2023年度　緊急海老名市再生計画

「暮らしの安全と海老名経済の強靱化を！
オールスマイルプロジェクト」

海老名市のまち・ひと・しごと創生総合戦略
を実現し　即実行へ。

さぁ　皆が「笑える革命」を。
「令和の改新海老名編」とは

３つの ISSUEの改革を行います。
人口減少×生産性向上

＋
　高齢化×NEXT戦略

＋
資本主義×全県民生存戦略

令和の改新
新しい地域の形　海老名市から

　日本と日本人の幸せのあり方を　ゼロから創り直す
「START　０」ミッションスタート
　　新しい暮らしの形　地域から

　新しい　地域社会・海老名のあり方　　未来を創る
「スマートdeハートフル　シティ」の誕生　

スマートハートフル　シティ



氏家の約束する政策（海老名編）氏家の約束する政策（海老名編）

「停滞から成長へ」「安心と改新」
１、貧困格差是正と市民皆幸福制度の実現
　　若者の活躍・子育て支援と高齢者の安心を！
　　国保税補助継続　下水道料金値上げ反対
２、アフターコロナ　ニューノーマル緊急対応事業
　　セキュリティ　モビリティ　エネルギー対策強化
　　新エネルギー対策　ごみ焼却エネルギー化　蓄電池補助　広報の強化
　　昭和のモデルからの脱却　市内流通　海老名マイル物流の推進　
　　経済対策の中小企業の基盤強化

３、まやかし政治、しがらみ市政をぶっ飛ばす！
　　市長の６選阻止！　と多選禁止（3選まで）条例の設定
　　まやかしの象徴、えびな未来創造プランの撤回、見直し

４、安全と安心の自己「お守りシステム」の確立
　　災害ケアマネジメントシステムの実施
　　自然災害と疫病と海老名レスキュー隊と保健師診心隊の発足

５、公契約条例の制定
６、中小企業の徹底支援　停滞から成長へ
　　事業継承支援
　　共同化事業支援
　　中小建築業育成支援と認定制度の導入
　　地元企業優先発注

７、高校までの医療費無料化＋教育費の無償化
　　＋奨学金肩代わり制度の実現　
８、子育て政策　充実度神奈川NO.1
９、下水道料金値上げ撤廃と国保税支援継続
　　国保税支援 （２０２５年まで支援　２０２６年医療費補助新設）

10、公共施設・公共サービスのゼロベースの見直し！
　　公共施設、駐車場、利用方法・利用料金の見直し

11、海老名公立大学の開校
12、地元中小企業、第１次 2次産業の
　　ブランディング＆スーパーセール
13、中学校まで給食無料＋健康給食の実施

そろそろ海老名も変わりませんか？
主な施策！１7選！



14、教育の後退化に待った！　　
　　英語のデジタルテキストの導入、黒板の撤去　デジタル黒板化、
　　１部デジタル教科書化の推進、ＩＴ化に順次対応、
　　小中学校の統廃合に待った！ 寺小屋制度の導入、プール設置の見直し、
　　非効率スポーツ施設の廃止、教科書の無料配布、奨学金の肩代わり

15、少子高齢化のスーパー支援制度の創設
　　子育て支援の環境整備　託児所の市の担保、女性起業の各支援制度の
　　拡充実施　幼児 1人につき、年間 3万円の支給、
　　社会福祉施設の若者スタッフの技術向上支援および優遇制度の導入
　　市の担保化、高齢者の自動車運転安全装備への支援制度の充実　
　　高齢者向けレジャー施設の設置・導入　高齢者の仕事・ビジネス支援

