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第６回 滋賀県協働プラットフォーム 議事要旨 

 

１ 日時 

平成 28年 7月 26日（水） 9時 30分から 12時 00分まで 

２ 場所 

滋賀県大津合同庁舎 5－E会議室（大津市松本一丁目 2番 1号） 

３ テーマ名 

滋賀で働く人を増やす 

４ 参加団体 

(1) NPO・関連団体等関係者 

内保製材株式会社 

(株)Re-birth 

(株)安土建築工房 

大津商工会議所 滋賀県事業引継ぎ支援センター 

高島市 市民生活部 市民協働課 

滋賀大学 

滋賀県議会議員 

(2) テーマの提案者 

(株)いろあわせ 

(3) 県関係部局 

滋賀県 総務部 市町振興課 

滋賀県 商工観光労働部 中小企業支援課 

滋賀県 商工観光労働部 労働雇用政策課 

滋賀県 商工観光労働部 女性活躍推進課 

滋賀県 農政水産部 農業経営課 地域農業戦略室 

滋賀県 土木交通部 住宅課 

(4) 事務局 

滋賀県 県民生活部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室 

 

５ 協議内容 

(1) テーマ提案者からのテーマ提出の理由・趣旨を説明 

〇(株)いろあわせは、昨年 10月に設立した会社。地方のいいものを発信していきたい。滋賀

はとてもバランスが良い。ほどよく都会である。人が作り出す魅力もある。さまざまな形

で発信していきたい。また、仕事の関係で、働くということを考えている人たちを向き合

うことが多い。物を作っていることの本当の想いや買う側の気持ちにどのように寄り添う

か、その仕掛けを作っていきたい。 

〇企業内の研修であるとか、採用の支援、企業がどのようにして、転職者や学生の目に留ま
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るようにするのか、採用のコンサルタントをしている。 

〇「滋賀で働く人を増やす」は非常に範囲が広い。UIターンの話もあれば、女性の活躍推進

もある。起業もある。すべて取り上げると議論が発散してしまう。 

〇まず、滋賀で働くという選択肢をそもそも持っていない人が多いと感じている。また、そ

もそも新規の会社が立ち上がっていないのではないかと感じている。我々として、大学生

や若年労働者の皆さんが、滋賀県に働きたいと思うきっかけをどのように作るのかを提案

させていただきたい。 

〇滋賀県の大学生の約 94％が県外へ就職しているというデータがある。思いのほか多い。全

国最下位である。滋賀で働く場所を見つけることができていないと感じている。また、人

口あたりの企業家の割合も全国最下位である。 

〇滋賀で働く選択肢を知ってもらうことができれば、結果として、「滋賀で働く人を増やす」

というテーマに対して、何かしらの解決が進むと感じている。 

〇大学生が県外へ就職している背景として、まず、一つ目が地元は魅力がないという思いこ

みとあると思う。2つ目が大企業志向、都会志向と言った画一的な価値観。3つ目が重要と

思っているが、単に、県内にある魅力的な企業の情報に触れる機会が少ないのではないか

と思っている。滋賀県の会社は、大阪から遠く、学生が情報を手にするナビサイトに載る

機会すらあまり与えられていない。30歳前後の若年層に対して、働くということについて

向き合う場を、若手視点で編集して認知を広めることができると、全国的にも県や市町が

積極的に取り組んでいる事例は少ないので、全国的にも注目度があがると思う。 

〇既に滋賀県が運営されている「WORKしが」という HPがあり、求職情報についてはたく

さん載っている、「充分じゃないか」と言われてしまうかもしれないが、学生が、自分の人

生を 1 年、3 年、5 年預ける先を探すのに、今の情報だけで、会社に応募するとなると、

22歳の学生の気持ちに寄り添えば、なかなかそれでは選べないと思う。 

〇最近の代表的な転職サイトとして「Wantedly」がある。ビジュアルにこった写真をいっぱ

い載せて紹介している。さらに仕事内容も踏み込んで紹介している。リクナビとかマイナ

ビとは異なる。 

〇情報が少ないと、学生が選べないし、企業の人事担当者は魅力を伝えきれない。結局ミス

マッチが起きて、すぐにやめてしまう。 

〇自分の地元ではなくても、本当に共感するものがあれば、そこで働くことをいとわない人

は増えている。 

〇大事なのは、その人の価値観で、やりがいや魅力をしっかり伝えていけば、滋賀県で働く

人が増えると思う。 

 

