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は じ め に 

 

 本市では、平成 29 年度から令和 8 年度までの 10 年間のま

ちづくりの目標と方向性を示す、第２次米原市総合計画を策定

し、10 年後の目指す姿として「ともにつながり ともに創る 

住みよさ実感 米原市」を将来像に掲げ、その実現に向けて

様々な施策を推進しています。 

 しかしながら、全国的な人口減少や少子高齢化の進行に加

え、新型コロナウイルス感染症の拡大という前例のない危機、

異常気象等による自然災害の増加、デジタル社会の急速な進展

など社会情勢が急激に変化する中で本市を取り巻く環境は一層厳しくなり、今までとは異な

る対応が求められています。 

このような中、計画策定から５年が経過し、社会情勢の変化等に的確に対応していくため、

計画の一部見直しを行いました。 

見直しに当たっては、世界的な地球温暖化の進行を食い止めるための脱炭素地域づくりの

推進や新型コロナウイルス感染症の拡大による人々の意識や行動の変化などを踏まえ、これ

までの常識にとらわれない大きな変革に柔軟に対応し、持続可能なまちづくりに向けて、あ

らゆる世代が安心して暮らし、活躍できる環境づくりに取り組んでまいります。 

米原市ならではの暮らしの豊かさを更に高めながら、将来像を実現させるため、まちの憲法で

ある米原市自治基本条例の理念に基づき、市民と一体となって協働によるまちづくりを進めるこ

とが必要であり、市民の皆さまをはじめ団体や事業所の皆さまのより一層の御理解と御協力を

お願いします。 

最後になりましたが、本計画の策定に当たり、熱心に御審議いただきました総合計画審議

会委員および市議会議員の皆さまをはじめ、市民意識調査やパブリックコメントなどを通じ

て貴重な御意見をいただきました多くの市民の皆さま、本計画の策定に関わっていただきま

した全ての皆さまに心から御礼申し上げます。 

 

令和４年３月 

 

市長写真 
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