16、海老名特別開発　１２区域の制定と事業支援
　　　土地など海老名の価値を高めよう

17、3大投資の実行　未来の海老名に投資する
　　●私達の子供、若者へ　「教育への投資」
　　　待機児童０/小中学校の統廃合に待った！ /プール復活の再検討・郊外活動の支援
　　　/不登校支援など教育に投資拡大
　　●地元経済へ　「地元企業への投資」
　　　６次産業推進、１次産業の構造強化　海老名ルネッサンス事業の創設　
　　　海老名ダイバシティの実現　市長が海老名の TOP営業マンとして地元の中小企業や
　　　商店街の活性化。事業継承の具体的支援策の策定　海老名コイン制度（仮称）により、
　　　高齢者優遇買物制度を創設　海老名まるごと Wi-Fi 化　建築デザイン 街並みデザイン
　　　の共通化　海老名で大祭りの実施　介護や製造業でのＡＩ化やロボット導入の推進　
　　　音楽イベントの実施　住宅デザインの海老名デザインの推進諸政策（街並み美観化事
　　　業）の実施
　　　　若者にチャンスを
　　　　　独立支援　ビジコンなどのチャレンジ制度
　　　　　女性起業支援
　　●高齢者の方へ　「第２のアクティヴな人生への投資」
　　　　高齢者　アクティヴシルバータウン構想の実現
　　　　市外から老後は海老名に来たいと思える総合福祉型住宅地域の建設・創出
　　　　地域の中で安心して医療を受けられる一貫した医療提供体制を確保
　　　　高齢者向けレジャー施設をつくる
　　　　交通手段の見直し（コミュニティバスのルート拡大 ）
　　　　介護施策、介護事業の市の担保化
　　　　高齢者の仕事・ビジネス支援

　　



緊急政策１　「福祉シティ」の実現へ
　子育て対策
　　　　　医療費　高校まで無料
　　　　　保育料　無料
　　　　　給食　　中学まで無料
　　　　　えびなこども公園　開園
　　　　　おむつ無料
　　　　　療育・特別なニースのあるお子様への支援向上

　高齢者対策
　　　　　お守りシステム（日本初）導入
　　　　　　　　　各家庭に無償　健康管理・まごごろサービスシステムの導入
　　　　　移動・利便性の向上
　　　　　アクティヴソシルバーの方の活躍の場の提供
　　　　　医療補助制度の導入

緊急政策２　「アフターコロナ対策」強靭に実施
　セキュリティ　モビリティ　エネルギー　の革新的課題の解決

緊急政策３「市内あらゆる格差の是正」
　　　ひとり親支援の拡充
　　　中小企業支援強化
　　　第１次産業の経営革新支援
　　　貧国救済
　　　障害のある方への支援強化と住みやすい街へスイッチ
　　　まごごろポイント（海老名コイン）制度の導入
　　　各手当の拡充
　　　大学・高校　教育費の１００万円まで肩代わりなど。

緊急大３策緊急大３策



志「氏家秀太の８つの志」「氏家秀太の８つの志」

志1．真の地方自治を確立させる
　　　　　　～海老名から県を変え、国を変える～

志２．自ら稼げる基礎自治体（市）を
　　　経営（運営）する！

志3．「スタート　ゼロ　ミッション」
　　　経済生活対策NEXTの実施
　　　　　　（アフターコロナと人口減少時代の未経験ゾーンの集中対策）
　　　　　　～「教育改革」県民力強化　教育改革と社会人合理化計画～
　　　　　　～「少子高齢化対策」高齢化時代の老後20年のアクティヴシルバープラン～
　　　　　　～「移民問題対策」特定技能制度の見直し～

志 4．スマートハートフルシティ構想の実現
　　　　　　～アフターコロナ&少子高齢化&災害に強い　新しい暮らしと街の在り方～

志 5．全業種、全世代の生産性向上　　　　　
　　　真の働き方改革の推進
　　　ＤＸ化の推進と間接業務を排除する  
　　　中小企業の革新と再生
　　　　　　（イノベーション＆ターンアラウンド）