(2) 対話・協議の内容 

〇いろいろ切り口はあると思うが、滋賀の大学生は、滋賀で働く選択肢を持っていないので

はないか、という課題である。そもそもこのような課題を滋賀で設定することが妥当なの

かどうか、なにかほかの視点が必要なのかどうかと、あと、これに何か色づけした方が良

いのではないかとか。最初、課題の共有を図りながら話を進めていきたいと思う。 
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○大学生が就職先として滋賀に着目しないことについて、滋賀の魅力をどう知ってもらうか

について意見・質問を求める。 

○高島市役所に勤めているが、同級生の多分 8 割、9 割が県外で就職している。その背景と

しては、都会というきらびやかな場所への憧れがあると思う。一度大都会に行ってみたい

という憧れ。大都会にはない滋賀の魅力をもっと打ち出せていければ、もっと地元に残る

若者が増えると思う。 

○大都会にない魅力として、地元に家族・親戚の協力を得ながら、出産・子育てができると

いうことがある。都会では自分一人でコミュニティでの関係を作っていかなければならな

い。急に子どもの具合が悪くなった時などに困る。そういった都会とは違う滋賀ならでは

の生活上の魅力を打ち出せていければいいと思う。 

○生活上の魅力に加え、高島市は景観も美しい。滋賀の魅力をみんな知らないのではないか。 

○私は、京都から滋賀に通っているが、滋賀の大学を卒業した学生は、滋賀で働くことをな

かなかイメージできないのではないか。滋賀の出身の方が、地元で働くか、都会で働くか

は私の感覚ではだいたい半々ぐらいだ。地元で働く者は銀行等の金融系への就職が多い。

県外から通っている学生は、たいてい県外に就職する。リクナビとかの大手の就職サイト

には都会の情報しか載っていない。 

○大学でも就職説明会はあるが、各企業の方が来校しての説明会が主になっていて、県が主

催する説明会はあまり聞いたことがない。 

○滋賀県での説明会と大阪での説明会を比較すると、学生の目には、大阪の説明会の方が圧

倒的に魅力的に映る。お金のかけかただけではなく、単純に見せ方がうまいのは、大阪の

会社の方が多い。滋賀県の会社が自分の会社の魅力を上手に伝えられていないように感じ

てもったいなく思っている。 

○私は、40年ぶりに大津に帰ってきたが、私の小中学校の同級生は、ほぼ 6割か 7割が滋賀

か、京都に勤めている。私は東京での暮らしが長かったが、同窓会に呼ばれたときに遠方

からくるのはわずかだ。大津だと割と県内あるいは京都に居住していることが多い。それ

はやはりその地域に魅力があって住んでいるのではないか。しかし、ホームページなどを

見ると、滋賀の企業の魅力、観光の魅力、滋賀そのものの魅力がなかなか見えてこない。

県庁のホームページ、市役所のページ、商工会議所のページ。それぞれが、滋賀県の魅力

を挙げてはあるが、一つ一つ見に行く人は少ない。やはりポータルサイト的なものが必要

ではないか。何か一つ観光、就職、地域の特産物等の県内の魅力を大きくまとめるところ

があって、一目で滋賀県の魅力を把握できるところが必要だ。 

○自然、観光、産業、企業等を全国ウォッチャー的に発信すると、なんだか分からなくなる

ので、特に「働く場所を探す」を一つの切り口として打ち出した方がよいように思う。 

○製造業と非製造業に分けた場合、製造業は、大手が湖東地区を中心に展開しており、就業

者数としてはあまり減っていない。しかし、それが新卒者の希望する枠として魅力がある

かどうかは疑問。非製造業部門での従業者数の減の方が問題ではないか。大津・湖西と湖

東では産業面でも地形面でも差がある。琵琶湖が真ん中にあるという滋賀県の特殊性もふ

くめて考えないと魅力のある企業は生まれない。 
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○滋賀を離れてみると、ここがとても魅力的な場所だということが分かる。ただ、情報が足

