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人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり推進協議会「合同協議会」の開催結果の概要 

 

日 時：平成 30 年 10 月 26 日（金） 午後２時 30 分～４時 00分 

場 所：滋賀県庁北新館３階中会議室 

 

１ 開 会 

（１）総合政策部長 挨拶 

本日は「人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり推進協議会」の合同協議会を開催させて

いただきましたところ、皆様方には非常にお忙しい中、お集まりいただきまして誠にあり

がとうございます。 

また、皆様方には日ごろから滋賀県政の運営各般にわたりまして、格別の御理解、御協

力を賜っておりますこと、重ねて厚く御礼を申し上げます。 

さて、本県も人口減少という局面に入ってまいりました。そういった中で、いかにして

豊かな滋賀をつくっていくのか、これは県庁だけでできることではなく、市町、また県民

の皆様方、各種団体の皆様方、産業界の皆様方、ＮＰＯの皆様方、様々な方々と一緒にな

って取り組む必要があるというふうに認識しております。 

そういった認識の中で作成をさせていただきました総合戦略、ことしで 4年目になった

ところでございます。今まで３年間取り組んでまいりました。成果が見えてきたものもご

ざいますし、またその成果があらわれていない内容もございます。 

そういった中で、これまで取組をしっかりと検証しながら、最終年度であります来年度

に向けて、我々の取り組みを一層推進していくという必要があろうかと思います。そうい

う意味におきまして、本日皆様方からさまざまな御意見を頂戴できればと考えているとこ

ろでございます。 

本日は、協議会の進め方でございますけれども、昨年はひと・まち・しごとそれぞれの

協議会ごとに、テーマを定めて、さまざまな意見交換をさせていただき、非常に貴重な御

意見を賜ったところでございます。本日の協議会につきましては、皆様に一堂にお集まり

いただきまして、ひと・まち・しごと、これは相互に関連がありますので、横断的に見な

がら、御意見を頂戴できればと考えておるところでございます。 

具体には、議事にございますように、これまでの進捗状況について御説明を申し上げま

すとともに、一定進んでいるプロジェクトもございますし、まだまだ進んでないプロジェ

クトもございますので、この辺、我々がどのように今後進めていけばいいのか皆様方から

の御意見を賜りたいと思っております。 

また、先ほど申しましたように、本総合戦略５年でございまして、2019 年度には計画期

間が終了いたします。御承知おきいただいておりますように、国においても、東京一極集

中の是正、また地方創生ということが盛んに議論されておりますので、2020 年以降の総合

戦略というのをつくっていきたいと考えております。 
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そちらに向けまして、ますます人口減少が進んでいく中で、それぞれの分野でどんな取

り組みをしたら、豊かな滋賀、幸せが続く滋賀を作っていけるのか、皆様方の御意見をお

伺いしながら取り組みを進めてまいりたいと思っております。 

県といたしましては、さまざまな皆様と連携を重ねて、さまざまな取り組みを進めてお

りますけれども、今後も一層、工夫を重ねながら、総合戦略を推進していきたいと考えて

おります。 

皆様には、現場目線、また住民目線での、忌憚のない御意見を賜れば幸いでございます。 

本日は短い時間でございますが、皆様の活発な意見交換をお願いいたしまして、冒頭の

挨拶とさせていただきます。 

本日はよろしくお願いいたします。 

 

（確認事項） 

○事務局：それでは、会議でございますけども、本日は公開でさせていただいております。

また、議事録につきましては、ホームページで公開をしていますので、あわせて御了承

賜りたいと思います。会長でございますけども、合同協議会ということで、ひと協議会

の神部会長にお願いをしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

２ 議 事 

（１） 「人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略」の中間進捗状況 

○会長：これからの議事は、1番として、総合戦略中間進捗状況について、県から報告いた

だき、そして、２番目こちらのほうが主になるというふうに思うんですけれども、次期

の総合戦略の策定についての視点などの意見交換の２つとなっております。 

まずは、総合戦略の中間進捗状況として平成 29度終了時点での状況を県から報告をい

ただき、意見交換をしたいと思います。では、県からの報告をお願いします。 

○企画調整課：資料 1に基づきまして、「人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略」

の中間進捗の状況をご報告させていただきます。 

1 番上に人口目標というふうに矢印のような形がありますが、総合戦略は人口目標とし

て、「総人口」、それから「出生数」、「若者の社会増減」というところを、目標とし

て掲げております。それぞれ、「総人口」であれば、2040 年には約 137 万をキープした

い、あるいは 2060 年であれば 128 万人をキープしたいというところ。「出生数」であれ

ば、2020 年には 1万 3,000 人として、その水準を維持したい、「若者の社会増減」であ

れば、20歳から 24歳の社会増減を 0にしたい、という３つがございます。 

その現状でございます。下の左側縦長の四角がございますが、まず、人口目標の関係

でございますが、2015 年には 142.0 万人だったものが、2018 年 3 月の本県人口約 141.2

万人となってございます。 
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その下の出生数と死亡数の動向のグラフを見ていただきますと、死亡数の方が上がっ