志 6.  消費税　軽減税率　対象拡大へ！
　　　　　そしてインボイス制度導入反対

志7. 貧困格差是正と国民・市民皆幸福制度の実現
　　　　　　ネオ　社会保障制度への変革
　　　　　　ネオ　ベーシックインカムの創出

志８．人口減少社会と低欲望社会の革新

氏家秀太の　令和の改新「８つの志」　
８つのベクトル・・・地域の行き先・・・



「国家の衰退」から、たった今　脱しなければなりません。
国民の生活は待った無しです。
国民はこのままで本当に幸せですか？
国は、私たちの生活は、「成長」「幸せ」の 2つのキーワード
で言えば
「失われた３０年間です」
　だからいてもたってもいられない！
でも　なんとなく現状維持で、まあまあじゃないの？海老名
は！
　此処にいると、そんな感じに感じるのかもしれません。
でも、
　現実の数字を見れば一目瞭然！
　海老名はせいぜい現状維持。
　このままでは将来は不安で仕方ありません。
　なんか…不安だな…
そう感じる人が多いのではないでしょうか。それは、すべて
国政や市政停滞が　原因です！

　そんな閉鎖感から脱却する為に、
　　地域行政の再出発の為に、
 　　１人でも多くの人々の笑顔を見る為に

もう癒着は要らない
既得権益をぶっ壊し
市政を市民に取り戻せ！
地方自治を手に入れろ！
そして、地域を国から独立させて、
地方から新しい国をつくる

氏家は活動を開始しています。



氏家秀太
うじけ  しゅうた

VUCA 時代
　「Volatility（激動）」
　「Uncertainty（不確実性）」
　「Complexity（複雑性）」
　「Ambiguity（不透明性）」
に必要なのは
強く　身辺清浄な　バイタリティ溢れる
　　　　「真の、新しいリーダー」

もはや、古い政治家では、この地域を変えることができませ
ん。停滞どころか、この地域の後退化が進行しているのです。
実際に地域を変える。胆力が必要である。
豪気、勇気、行動力、そして実践力が備わった真＆新リーダー
が、地域を変えることができる。
　
　新しい基礎自治体の形は　氏家秀太（うじけしゅうた）が
創る

いよいよ

　“本気” で活動を開始します。

　氏家秀太の地元の連絡事務所

〇海老名市　　下今泉２－２－２　
　　　　　　　スカイハイツ５０２
〇綾瀬市　　　綾西３－５－１５
　　　　　　　０４６－７７１－１８０３
〇大和市　　　下鶴間２９７４－５
　　　　　　　０４６－２４０－６６７９
　携帯番号
　０９０－６６３５－８８８８



氏家の約束する政策（新しい地方自治広域創り編）氏家の約束する政策（新しい地方自治広域創り編）
Ⅰ　地方に本物の自治権を　
　　　憲法第８章の加憲
　　　立法権の１部拡充

Ⅱ　３つの「立市町村」
　　　社会保障立市町村の実現　　
　　　財政改革
　　　ネオ　社会保障制度への変革
　　　ネオ　ベーシックインカムの創出
　　　未来型経済立国の実現
　　　市町村民総能力向上方針
　　　生産性向上
　　　市町村民力ダイバシティ

Ⅲ　３つの「大投資」
　　　私達の子供、若者へ　
　　　　　「教育・子育てへの投資」
　　　地域経済へ　
　　　　　「地元企業への投資」
　　　高齢者の方へ
　　　　　「老後・第２のクティヴな人生への投資」

Ⅳ　総市町村民生産性・能力
　　向上、ＡＩワーク協調強化
　　　各セグメーションの教育強化
　　　小学校　中学校　高等学校　高等教育
　　　社会人
　　　１５歳～３４歳の若年層労働者
　　　管理監督者　リーダー層
　　　定年後の第２の人生層

Ⅳ　インフラクライシス・老
　　朽化基盤対策
　　　インフラの再整備推進　
　　　未来再構築事業の推進
　　　水道広域化　

V　海老名人　イノベーター計
画
　　　⑴ デジタル革新時代の Al-ready な社会つ
　　　　　くり　　

　　　⑵ R&Dへのリソース投下（技術革新への研
　　　　　究予算増　加と高度人材の育成投資）　　
　　　　　５０億
　　　　① 基金の設立
　　　　② 研究者の待遇改善
　　　　③ 大学院生の育成グランドの整備
　　　　④ 初等・中学校教育の Already 化の実現
　　　　⑤ 大学・国研への交付金の増額
　　　　⑥ 業務の効率改善
　　　　⑦ R&D予算の補正
　　　　⑧ 大学の授業料無償化及び生活費補助
　　　⑶　効率化・生産性向上・合理化各施策の創
　　　　　設
　　　⑷　AI による能力向上
　　　⑸　真の「働き方改革」の実現
　　　　　　適正残業０　リモトートワークの推進
　　　　　　間接業務の削減
　　　⑹　１人当たりのGDP　４万ドルの実現