りない。私が大阪の大学を卒業した後、一番行きたかった業界、経営コンサルタントの情

報が滋賀県内になかった。しかし、実際には滋賀県内にもその仕事をしている人がたくさ

んいる。こんなに魅力的な仕事をしている人がたくさんいるということを発信していく責

任があるということを改めて感じている。学生はなかなかそこまで情報を得られない。大

学でも大手のサイトでの情報収集を勧めるので、県内で就職する選択肢が少なくなる。特

に、今の学生はパソコンに慣れ親しんでおり、「自分で考えて行動を起こす」というよりも

「インターネットの答えを検索して探してくる」という行動パターンを取ることが多い。

できるだけ情報を発信してこんな素晴らしい地域、仕事があるということをもっと知って

もらわないといけない。 

○私は、滋賀、京都、奈良の 16の大学が協議会を設立し、その業務を受託している。インタ

ーンシップに関する交流会を通じて、どう地元に人を還元するかを目的に活動をしている。

ベネッセの調査では、滋賀県の学生の 4 分の 3 が他府県から通学していることが分かって

いるが、大学生が滋賀で働く選択肢を持っていないというのはその通りだと思う。地元に

帰りたい若者にとってみれば、滋賀にどれだけ魅力的なものがあったとしても地元に帰ら

ざるを得ないという現状は、踏まえておく必要があるのではないか。例えば、ある大学の

学生が地元の甲賀市の薬局でのインターンシップを体験したところ、地元にこんな会社が

あると知らなかった、新しい発見になったと話していた。そういった機会をどんどん増や

していくなり、いろんな連携を活かしていきながら一つの仕組みをつくりあげていく必要

がある。それが滋賀の魅力の発信にもつながるのではないか。 

○滋賀県内の高校生が滋賀県内の大学に進学する率も４分の１くらいしかない。すると４分

の３の学生が滋賀に帰ってくるポテンシャルがあるということだ。 

○学生は本当に地元に住みたいという意識を持っているのか。私には大学生の子どもがいる

が、上の息子は大阪の大学にいって今は岡山で生活している。二番目は三重の大学に行っ

て、来年から愛知の企業に内定をもらっている。地元で働きたいという意識を今の若者が

持っているのかどうか疑問だ。 

○地元で働きたいという意識よりも、そこで働く理由がほしいという若者がとても多い。つ

まり経営者の考え方に共感をしたとか、なにかしらの技術があって魅力を感じているとか、

いわゆる志望動機を考えるときにそれが地元であるということは、とても分かりやすいし、

自分の中でのアイデンティティ、働く理由になる。頭ごなしに地元に帰りたいとか、地元

でなくていいといったような単純な二者選択でもない。 

○就職場所に係る学生の意識の割合は、2：6：2 くらいだと思う。すなわち 2 割は都市部に

あこがれる。2 割は地元にあこがれる。残りの 6 割はふわっとしていて、どこを基準に探

していいか分からない。ふわっとした状態で大学主催の就職説明会に行く。皆がしている

から就職サイトで企業を探していくうちに、県内企業への就職の選択肢が狭まっていくの

ではないか。 

○感覚的に、地元回帰の傾向は感じる。都会派と地元派で天秤にかける学生もちらほら出て

いる。 
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○東京に行くことの魅力がよく分からなくなってきているということもある。かっこいいオ