ていまして、出生数のほうは下がっています。2017 年度の本県の出生数でありますが、

目標が 1万 3,000 人と高く掲げておりますが、現状としては 1万 1,198 人になっており、

減少してきております。 

若者の社会増減に関しましては、2015 年に 1,578 人の転出超過となりましたが、そこ

は少し改善しておりまして、1,091 人の転出超過に留まっている状況でございます。 

続きましてその右側、横長の表がありますけれども、こちらが総合戦略の各プロジェ

クトの実施状況でございます。 

平成29年度は、５年の間の中の３年目までとなっておりますので、達成率でいうと60％

以上が目安となってございます。それぞれ申し上げますと、まず、１番最初のプロジェ

クトの①結婚出産の関係でございますが、出生数が KPI となっておりまして、先ほど申

し上げたとおり、基準年の平成 26年は 1万 2,729 人でございますけれども、平成 29年

度は下がっているということで達成率が 0％となってございます。 

続きまして、その次に豊かな学びのフィールド、ということで子供が生きる力を育む

という視点でございます。こちらに対する県の施策への満足度は上がってきて、７割以

上の達成率となっているというところでございます。 

その次のウォーターバレープロジェクト、これはビジネスの関係でございますけれど

も、ビジネス推進フォーラム構成団体の数を見ておりますが、これは十分に上がってい

るということでございます。 

その次が、次世代のための成長産業創出プロジェクトということで、新規の事業所数 

 を見ておりますが、こちらは数値がなかなか取れなくて、２年前の数値ではありますが、 

増加してきております 

その下、⑤人材育成と確保の関係です。大学生の県内企業への就職率でございますけ

れども、こちらは微増でございますけれども、目標 12％に対して 11.4％まで上がってき

ている状況でございます。 

その次、⑥働く力・稼ぐ力に関しては、若い方の就業割合を見ておりますが、こちら

も回復をしているところでございます。 

続きまして⑦移住プロジェクトですが、移住件数は 340 件ということで、目標達成し 

ております。引き続き、昨年、東京に新しく相談センターを設置しましたので、活用し

ていきたいというところでございます。 

次の⑧滋賀の魅力磨き上げプロジェクトです。これは宿泊者数を見ておりまして、そ

の数値も増加しておりまして、80.6％の進捗状況となってございます。 

その次が、（2）人口減少の影響防止・軽減の関係でございますけれども、こちらは、

全体の進捗が、53.8％ぐらいになっております。 

まず、高齢者の社会参加の関係でございますが、健康寿命を KPI にしております。 
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新聞等でもご案内の通り、男性の目標を達成しておりまして、女性も計画以上に伸び

ているところでございます。 

次のエネルギーイノベーションの関係、新しいエネルギー社会の関係ですが、モデル

事業をつくっていこうということで、計画通りに進捗している状況でございます。 

その次の東京オリパラの関係ですが、これが少し数字としては、進捗が悪く、ホスト

タウンの申請が昨年２件あったということで、25％程度の進捗になってございます。 

その次、④持続可能な県土づくりということで、国土利用計画の関係ですが、これは

十分に改訂等を進めまして、目標を達成しているところでございます。 

次に⑤山・里・湖のつながりプロジェクト、こちらは新規就農者数を見ていますけれ

ども、順調に推移をしているところでございます。 

その次の交通まちづくりの関係は、鉄道の一日当たりの乗車人員を見ておりますが、

100％の達成率で順調に推移しております。 

その次、地域防災・防犯のプロジェクトでございます。こちらは、人口 1万人当たり

の刑法犯認知件数というものを全国平均以下にしましょうという目標でございますが、

こちらは全国平均 71.5 に対して、滋賀県は 61.5 で大きく下回っている状況でございま

す。 

続きまして、（3）自然と人と人とのつながりの関係でございますが、全体が 75％くら

いの進捗になっております。 

①琵琶湖と人の共生にぎわい創出プロジェクトの関係です。琵琶湖の水質を見ており

まして、新しい指標の導入に向けて検討を進めていくということでございますが、数値

で測りづらいですが、半分ぐらいの進捗であろうという状況でございます。研究等を実

施しているところでございます。 

その次の、②滋賀の農業次世代継承の関係ですが、これは世界農業遺産の認定に向け

た取り組みでございまして、昨年度は協議会の設置、認定に向けた機運の醸成を進めま

して、６割程度の進捗をしているところでございます。 

続きまして、③滋賀らしいゆとり生活再生ということで、これは公園の面積を拾って

おりますが、目標としては平成 31年度に 1,300 ヘクタールを目指したいということです

が、進捗が遅れている状況でございます。 

最後に、人つながりの地域づくりプロジェクト、こちらは子供食堂など地域づくりの

活動拠点の関係ですけれども、こちらは順調に計画を上回って進捗している状況でござ

います。 

それぞれのプロジェクトの状況は以上でございまして、平成 29 年度もこれらのプロジ

ェクトを進捗するために地方創生交付金等を使わせていただきました。詳細については、

お手元の資料の参考資料１、２をつけていますので、御参照いただければと思います。 

簡単では、ございますけれども説明は以上でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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○会長：ありがとうございます。 