Ⅴ　ボーダーレス強化　ダイ
　　バシティ
　　　女性リキャリア構築支援
　　　外国人人材受け入れ制度の問題総合対策の実
　　　施

Ⅵ　中小企業基盤強化事業
　　　知的財産権の保護制度の改革
　　　生産性向上、設備投資支援
　　　クラウドファンド制度の整備
　　　生産性向上の為の　M＆A推進と協業化支援
　　　DX推進

Ⅶ　農業・食料の令和の改新
　　　



氏家の約束する政策（地域活性化編）氏家の約束する政策（地域活性化編）
1. スマートハートフルシティ  
　　　　　　　　　　　構想
　　地域OSつくり
　　生活弱者支援→
　　貨物混載化推進事業の推進→
　　３ＰＬの連携、
　　受けとり方法の多様化推進（宅配ＢＯＸの
　　　　商品化と宅配ＢＯＸの共有化・公共化等）
　　元食材の地産地消　地域内輸送のシステム化
　　　→地元中小企業によるチェーン化
　　プラットフォームの開発、事業化
　　　→ＢＣＰ対策実施→スマートシティOSの稼動

Ⅰ　０―４歳　人口・希望　
　　　　　　　　増福プラン
　　　〈子育て・教育支援の大拡充〉
　　　地域内給食格差の是正
　　　私立高校まで授業料無償化家庭の拡大
　　　寺小屋制度
　　　課外授業施設の新設
　　　待機児童数の０へ向けての助成
　　　

Ⅱ　災害対策　地域連携
　　　　　　　　　強化事業
　　　未知の災害に強い国つくり
　　　４市による防災・被災後共通強化対策の推進
　　　レスキュー機能の強化　　
　　　被災共有制度の実施
　　　風速７９mに耐える家つくり　シン３６７

Ⅲ　新エネルギー対策
　　　ゴミ焼却　エネルギー化の推進
　　　蓄電池補助金
　

Ⅳ　地域中小企業&地盤事業
　　　　　プロデュース事業
　　　商店街活用支援
　　　間接業務の削減支援
　　　　　ICT 化支援
　　　　　DX推進連携　地域連携
　　　　　AI 経営支援
　　　　　各研修の実施
　　　　　地域企業大学校の実施
　　　事業承継モデル地域推進
　　　地域連携　M&A推進

Ⅴ　まやかし政治・しがらみ   
　　　　　市政をぶっ飛ばす

Ⅵ　地元中小企業、第１次２         
　　次産業のブランディング
　　　　　＆スーパーセール
　　エリアマーチャンダイジング&エリア
　　　　　　　　　ブランディングのプロデュース
　　TOPセールスによる地元商品プレゼン

Ⅶ　教育の後退化に待った
Ⅷ　健康給食の推進
Ⅸ　少子高齢化のスーパー
　　　　　　　　　　支援
Ⅹ　優良企業誘致と中小企業
　　の基盤強化
　　　女性起業制度
　　　事業継承　補助事業
　　　ソフトランディング　経営者ガイドライン補
　　　助事業
　　　合理化推進

Ⅺ　まるごと地域WIFI＆IoT　
　　改革＆AI 化 &DX推進
　　　　 〇デジタル革新時代の Al-ready な
　　　　　　　　　　　　　　　　　社会つくり
　　　　 〇R&Dへのリソース投下
　　　　（技術革新への研究予算増加と高度人材の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　育成投資）
　　　　〇地域WIFI 無償化と Internet of
　　　　Administration（行政の IT 化推進）の対策

Ⅻ．農業・地域活力創造＆
　　イノベーション事業の
　　　　　　　　　　　推進

氏家秀太
うじけ しゅうた