フィスや都会での生活に対するあこがれというのも、一定の価値観としてあると思うが、

同時に子育ての困難さ、満員電車、うつ病の多さ、そんなに給料が高くないといった面も

ある。イメージの現実は、実際は行ってみないと分からない。そうして、就職に失敗した

後に、ハローワークよりもリクナビに乗っている会社を選ぼうとするので結果的に都会で

の就職しか選択されないということになる。 

○親の影響も大きい。親は子どもの就職先として聞いたこともない会社の名前が出てくると

心配になる。 

○日本の企業の 99％は、中小企業である。労働人口で見てもだいたい 20％くらいしか大企

業で働く人はいない。だとすると 80％以上は中小企業で働いているわけで、親御さんも中

小企業で働いている確率が高い。中小企業で働くことが幸せにつながらないのかと言うと

そんなことはない。そのことにもっと気付いてほしい。 

○中小企業でもよい内容の事業をしているところは、情報を発信していくサイトが必要であ

る。 

○中小企業は、日ごろの事業経営に追われており、情報発信にあまり時間をかけられない。

行政の支援も、県や長浜市の支援等もあるが、点での支援になってしまっている。一つの

大きいポータルサイトを作って、大企業だけではなく地元の中小企業もそこに登録をして、

経営者の思いとか経営理念とかをしっかり発信する場が必要である。 

○中小企業でも、最近は、学生と親が一緒に参加する会社説明会等を実施して成功している

ところもある。そういった説明会の開催も面白いと思う。 

○以前に、情報会社に滋賀県の地域の魅力とか移住のメリット等の情報を載せられないかと

お願いしたことがあったが実現しなかった。もし、そういった情報発信をやっていただけ

るのであればありがたい。 

○移住促進については、米原市、長浜市、彦根市、東近江市などの自治体で広報物を作って

発信をしている。民間で NPO 的に取り組んでいるところもある。結構、写真を使って魅

力を発信しているように思うが、バラバラにやっている印象。ただ、それを全部一つにま

とめてしまうとよく分からなくなるので、何かの切り口でまとめて、働く場所としての情

報の整理ができたらよいと思う。 

○働く企業の魅力もそうだが、働きながら地元でどういう暮らしをするのかということもと

ても大事だと思う。最近は、仕事以外も充実したいという人が増えているので、夏だった

ら琵琶湖アクティビティを楽しみながらリフレッシュができるなど、魅力ある仕事内容に

加えて、そこで暮らす魅力がもう少し見えてくると惹かれる人が増えると思う。 

○最近、横浜の方から滋賀県に住みたいという相談を受けた。滋賀には、四季を感じられる

自然が多く、大阪、京都、愛知と言った都市部にも近い、子育ての環境が充実していると

いうことで何の縁もないところからこちらに来られた。もう一組は大阪の方が滋賀に来ら

れている。こういった立地等をうまく PRできれば学生の魅力にもつながる。 

○先ほどからお話のある滋賀の魅力が学生にとっての魅力になっているのか疑問だ。都市部

の方が、遊ぶ場所も多い。移住を考えている人にとっては、落ち着いているという滋賀の
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特徴も魅力になると思うが。学生にしたら落ち着いているというのはまだ少し段階として