まずは、ただいまのご説明について、ご質問あるいはご意見ございましたら承りたい

と思います。 

確認ですが、それぞれ(１)、(２)、(３)のところに達成状況 77.8％、53.8％とか書い

てあります。これは、達成率の平均ではないですよね。（１）ですと達成率が 77.8％と

なっていて、この基準がよくわからないのですが。 

○事務局：お答えさせていただきます。 

例えば、（１）の人口減少を食いとめる、達成率が 77.8％となっておりまして、18分

の 14と書かせていただいております。資料には、各プロジェクトの代表的な KPI を一つ

ずつ挙げておりまして、実際には 18 の KPI がございます。そのうち 14 の指標で目安、

先ほど申し上げました３年で 60％を目安にしておりまして、それを上回っている指標が

18 指標のうち 14 指標で 77.8％の達成率とさせていただいております。 

○会長：(２)でしたら、これ以外にも指標があって、60％を達成しているのが 53.8%の項目

だということですね。 

他にご質問はありますでしょうか。 

○委員：この後の方向付けの話とも関連するかと思うんですけれども、確認させていただ

きたいんですが、交通まちづくりプロジェクトの評価として、達成率が 100％になってい

ます。これは、乗車率で評価されています。新聞をどれだけ信用していいかわかんない

んですが、ご覧になった方もいらっしゃると思いますが、市民新聞が「滋賀県への定住

意向、３年連続低下」、「公共交通機関への不満度が過半数」と書いています。 

これは、何をもって評価するかではありますが、県の調査結果と KPI の達成状況が全

くもってかい離、反対のことを書いてありますが、こちらが県民の意識調査の結果とす

るならば、この辺は方向転換とかその辺のことを検討するのかどうか、KPI も含めてです

ね。これは、確認です。 

これが事実かどうかもよくわからないので、あくまでも新聞記事ですから、ちょっと

その辺がちょっと気になりました。 

今、お答えいただくのは見直しがあるか、どうかぐらいで結構でございます。以上です。 

○企画調整課長：恐らく「県政世論調査」の結果から掲載されているのだろうと推察しま

す。おっしゃる通り、定住意向は上下しますが、下がってきておりまして、県の施策で

の不満の中で、公共交通が多いというのは、公表している数字です。恐らくこれではな

いかと思います。 

KPI との関係ですけれど、こちらは満足度というよりは鉄道の乗車人員を目標としてお

りまして、必ずしもリンクしないところではあります。おっしゃるように人口減少を見

据えた「総合戦略」の中で、どのような施策をするか、どういった KPI を設定するのが

望ましいか、というのを議論いただければと思います。「もっとこういうところを見た
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方がいいのではないか」、「こういうデータもあるからそこを見た方が県の施策もより

良くなるのではないか」という、論拠をいただければありがたいと思います。 

○会長：まさに、次の議事で次期の「総合戦略」の評価指標、方向性、あり方を含めてそ

ういったご意見を土俵の上にあげていただいて、それを持って県の方で考えていただき

たい。今日はご提案をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

他になにかございますでしょうか。実施状況ということですから、大体今こういった

状況ということでよろしいですね。また後半の方で、そういう現状も踏まえて、皆さん

がそれぞれのお立場で感じられている現実とか実感と見比べながら、「これでいいのか」、

あるいは「こうした方がもっと現実に近づくんじゃないか」といったご提案を、ぜひい

ただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

もうなければ、これくらいにいたしまして、早速、議事２の次期の総合戦略の策定に

向けた視点などの意見交換に移らせていただきます。 

 

（２）次期総合戦略の策定に向けた視点等の意見交換 

○会長：ここでは、大きく「自然増」と「社会増」にテーマを分けて県の方から説明いた

だいて、その後、こうしたことに関してどうしたらいいだろう、こうしたらいいのでは

といった前向きなご意見、ご提案をいただきたいと思います。 

それでは、まず県の方からご説明をよろしくお願いします。 

○企画調整課：資料２に基づいて、説明します。 

今、会長からもありましたとおり、まず自然増に係るデータを説明します。「総合戦

略」は来年度、改訂することになっておりまして、来年度の改訂に向けて皆様から様々

なご示唆をいただきたいと考えております。 

１枚おめくりいただいて、滋賀県の人口の現状でございますが、総人口が棒グラフに

なっておりまして、2014 年から人口減少局面に入ったと推測しております。年少人口も

徐々に減ってきております。生産年齢人口もピークを過ぎて、減少してきています。 

その下が、滋賀県の年齢３階層別人口でございますが、65歳以上の人口が増加傾向に

あります。 

続きまして、次の３ページ目をご覧いただけますでしょうか。 

自然増減に関する状況としまして、本県の出生数は 1998 年の 14,032 人以降、減少が

続いておりまして、平成 29 年度は先ほど申し上げた通り、11,598 人となっております。 

出生率は、国より高く推移しておりますが、それほど高くもございませんで、最近は減

少傾向が続いております。 

続きまして、４ページの生涯未婚率でございます。男女ともに滋賀県が赤で、全国が

青です。見ていただきますと全国よりは良く、どちらも全都道府県で２番目に未婚率が

低いという結果が出ております。ただし、全国と同じように未婚率は上がっている状況

でございます。 
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子育てに関する状況について、５ページに掲載しておりますが、「理想とする子供の

数は何人ですか。」とお伺いすると、「３人」という方が６割くらいで一番多い。「実

際にもつ子供の数は何人ですか。」と聞くと「２人です」ということで差がある。その

差について、尋ねたところ、いちばん多いのが「子育てや教育にお金がかかりすぎる」、

その次に多いのが「高年齢で産むのはいやだ」、あるいは「子どもがのびのび育つ社会

環境ではない」という回答が続いているところでございます。 

その隣が、保育所の待機児童数の推移になっていますが、見ていただきますと市町の

努力もあって上がったり、下がったりはしておりますが３５０人を超える児童数がずっ

と続いている状況であります。 

そうした中で、本県として対応している「総合戦略」におけるプロジェクトを６ペー

ジに掲載しております。 

以上が、数値をグラフにしながら、現状を説明いたしました。普段の活動を通して思

っていること、あるいはこうした視点を持つことが必要ではないか、こういった方向性

もあるよ、といったことをご示唆いただけましたらありがたいと思います。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○会長：ありがとうございます。 

