
年 地域 分野 内容

2020年(R2年) 滋賀 交通 大津版MaaSと自動運転が実用化する

2021年(R3年) 彦根 行政 彦根市役所本庁舎耐震改修工事が完了し、新庁舎での業務が始まる

彦根 交通 路線バスにIC カードシステムが導入される

東京 スポーツ 東京オリンピックが開催される

2022年(R4年) 彦根 スポーツ (仮称)彦根市新市民体育センターが完成する

彦根 都市 都市再生整備計画に基づく南彦根駅周辺地区の整備が完了する

彦根 スポーツ ワールドマスターズゲームズの10kmロードレース(マラソン)が開催される

関西広域 スポーツ ワールドマスターズゲームズが開催される

滋賀 労働/教育
教員の超過勤務が月45時間以内(年間360時間以内)になる、超過勤務が月80時間を超える教員

が０人になる

滋賀 スポーツ
スポーツ・レクリエーションを目的とする観光入込客数が1,200万人以上になる(※コロナ禍以

前の想定)

滋賀 スポーツ
滋賀県を本拠地とするプロスポーツチーム等のホームゲーム観客数が10万人以上になる(※コ

ロナ禍以前の想定)

京都 行政 文化庁が京都市に移転する

大阪 教育 大阪市立大学と大阪府立大学が統合し、「大阪公立大学(仮称)」が開学する

大阪 教育
大阪大学中之島センターが改修・機能強化され、産官学民連携の社学共創、アート、産学共

創の拠点となる

全国 ICT
人工知能（AI）、ビッグデータなどの規制を緩和した、政府のスーパーシティ構想が本格化す

る

全国 教育/ICT 普通教室の無線LAN整備率が100％になる

2023年(R5年) 彦根 交通 (2023年までに)駐車場予約システムの導入に着手する

彦根 都市 都市再生整備計画に基づく彦根駅周辺地区の整備が完了する

彦根 健康 自殺死亡率(人口10万人対、5年間平均)が16.6に減少する

滋賀 教育 学校運営協議会を設置する公立学校が80％になる

滋賀 教育/健康 学校給食における地場産物を使用する割合が30％になる

大阪 交通 うめきた(大阪)地下駅(仮称)北梅田駅が開業する

大阪 医療/健康 中之島に未来医療国際拠点が開業する

名古屋 観光 名古屋市の外国人宿泊者数が年間370万人になる(※コロナ禍以前の想定)

全国 教育/ICT
全ての授業で「１人１台端末」環境でデジタル教科書をはじめとするデジタルコンテンツを

フルに活用している

2024年(R6年) 彦根 文化 彦根城が世界文化遺産に登録される

彦根 子育て 保育所待機児童数が0になる（※計画目標）

滋賀 交通 大津JCT(仮称)～城陽JCT間が開通する

関西広域 交通 北陸新幹線の金沢～敦賀駅間が延伸・開業する

大阪 都市 うめきた2期の一部区域がまち開きする

2025年(R7年) 彦根 スポーツ 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会が開催される(主会場)

滋賀 スポーツ 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会が開催される

滋賀 福祉 介護人材が約3,500人不足する(全国で37.7万人不足)

大阪 文化 大阪・関西万博が開催される

大阪 社会 大阪都構想が実現する(住民投票等の結果による)

大阪 スポーツ 万博公園に大規模アリーナ(15,000以上収容)がオープンする

関西広域 ICT 人工知能(AI)、IoT、ビッグデータなどの人材が関西で4万2000人不足する

名古屋 商業 レゴランド・ジャパンの拡張工事が完了する

東京 交通/ICT ５Ｇネットワークを活用し、交通状況に応じた安全・円滑な交通管制が導入される

東京 ICT キャッシュレス決済比率が50％になる

全国 人口 団塊の世代がすべて75歳以上になる
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全国 ICT 国・地方の行政のデジタル化が完了する