早いのではないか。 

○立地の点は如何ともしがたいが、距離を超えるだけの共感性を作れれば、地元を選ぶ人は

増えると思う。新卒採用の学生だけに限らず 30歳くらいまで採用枠を広げて考えてもいい

かもしれない。 

○東京等の都会から中途採用で滋賀県内の企業に転職する際に、前職をキャリアとして企業

がきちんと評価できるかどうかという点も重要である。 

○県外にある企業と競争する場合は、住みやすいという要件を度外視することはできない。

ただ、住みやすさをどの年代にアピールするかと考えたときに、出産年齢も共働きの率も

上がってくる現状において、新卒で就職する者が、子育てしやすいから滋賀県に就職しよ

うという流れにはならないのではないか。一旦、他府県で就職してからUターンで帰って

くる。しかし、その時に、中途で採用するかということを滋賀県の企業がどれだけ力を入

れられるか。 

○中小企業側でもいい人がいれば働いてほしいと思っているはずであるが、求職者と出会う

機会がない。何らかの工夫で、確実に出会いを増やしていく余地がある。 

○現在「WORKしが」を運営しているが、ここだけでも 500社程度が掲載されている。イン

ターネットによる発信機会は増えているが、多くの情報がありすぎて、求職者は、どこを

選んだらよいのか分からないのではないか。魅力のあるサイトを作ったとしても、その中

に 1,000 とか会社があったら、その中のどこを見ればよいのか分からない。滋賀県だけで

なく他府県にも企業情報が多くあるなかで、「探される」、「選ばれる」ということ自体がか

なり難しくなっている。たとえ、オンリーワンの企業であったとしても、オンリーワンの

企業がたくさん並ぶとどれを見たらよいのか分からなくなる。情報発信の仕方も考えない

といけないが、発信量が多すぎて選ばれないというところも考えなければならない。 

○それは、おっしゃる通りで、私の取り組みたいことのひとつでもある。例えば、高校生は

学校推薦では、2社か 3社しか選べないが、そこに就職し、働く中で、「ここを選んでよか

ったのだ」という落としどころをつけていく、そのプロセスこそが重要だと思う。常に選

択をして検索をし続けても幸せにはならない。「足るを知る」、「たまたまの出会いを大切に

して幸せを作っていこう。」と思えるような人材育成が重要だと思う。 

○単に効率的なマッチングサイトを作るということではなく、どちらかというとべたべたし

た、アナログ的な人材育成をすることが大事だと思っている。 

○議論を通じてある程度課題を共有できたように思う。 

 まず、滋賀で働く選択肢が少ないというところからスタートして、情報発信の仕方、伝え

方、企業情報やその魅力、生きがいとか、企業の持つコンテンツをどう伝えるかといった

ことについて議論をしてきた。また、滋賀の生活上の魅力をどう発信するかといったこと

についても意見交換をした。休憩後は、具体的に今後どのように発信したらよいのか、ど

ことどこが連携したらうまくいくのかということなどについて、引き続き話し合いたいと

思う。 
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【10分休憩】 

 