まずは、自然増に関わって、特に出生数の増加に関わるデータをご説明いただきまし

た。自然増のために必要な取組や視点、それについてみなさんのご意見をいただきたい

です。構成団体のみなさまからは、日ごろの取組でお気づきのところであるとか、ある

いは課題となっていること、そういったことを踏まえたご意見、県の今後の取組への提

案、幅広くお話しいただけたらと思っております。 

時間的には２０分くらいを思っておりますので、自由に思っていただいていることを

土俵の上にあげていただきたいと思います。どなたでも結構です。 

○委員：ご説明ありがとうございました。 

合計特殊出生率について、全国平均、滋賀県ともに低下してきております。これは、

年齢幅もある統計だと思いますが、実際、子どもを出産する適齢というのは 20代から 30

代後半くらいが、一番多いと思います。 

合計特殊出生率のトータルではなく、年齢別の出生率、出生数は県では把握していま

すでしょうか。滋賀県において、50 歳時未婚率が低いということですが、県として人口

を増やしていかないといけない、あるいは維持していかないといけないと言っておられ

る中で、「出生数が低下傾向にある、それを 13,000 人の水準に維持していきたい」、と

言われても、直近の 11,000 人をどう伸ばすのかは、なかなか難しいと思います。 

そうしたところに対応していくためには、年齢層に分けた統計をとって、そこにどう

対応していけばよいかということを考えないと合計特殊出生率をもって対応しようとす

ると無理がある気がします。 
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それともう一つ、５ページの待機児童ですが、年少人口が年々減少していますよね。

滋賀県の場合、保育所といった受入施設が充実しているのかわかりませんが、３５０人

を超えて推移している。年少人口が減少しているのに待機児童が解消されない。これは

共働きが増えてきているというのもあるでしょうが、子どもを産み育てたい人の中でも、

理想よりも現実は厳しい部分があって、何にというといちばん「子育て、教育にかかる

費用が大変」だと。それに対しての県の考えや対応について、お伺いしたいと思います。 

○会長：今、２点ご意見をいただきましたが、それに対して何か答えられることがあれば、

よろしくお願いします。 

○事務局：詳細な数字は今、持ち合わせておりませんが、県全体の出生率を出す際に恐ら

く、階層別に積み上げをしておりますので、そういう分析が必要と考えております。合

計特殊出生率は、改善傾向にありますが、女性の数が減少してきておりますので、出生

数が減少している状況です。ご指摘いただいたように年齢別にターゲットを絞って、今

後、考えていく必要があると思っております。 

もう一点、待機児童数ですが、保育所の利用児童数は年々、増えております。年少人

口の総数は減少しておりますが、保育所の利用児童数は増えておりまして、潜在的に利

用したいと思っておられる方、働きたいと思っている方を喚起している部分もありまし

て、それに保育所の環境整備が追いついていないというのが現状であります。 

○委員：待機児童数の件でございますけれども、先日、９月のインターネットで配信され

ている記事でございますが、例えば大津市ですと平成 26 年度には、62 カ所だった保育所

と認定こども園は、増加を続けて、今年度 80 カ所となったとなっておりながら、実際は

待機児童数が増えているというような状況だということ。求職者 1人に対し、求人する

保育士に関してですが、昨年度、全業種の 1.33 倍に対して保育士は約 2 倍の 2.6 倍で、

保育士のなり手不足を反映した有効求人倍率の高止まりは、少なくとも 5年以上続いて

いる、といった記事が載っておりました。 

今週の月曜日、火曜日と滋賀労働局様と京都府労働局様とか奈良県労働力様、3労働局

様との合同で、京都市内におきまして、就職面接会が行われておりました。滋賀県の保

育園等を運営されております社会福祉法人が参加されておりましたが、そちらを訪問し

ました折には、残念ながら学生さんの訪問者数が少ない、ゼロというところがたくさん

あったというふうに拝見しておりました。ということは、やはり保育所をいくらつくっ

ても、今、保育士のなり手が少ないということがあって、保育所に入園していただけな

いのは、世話をする保育士さんが少ないという現状になっているのではないのかな、と

思いました。そういうことが、待機児童数も増えているということになっているのでは

ないかと思っているとこでございます。 

また、そういうことから言いますと、保育士を確保するための方策といったことも考

えていかないといくら子供さんを産んでいただいても、保育所に入所できないというこ
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とであれば、出生を手控えるという方も出てくるのではないのかな、というふう推察し