全国 ICT ドローン配送が本格運用され普及している

全国 農業/ICT 全自動農法が確立する

2026年(R8年) 彦根 文化 ひこにゃん生誕20年

彦根 文化 彦根市歴史的風致維持向上計画（第２期）の計画期限

彦根 教育 彦根市立図書館創設110周年

名古屋 スポーツ 第20回アジア競技大会が開催される

2027年(R9年) 彦根 行政 市政90周年

彦根 文化 彦根城築城420年

彦根 行政 高松市・彦根市姉妹城都市提携60周年

名古屋 交通 リニア中央新幹線(品川－名古屋：40分)が開業する

2028年(R10年) 彦根 行政 水戸市・彦根市親善都市提携60周年

大阪 都市 統合型リゾート(IR)が全面開業する

2029年(R11年) 彦根 行政 姉妹都市提携60周年(アメリカ合衆国ミシガン州アナーバー市)

彦根 環境 新ごみ処理施設が供用開始する

2030年(R12年) 彦根 人口 生産年齢人口の割合が60%を下回る(59.8%)

彦根 交通 (2030年までに)国道 8 号・306 号バイパスを整備する

彦根 交通/ICT (2030年までに)インターネットによる駐車場予約システムが導入される

彦根 環境 市街地の17.3％、都市計画区域の65.9％の緑地が確保される

彦根 観光 彦根市を訪れる観光入込み客数が年間370万人になる(※コロナ禍以前の想定)

滋賀 観光
県内の年間宿泊者数が500万人(うち、外国人宿泊数100万人)を突破する(※コロナ禍以前の想

定)

東京 交通
無人自動運転移動サービスが実現する、最先端モビリティ(無人自動運転車、空飛ぶクルマ等)

を活用する

東京 交通 乗用車新車販売のZEV(ゼロエミッションビークル)割合が50％になる

東京 行政/ICT 行政手続のデジタル化(オンライン申請等)100％申請可能になる

東京 行政/ICT キャッシュレス納税比率が70％になる

東京 健康/ビッグデータ ビッグデータを活用した新たな認知症予防の取組が普及する

東京 労働 都内企業のテレワーク導入率が70％を超える

東京 労働 女性の有業率が82.0％、高齢者の有業率が61.0％になる

東京 子育て 男性の育休取得率が90%台まで向上する

東京 子育て 保育の待機児童が解消し、その状態が継続している

東京 福祉/ICT 高齢者の80%が、ＩＣＴを活用して行政サービスを利用している

東京 福祉/教育
社会的な活動(就業・学習・地域活動等)を行う高齢者の割合が75%に向上している

大学等と連携したアクティブシニア層の学びの場が充実している

全国 医療/健康/ICT オーダーメイド医療、AI医療が実現している

全国 福祉/ICT 高齢者や身障者が安心して自由に行動できる情報を提供するナビゲーションシステムが開発

全国 交通/福祉 高齢者が単独でドアからドアの移動ができるシームレスな交通システムができあがる

全国 ICT AR・VR技術が高度化し、眼鏡型端末がなくても立体動画が表示できるようになる

2031年(R13年)

2032年(R14年) 関西広域 交通 京奈和自動車道の大和北道路部分(奈良市―大和郡山市間12.4キロ)が全線開通する

2033年(R15年)

2034年(R16年)

2035年(R17年)

2036年(R18年) 彦根 文化 ひこにゃん生誕30年

彦根 教育 彦根市立図書館創設120周年

2037年(R19年) 彦根 行政 市政100周年
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彦根 文化 彦根城築城430年

彦根 行政 高松市・彦根市姉妹城都市提携70周年

大阪 交通 リニア中央新幹線(名古屋－新大阪)が開業する

2038年(R20年) 彦根 行政 水戸市・彦根市親善都市提携70周年

2039年(R21年) 彦根 行政 姉妹都市提携70周年(アメリカ合衆国ミシガン州アナーバー市)

2040年(R22年) 彦根 人口 人口が10万人台となる

彦根 人口 高齢化率が30%を上回る(31.9%)

東京 教育
英語を使いこなせるのが一般的になり、言葉の壁を越えてグローバルに活躍する人材が数多

く輩出される

東京 医療/健康 健康寿命・平均寿命がともに90歳を超える

東京 医療/健康 遠隔医療が都民生活に広く浸透している

全国 医療/健康 平均寿命は男性 82.82 歳、女性 89.55歳となる

全国 医療/健康 健康寿命は男性 75.14 年以上、女性 77.79 年以上となる

全国 産業 宇宙太陽光発電システムが開発・実装される

2041年(R23年)

2042年(R24年)

2043年(R25年)

2044年(R26年)

2045年(R27年) 彦根 人口 3人に1人以上が高齢者となる(高齢化率33.6%)
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