(3) 課題の解決に向けた議論・意見交換 

○前半、話し合ったことについて、どのように具体化していくか。ご発言をお願いしたい。 

○最近、うちの大学でも地元に帰れますよということを売りにしている。各都道府県との就

職協定も増えてきた。就職協定を通じて、県が県内の企業の説明とか情報提供をしている。

そんな中、回帰現象と言うのは一つの流れかなと思っている。 

○私のイメージでは、「Wantedly」のように、ストーリーが見えて、ビジュアル的にもしっ

かり訴求ができるウェブページを県として発信する。あるいは、民間が自主的に運営する

が、県がそれをサポートしてお墨付きをつけるということができると、色々な広がりが出

てきていいのではないかと思う。具体的に、掲載企業をどう選ぶかとか、取材をどうする

かとかは今後考えていきたい。また、先ほど言われたように情報が増えすぎたらどうする

のかといったことも考えていきたい。 

○最近は、民間企業が有志で集まって、大手人材会社の力を借りずに自分たちだけで説明会

をする開催するケースも増えてきている。広報・周知の仕方もシンプルでその企業を知っ

ている学生さんから知り合いに口コミで広げてもらう方法や、企業が自分たちで学校に対

して働きかけをしている。参加企業は 4 社から 5 社だが、100 人位の学生を集めることが

できるようになってきている。一つ一つの企業が自助努力で頑張って発信し、求職者を集

めるということが大事だと思う。 

○今回のプラットフォームのテーマは「滋賀で働く人を増やす」。今のお話は新卒の方、若い

層を対象にしているが、私自身は、家族ができてから、子育てのしやすさという視点で滋

賀県に帰ってきている。そういった 30代前後の全国に散らばった方へ向けて発信するサイ

トを是非作っていただきたい。また、私も是非かかわらせていただきたい。私の仲が良か

った同級生は皆、東京、大阪、海外に出てしまっている。彼らが地元に戻ろうとするとき

に一番ネックになるのは、仕事をどうするのかと言うことである。例えば、30代の子育て

世代にターゲットを絞ったサイトで滋賀県の魅力を発信するというのもよいと思う。 

○ふるさと回帰センター等でお話を聞いても、その年代からの問合せが多いと聞いている。 

○逆にそのくらいの年代を過ぎるともう地元に戻ってこられない。次に戻ってこられるのは

60代とか、定年して子どもが手を離れてからになる。その年になってから新たなコミュニ

ティに入っていかないといけないので結構大変である。 

○子育て世代は、おおむね 24歳から 35歳くらいの狭いターゲットになる。彼らに対しては

ある程度、焦点を絞ってターゲットを明確にした投げかけをしていかなければならない。

求人を出す企業に対しても、社会経験 5 年くらいの子育て世代をターゲットに求人を出し

てくださいとお願いする必要がある。中小企業にとっても即戦力を雇用できるメリットが

ある。 

○ターゲットを絞り、ライフスタイル別にグループ分けされた情報を整理したサイトがある

と分かりやすいと思う。そこに行政の補助金や助成金と言った支援が全部網羅されている

ようになっていると必要な情報がそこで入手できる。 
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○企業情報だけでは不十分なので、行政が全面的に支援していますよと言うことを明確にし

なければならない。 

○「WORKしが」は、どのように情報を発信しているか。 

○会社からの登録希望に応じて情報を掲載している。載っている内容もすべて会社が出して

きた情報である。 

○県が主体でやると公平性、公共性の観点から、役所的になる。 

○最近、中小企業の方にどんな人材がほしいかというインタビューをしたところ、だいたい

みなさん若くて将来会社を担ってくれる人がほしいと言う。しかし、資金面の都合上、求

人にコストを掛けられないのでハローワークで応募する。一方、求めている人材は、だい

たい大手のサイトを見て就活をしているので、双方で見ているところが全く違う。その両

者をつなぐことができるサイトがあるととてもよいと思う。 

○オンリーワンの会社って、実はそんなにないと思っている。業種で見ても全国どこにでも

あるような仕事がほとんどだと思う。最後、何で就職先を決めるかというと「人」である。

こういう人がいるからここで働いてもいいかなと就職先を決めると思うので、人の面をも

う少し押し出すようなサイトが必要。「Wantedly」とは、人に絞って情報を出している。

そういう面がすごく大事だと思う。 

○結局は、ストーリーと言うことになる。文字情報をどう編集するかという課題もあるが、

インターンの方など若い人たちの力を使って発信をするといったエコシステムを作れると

よいと思っている。 

○インターネット上だけの関係でなく、リアルの場を創りたい。企業に行って、人に会って

みて、感じたものを大事にしてほしい。就職先を決めるのはそこかなと思う。そういうリ

アルな場、例えば、経営者と求職者の場を同時多発的に作れるとよいと思う。 

○リアルな場づくりは非常に大事だが、中小企業の場合そこまで人手がさけないので、例え

ば県の方で補助とかサポートし、アピールしてもらえないか。 

○弊社も職場体験をしていて、市内３校から中学生を受け入れたが、長期スパンで考えてい

くと、そういった若い層に対して、いったん外に出るけれども、最終的には地元に戻る意

識を小さいうちから醸成することが大事だと思う。 

○今、東京の方で我々が支援している会社は、どんな事情があっても必ず 3 日から 1 週間程

度のインターンを受けるようにしている。面接だけではその人のことが分からないから。

インターンの期間中は、アルバイト程度の給与を支給する。結果的にこれによりミスマッ

チが減ったり、インターン制も含めてその会社の魅力になったりする。就職・求人活動は、

人生を預けるお見合いのようなものだから。 

○すると、サイトを作って、そこからヒントを得て、実際に出会いの場を作るということか。 

○ちゃんとそういうことをビジネスベースで考えていかなければならない。 

○県の三方よし事業は、最近でもやっているのか。 

○サイトは、なくなったが、別の事業として三方よし事業は継続している。 

○とてもいいことをしていても予算の都合でなくなってしまうことがある。我々は、可能な

限り自助努力でやって動かせるようにしたいと思っている。 
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○インターンシップは学生だけのものではないので、30代のインターンシップも効果的だと