ておりますので、そのあたりについても御協議いただきたいと思います。 

○会長：ありがとうございます。 

１点目は、出生率というものも、全体の平均として見るのではなくて、個別に詳細な

分析をもとに今後の対策を立てる必要があるのではないかということ。 

もう１点は、待機児童の問題です。確かに、保育所自体の数は少し増えているが、そ

れ以上に待機児童は増えている。保育所が増えることで、今まであきらめていた層が、

「じゃあ子供を」ということで、作っても、作っても待機児童が増えているという現状

を僕も聞いたりしています。確かに今いちばん問題なのが、保育士不足ですね。これを

どう解消していくのか。大津市も京都まで手を伸ばして、という記事を読んだ記憶があ

ります。そのあたりも含めて待機児童の問題をどう解消していくのかということが、正

に子どもの出生数との関わりで重要ではないか、というご意見をいただきました。 

それと関わってきますが、この少子化の傾向は、僕は出生数の問題だけじゃなくて、

やはり、「晩婚化」っていう問題と非常に密接に関わっている気がします。県は、全国

からみると未婚率も低いという傾向がでていますけれど、決してゼロではない。その背

景には、今いろいろ問題になっている非正規雇用の問題というのがあると思います。い

ろいろなデータを見てみますと、非正規雇用の方に相手が比較的少ない、という傾向が

顕著に出ているというデータを見たことがあります。そういう意味では、こうした出生

率、出生数という問題は、若者の労働環境の改善と非常に深く関わっている気がします。 

そういった面からも見直して、そういったものを連動させながらこうした問題ってい

うのは考えていかなくてはいけないな、というふうに思います。 

もう 1点、先ほどでてきました子育てに関する状況ということで、「お金がかかり過

ぎる」という経済的な負担という点が非常に強く出てきている点では、この部分をどう

していくのか考えなくてはいけない。うちの親が、明石市に住んでいます。明石の子育

て支援というのは、全国的にも注目されています。市長さんが頑張って、例えば中学生

までの医療を全部無料にするとか、あるいは、第２子以降の保育料は無料にするとか、

あるいは、支援施設の利用料が無料であるとか、そういったところで、かなり 20 代、30

代の層の移住といいますか、人口増というものが、以前から比べると増えてきていると

いうデータも出てきていると思います。そういう意味では、県の財政状況等々の問題も

ありますが、やっぱりこういうデータが出ているのであれば、何かしらの改善策を県と

して考えていかないといけないのではないかと私自身思っております。 

○委員：まず、1点ですが、本日の会議の部分で、各協議会が３つありますね。その会長が

当然おられて、中間報告をしようとする時に、合同会議というようなことでではなくて、

総合戦略を作り上げるときから関わってきた者からすると、もっと密に関わり度を高め

る努力を県にはしていただきたい。 

もう１点、民間で働く者からすると、KPI を作ったとすると、達成するために KPI を作 
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っていますから、特に自然増の①「結婚・出産・子育て」の出生数 13,000 人を掲げた、

それが達成できないのであれば、中間段階で方向感を見出すのは当然です。「全体とし

ては 60％以上できている」と、全体を見るのではなくて、「できていないところをどう

したら改善できるか」そこをカバーしていく。総花はできたでも、実はいちばん大事な

出生数が上がってこない、そうすると施策が間違っていたのではないか、もっとやり方

があるのではないか、本日はここをもっと県としての意見を発表するべき時間であると

思います。出来ていないことをなぜ出来ていないのか、理屈付けていただかないと KPI

は見えてこない。今の段階でできていないのであれば、施策の中でひずみが起こってい

ると思いますから、それに対する県の意見、それに対する各団体のみなさんの意見交換

という流れでないと議論にならないと思います。 

○会長：その点に関して、県からいかがでしょうか。 

○企画調整課：その点に関しては、なかなか厳しい御意見いただいたなと思っております。

おっしゃるとおりで、それぞれの施策、人口増に関わるものとそれから、人口減少の影

響を軽減するもの、その他ゆとりのところとありますけれども、全体見るとそこそこと

いうように見えますが、一番見ないといけない人口がどうかというと、我々もしっかり

見ていかないといけない。「具体的に何をしたか」、と言いますと、参考資料 1に各プ

ロジェクトの詳細がありますが、例えば結婚出産であるとすると、7ページのところに、

例えば、保育所等の整備の推進であとか、あるいは結婚の希望が叶えられるような機会

づくりとか、そういうこともしておりますが、なかなかそれが出生数に直結しない。じ

ゃあ、何がキーなのだろうということを次期戦略ではしっかり考えないといけない。 

○委員：総合戦略で考えるのはもちろんであるが、３つの協議会に分けて、その上で、も

っと深めていかないといけないのではないかと考えている。次期の戦略は戦略で考えて

いかないといけないが、今の段階では年に１回会議をしたらそれでいいというわけでは

なくて、KPI を作った以上はもっと考えていかないといけないと言いたい。 

○企画調整課：計画期間は来年度も繋がっていますので、先ほど会長からもありましたが、

経済面も見ていかないといけないのではないかというところ、あるいは子どもを預ける

所も保育士の確保が難しい中で、県も確保施策をやっておりますが一朝一夕にいかない

所をどう連動させて取り組むか、本日いただいた意見を元に検討していきたいと思いま

す。 

○委員：直接内容に関わるかわかりませんが、自然増に関わる状況の中で「子育てや教育

にお金がかかり過ぎる」ということでございますが、これはいわゆる、お金がかかるよ

うになったからそうなのか、あるいは所得が減ったからかかり過ぎるという感覚になっ

ているのか、ということを考えると、生涯未婚率の推移にもありますが、ちょうど 1990

年代くらいから未婚率が増加してきています。 

そう考えると、いわゆるバブルが崩壊した時期くらいから、先ほど会長もおっしゃっ

ておられたように、非正規雇用の方が多くなって、所得が減っているということと併せ
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て、結婚・子育てする時期にどれだけの所得を得ているのか、が大きく関わっているん

