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　本市では，平成27（2015）年３月に，『行きたい　住みたい　つながりたい　世界
へはばたく　瀬戸内元気都市みはら』を基本理念とする「三原市長期総合計画基本構想」
と，この構想を実現するための「みはら元気創造プラン（前期基本計画）」を策定いた
しました。
　以来，この計画に基づき，駅前東館跡地の整備・活用などによる中心市街地の活性
化や，本郷産業団地をはじめとした企業誘致，瀬戸内三原　築城450年事業を契機と
した観光振興，木原道路の整備推進などによる「活力づくり」と，学校施設の耐震化や，
子育て支援，健康寿命の延伸，消防・防災体制の強化などによる「安心づくり」に取
り組んでまいりました。
　また，事業レビューや行政評価などを通じた行財政改革による，効率的・効果的な
行政経営にも努めてきたところであります。
　一方，平成30（2018）年７月の西日本豪雨災害では，本市におきましても甚大な
被害が発生し，この災害からの早期の復旧・復興を実現することが必要であります。
加えて，人口減少や少子高齢化，経済・社会環境の多様化・高度化，自然災害や感染
症など様々なリスクへの対策など，本市を取り巻く社会状況の変化に迅速かつ的確に
対応するとともに，市民が将来に向かって夢や希望を持って暮らし続けられるまちづ
くりを進めていくことが求められていると考えております。
　こうしたことを踏まえ，長期総合計画基本構想の中間年次にあたり，前期５年間の
取組の成果や課題を検証し，令和2（2020）年度から令和６（2024）年度までを計
画期間とする「みはら元気創造プラン（後期基本計画）」を策定いたしました。
　これから５年間，市としてめざすのは「持続可能なまちづくり」であり，「人口９万
人の維持」と「市民満足度の向上」を目標に掲げ，５つの基本目標に基づく取組と，
これらの基盤となる行財政改革に取り組んでまいります。
市民の皆様のご協力と，市議会をはじめ関係機関のご支援を心からお願い申し上げま
すとともに，この計画の策定にあたり，多くの意見をいただきました関係機関や市民
の皆様に心から感謝いたします。

は じ め に
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