思う。出産等で一時期会社から離れている人が働く場に戻るときにも有効に働くと思う。 

○うまく使える助成金と組み合わせられるとよいのではないか。企業側も積極的に動けるし、

インターン志望者も安心して働ける。そういった仕組みができたらとても有効だと思う。

助成金の存在を知らない中小企業もまだまだ多い。 

○県の方では、UIJ ターン就職の際に企業に一定額を助成する制度がある。お試し的な有期

雇用に対して助成金を支給している。先に他県から移住して来ていないと対象にならない

が。 

○実際にどのように就職活動の時間を取るのか。東京の会社の人が有給をとって滋賀に来る

のは現実的でないように思う。その点、育休中の人ならある程度時間はあるかもしれない。

範囲は狭くなるが、そういった人こそが育児環境を気にする世代なので、滋賀に合ってい

るのではないか。 

○ターゲットを絞り、ライフスタイルも含めた提案をし、結果として子育て世代の心に一番

響くメッセージを考えるのがいいと思う。子育て世代の採用枠を設ける会社を優先的にサ

イトに載せるといったこともできるとよい。県のサイトでは公平性の観点からそういった

取扱いは難しい。 

○手間をかけて情報発信をしようとするとコストがかかるが、その部分は大学生が仕事を知

る機会として協力してもらって、情報発信の場を作れるとよい。ミスマッチを減らすため

の社会人のインターンシップもできるとよい。あとは県の助成金の情報掲載や県としてこ

ういった活動を支援していますということをどこかで言ってもらえるとありがたい。 

○民間が作った方が内容的に魅力的なものができるが、広く発信するには行政の力がいる。

役割分担がうまくできるとよい。 

○情報発信に付加価値をつけることが大切。例えばサイトで企業を紹介する際に、こういう

趣味の社員がいますとか、近くにこんなお店がありますとか、会社以外の価値で求職者を

引き付けて発信するとそこも魅力だと感じてもらえると思う。 

○見知らぬ地域での生活をスタートするときは、何かあった時に相談できて安心できる人が

いるかということも重要。行政のサービスだと堅苦しいので、就職面でのサポートと生活

面でのサポートをマッチングする仕組みがあるとよい。 

○移住の情報発信の仕方で悩んでいる。皆が興味を持つような個性的な生活をしている人を

先行事例としてホームページとか移住の冊子に載せる傾向があるが、会社に勤めている人

などのありふれた生活の中にある魅力についても情報も出さないといけないと思っている。 

○今、「滋賀の楽しい 100人」と言う企画を考えている。人物インタビューといった企画で登

場するのは、地域で大活躍しているすごい人が出てくることが多い。しかし、それだと読

者は自分事ではないとひいてしまう。だから、なるべく、街中に普通にいる方の魅力を伝

えられたらと思っている。 

○市町村でもそういったことに対して支援はできそうか。県の支援の仕方と市町村の支援の

仕方は違うと思うが。 

○高島市では、特にこれをしていますというのはないが、他の自治体では、転入者と地域と
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の間を取り持ってマッチングをする職員を 1人雇用する事例があると聞いている。 

○民間がコーディネーターを引き受けるというのもありかと思う。それぞれの特色を出しな

がら相互の役割を出していけるとよいと思う。 

○助成金の話だが、地方創生のインターンシップや CCRCで各都道府県が特色を出して、都

市部の大学生を地方に呼び込んだり、高齢者の一歩手前の人を地域に移住させようとした

りする動きがある。しかし、よく考えるとその年代の方に対する助成金がほとんどない。

そういうところを手厚くすることで滋賀ならではの魅力発信に繋がるのではないかと思う。 

○地方創生だと、母子家庭の定住促進といったピンポイントの事業が目立つが、自然の中で

魅力を感じてきた方が地域に定住するというのがよいと思う。 

○私たちは、小さいことでもできることから始めていこうと思っている。ウェブサイトを作

るのも結構お金がかかるので、初めはオフラインのイベントになるかもしれない。フェイ

スブックにグループを作って発信ということになるかもしれないが、今日、お話のあった

ようなライフスタイルをからめながら、滋賀での働き方、働く人、働く場所等の情報を伝

えていきたい。次回は具体的な取組の進め方について議論ができるとありがたい。 

○議論としてのまとまり出てきたし、行政の役割もある程度見えてきたので、また次回具体

的な議論ができたらよいと思う。よろしくお願いする。 

 

（終了） 