だろうと私は思います。トータル的にお金がかかるのは、以前と変わらなくても、手元

に入ってくる所得が少ないから、お金がかかるという感覚になるという相関関係がある

という考え方もあります。 

もちろん、待機児童の問題はある程度行政も当然、対応していかないといけない部分

もあるかと思うんですが、所得を増やすということに関しては、経済の問題ですので、

県、行政だけでなく、社会全体が考えていかないといけないことです。 

それから、男女共同参画の中で、女性も社会で活躍する状況になってきたことによっ

て、女性が晩婚化していく。その中で、未婚率も上昇する、出生数も減少する。「高齢

で産むのはいやだ」というデータもありますが、そういうことに関わってくるのだろう

と思います。そこで考えていかないといけないのが、社会全体が、子どもを産むという

ことに関してどう考えるのか、という機運、意識付けを作っていかないといけない。将

来、滋賀県あるいは、全国の自治体がどうなるのかということを教育の中でやっていか

ないといけないのではないかなと思っているところです。 

私のところは、高齢者施設をやらせていただいておりますが、男性の場合もある程度

の年齢になってくると、高齢者施設は給料が高いわけではありませんので、ここの給料

では、子供が育てることができないということで転職を考えているということもある状

況を考えると、所得というものが出生数に大きく関わっているのではないかと思ってお

ります。以上です。 

○会長：ありがとうございます。 

確かにそうですね。「お金がかかりすぎる」という背景がどこから来ているのか。今

すぐデータが出てくるわけではありませんが、そういう視点で何らかの策を打てという

ことだと思いますから、その時に「お金がかかりすぎる」と感じている背景がサービス

の高負担なのか、所得が減ってきているのかによって対策も変わってきます。そういっ

た視点を持って分析していかれたら良いと思います。 

○委員：人口減少、地方創生に対する我々の使命といいますのは、やはり地域で頑張って

おられます事業者さんが元気になっていただくと。売り上げを伸ばし、利益を確保する。

そういうことで、そこで働く場所、雇用を増やす、そのことによって人が増える。地域

が元気になる、滋賀県全体が元気になる。こういうふうに考えておりまして、頑張って

おります。 

今回、県の戦略の検証ということでございますが、人口減少を食いとめようと県、市

町、民間がそれぞれ役割分担しながら連携をとりながらやるということが肝心でござい

ますので、行政間は上手に連携をされていると思いますけれども、事業の優先順位もあ

るでしょうから、この事業が 1番効いてくるんじゃないかという事業が全国の事例等々

からわかっていると思います。今、財政状況厳しい中で、施策の優先順位を見きわめな
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がら、市町と連携しながら、また民間とも連携しながら、1番効くであろうという施策に

集中投下していくと、こういうことではないかな、と思います。 

それと、この戦略でございますが、いかにも広範、網羅的であるというふうに思いま

すので、次期の戦略では少しその辺を見直して、基本構想との役割分担なども今後、考

えていただきたいと思います。以上です。 

○会長：ありがとうございます。 

そういった連携の問題と整理をして欲しいということですね。時間的に「自然増」の

方は一旦、締めさせていただきます。後でまとめて、全体を通してご意見を頂戴したい

と思います。 

先に、「社会増」の話に移らせていただきます。まずは、県から説明をお願いいたし

ます。 

○企画調整課長：資料の７ページ以降が、「社会増」の関係です。 

年齢階級別の人口移動の状況です。20～24 歳の転出超過が続いている状況でございま

す。この 20～24 歳の転出先を見ますと、大阪市、京都市、東京特別区が多くなっていま

す。転入超過の関係をみますと、20代後半から 30代の転入超過が多かったものが、減少

してきまして、2016 年から少し戻ってきている状況でございます。 

次のページ、地域ブロック別の移動状況でございます。これまでは、関西圏からの転

入超過が多かったものが、減少してきております。これは、関西圏からの転出入の差引

きをみておりますので、転出先だけをみますと、京都市、大阪市、そのあとに東京特別

区となっておりまして、関西の政令指定都市への転出が多くなっております。 

９ページ、経済・産業に関する状況についても説明したいと思います。こちらは、開

廃業率の推移でございます。開廃業率の差があまりなく、廃業率が高い状況になってお

ります。 

次が、雇用に関する状況ですが、有効求人倍率は全国と同様に上昇しておりまして、

1.3 倍を超える状況が続いております。職業別にみますと、建築、介護サービス等で有効

求人倍率が非常に高くなっております。その次のページが、中小企業に対するアンケー

ト結果ですが、「どんな企業経営における課題がありますか」という質問に、「人材不

足」、「社員の育成」というものが課題として多くなっております。 

１２ページでございますが、県内大学・短期大学卒業生の県内就職状況でございます。

約 20％が県内に就職しておりまして、出身別では県内出身者の約 50％、県外出身者の 

7.2％が県内に就職しています。 

次が、高等学校卒業者の就職状況でございますが、県内就職率は平成 17年と比較しま

すと、上昇してきておりまして 90％以上を保っている状況でございます。 

その次は、移住というよりは、交流人口の観点から観光のデータを掲載させていただ

いております。延べ観光客数は増加傾向が続いている状況でございます。宿泊客は 300

万人前後で推移している状況です。 
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１５ページはこれに関連する県の総合戦略における施策でございます。 

以上が、「社会増」に関する県のデータでございます。ご意見をいただければ、あり

がたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○会長：ありがとうございます。先ほどと同じように「社会増のために必要な取組や視点」

ということで、今のデータをご覧になって、これからの方向性なり、ご提案を今日はお

聞かせいただきたいと思います。何かございましたらよろしくお願いいたします。 

○委員：男女共同参画を長くやってき立場から発言させていただくと、もう既に、法律上

は、男女雇用機会均法ができて 30 年以上、職業政策における女性活躍推進法ができて、

２、３年経ちまして、次は LGBT も浸透してきました。そのあとは、外国人の労働力もも

うすぐ解禁になるだろうというグローバルな中で、社会が大きく変わってきています。

その流れを誰も止められない中で、どうしていくか。それをなかなか変えられない家庭

や会社やというのは、言い方が悪いですけれども、自然に支持がなくなって淘汰されて

しまう。というよう状況になってくると思っています。この大きな流れの中で、女性が

働くためには、どういうようにモデルになるような社会構造に変えていくのか、認識し

ていくのか。さらに次は、外国人の方にはどういう働き方をしていただけるのか、とい

うことがこれから日本にとっても大切なことになってくると思います。 

そのような状況の中で、人口減少ということを考えていくとやっぱり、男女共同参画

の理念が横串の理念だということもそうだったんですけれども、県の施策、それぞれ事

業項目がいくつもありますけど、その中で、女性や外国人に対する視点がどこまでそれ

ぞれの事業の中に視点として、組み込まれているのかを見ていった方がいいと思います。

人口減少対策のための事業だけではなく、それぞれの事業の中に視点がしっかりと盛り

込まれているか、というようなことは今後、大切なことじゃないかなと思います。整理

するのは難しいかもしれませんけれども、そのあたりの視点をお願いしたいと思いまし

た。 

それと、もう１点ですが、民間事業者と１県民というところから考えますと、インセ

ンティブがあるということは非常に申しわけない話ですけど、お得感があるということ

は、移住していただけることにつながると思います。だから、既に「インセンティブを

やっていますよ」、ということではあるんですけれども、単にお金だけの話じゃなくて、

そのあたりの魅力が一覧で見えるようなにした方がよいと思います。自然の環境である

とか、先ほどもありました交通やいろんなことを総合的な話はあるけれども、インセン

ティブは今後の中で、大切なことです。そのインセンティブの中には、SDGｓの考え方で

すね、そういったものがしっかりと取り組まれている地域ですよ、そういったことをこ

れから推進していかれると思うんですけど、そのようなことをしっかりと県民の皆さん

にわかっていただく、また、県外の方にもわかっていただくような方向感、ＰＲの方法

をお願いしたいと思います。 

○会長：ありがとうございます。 
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県の方から今のお話で何かございますか。 

○企画調整課：今、おっしゃっていただいた外国人の方とかＬＧＢＴの方とかいろんな方々

の活躍という意味では、ちょっとここからは離れますが、基本構想を今つくらせていた

だいているんですけれども、そこでもすごく重要な視点にしております。 

人口が減少する中でどのように、社会の活力を維持していくかというのはすごく大事

だと思っておりますし、おっしゃったとおり、人口減少のための施策以外でも持ってい

るべき視点かなというふうに思います。 

やっぱり、ＰＲも滋賀はＰＲ下手だと言われている中ではございますので、またしっ 

かり考えていきたいと思います。 

ありがとうございます。 

○会長：他にございますでしょうか。 

○委員：私の住まいは、中山間地の山の方です。滋賀県全体、国全体というとちょっと大

き過ぎでわからないのですけれども、私の地域では、平成の大合併から人口減少になっ

てきた所です。つまり、行政の中心街が移ってしまった。我々のところにあった役所は

支所になり、もうほとんどの受付は、中央の庁舎へ行ってくれと言われます。 

段々と、中山間地は不便になってきている。そのため、若い子は便利な所に出て行い

く。だから、今、正直言ってもっと僻地というとおかしいですけども、そこら辺のサー

ビスをもっと充実してもらえれば、若い子も年寄りもずっと住めると思います。年寄り

も住みにくいと出て行く。中心街、中心街へと行ってしまえば、最終的に中心街は東京

になってしまう。今の話は、極端な例ですけども。だから、僻地、中山間地域をもっと

重点に考えてもらえたら、１つの人口減少の施策ができるのではないかな、と思ってお

ります。 

我々のところでは祭りもできない、というひどい地域もあります。外国人を雇って祭

りをやっているというところもあるんです。だから、そこら辺の伝統というか、そうい

うのを守って滋賀県をアピールする、僻地がなくなって、中心街ばっかりなってきたら、

新しく作った祭りはいくらでもできますけれども、伝統のある祭りがどんどんなくなっ

てくる。滋賀県はストーリーのある地域だと思っています。だから、そういうストーリ

ー性をアピールするとか、そういうことをすることによって、この滋賀県は「住んでい

る人が誇りを持てる」、そういう環境づくりをもっと県も大津中心なっていますので、

少し考えていただけたらなと思っております。以上です。 

○会長：ありがとうございます。 

○委員：資料を２、３日前に頂いて、隅から隅まで読みまして、自分なりに考えてみまし

た。人口減少を見据えたまとめですね、各施策、もう、大変頑張っていただいて、非常

に感激しております。それはそれとして、人口減少を防止するのか、増加させるのかと

いうことをこの３日間、考えました。 
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滋賀県の魅力度っていうのは、ランキングで 28位なんですね。これは、昨年の統計で

すけれども、これは観光地としてとか、いろんな要素が入っているとは思うんですけれ

ども、結果的に魅力がない県というのは、当然、人も来ないし、人も増えないというふ

うに考えれば、「魅力がある」という評価基準は何かと言うと、これはもう共通してい

まして、「安全安心」、「利便性」「快適性」、「裕福度」、これは就職場所があるか

どうかです、それから「住居水準の充実度」、この五つです。これがいいかどうか私も

よくわかりませんが。 

今回、施策がまとめてあるのが、「まち」、「ひと」、「しごと」、この切り口でい 

いですか、という話です。ワーキンググループとしては、テーマが、「まち」のグルー

プであれば「まち」が担当したほうがいいと思うんですけど。これを３協議会がベース

になって、何かテーマが振り分けられているように感じます。 

例えば安全っていうのは、何なのかっていうことを考えていけば、「まち」にもある

し、「ひと」にもあるし、どこにもあると思うんですね。ところがどっちかに入ってし

まっているというふうに感じています。先ほど別の委員がおっしゃいましたが。待機児

童の問題もどっちの問題なのかというのと一緒で、安くするのはどっちに入るのか、給

料が少ないからっていうのは全然施策が違うじゃないですか。だから、これ一つで考え

るから話おかしくなるので、託児所の費用が安くするのはどこがテーマとして持つのか

と。賃金をどうするのかって言うと「しごと」の話ですよね。だから、恐らくテーマが

一つっていうのは具合が悪いと思っています。少なくとも、大中小ぐらいに分けて、待

機児童を減らすためにはどうしたらいいのかっていうのは中テーマとして、「安くする」、

「賃金を上げる」。それから、「賃金を上げる」ためには、または幾つかのテーマが出

てくるかもしれません。だから、少なくとも２段階、多ければ３段階ぐらいに分けて、

この３つ目のテーマをそれぞれ「まち」、「ひと」とかの協議会で考えないといけない。

だからこの括りをぜひ変えてほしいと思っています。このままでは、一般企業でも手を

打てません、これは別の委員がおっしゃった内容と同じだと私も思っております。ぜひ、

テーマの細分化、それから仕分けの仕方を変えてほしい。 

先ほど申し上げました「安全安心」、県民の望んでいるのは具体的なテーマを望んで

いるのではなくて、安心な生活を望んでいると思うんですね。県民が安心と思うころは

どういうことなのか、これを達成すれば人は入ってくると思います。 

もう一つ、安全の方ですけど、例えば南海トラフ地震でも、滋賀県は建物の損壊は、

非常に少ないだろうと言われています。ところが、電気は止まるはずです。これは論文

が出ていまして、滋賀県は地震が発生したら、1週間電気が止まります。皆さん対策を考

えておられるかどうかですよね。考えてないと思います。それを県が推奨して、「停電

が起きても、生活ができる、食べ物もいっぱいある、滋賀県に住んでください」と、こ

うすれば人口増がおきますよね。滋賀県に入ってくれたら、子どもが増えますよね。も
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うちょっと風が吹けば桶屋が儲かる、みたいな発想もあってもいいのではないかなと私

は思っております。 

あまりにも、テーマが単純過ぎると思います。もうちょっと、「なぜ、なぜ、なぜ」

とか、「こうなったら、こっちがこうなるよね」っていう考え方を我々普通するんです

けど、それが余りにもできてなさ過ぎるというふうに考えております。ただ、ここに上

がっているテーマというのは、頑張ってもらったと思うので、評価できると思います。 

ぜひ、次回の取り組みについては、そういうふうなことを考えていってほしいと思いま 

す。 

もう一言申し上げと、私も参加させていただいて、このテーマをもうちょっとマトリ

クス的にまとめてくれと１回お願いしたことがあるんですが、やってもらっていません。

1番最初の会合でお願いしたと思うんですけど、これでは、絶対取り組めないよって言っ

たことが、取り組んでもらってないので、次回ぜひお願いしたいと思います。以上です。 

○会長：これからの協議会の進め方というところのご提案ですね。 

○委員：協議会の体制を否定しているわけではなく、「ひと」、「まち」、「しごと」と

は別に、具体的なワーキンググループがあってもいいのではという提案です。 

○会長：そういったご意見も含めて次回以降、協議会の進め方も検討いただけたらと思い 

ます。 

○委員：一つだけお聞きしたいのは、最初の中間報告の中で、「移住促進プロジェクト」

というのがあって、340 件の増があったと。これは例えば、滋賀で暮らしたい、やりたい

ということで入ってこられたのか、どういう部分なんですかね。 

○事務局：全市町ではないですが、転入届を出される際に、単に転勤で来られましたとい

う形ではなく、一定ヒアリングをさせていただいて、滋賀に居住した人を積み上げて数

字を把握しております。 

○委員：滋賀県が気に入った、住みやすいから来られているのかな、っていうことだと思 

います。 

合併によって地域に偏りが出てきている、人口減少、人口集中という声が聞こえてき

ていると先ほど話があったと思います。私も長浜なんですけれども、長浜においても人

口は合併で増えましたけれども、また少し減少傾向にあります。そして、西浅井、余呉

では、人口が 50％減っているし、高齢化率も 50％以上という状況にあるわけです。いろ

いろな県の施策の中で、南高北低の施策では困ります。便利なところに人が集まります

が、北のほうが置いてきぼりにされていくような、人口増の施策になっていくようなこ

とでは困るので、そこら辺を十分考えたことをやっていただきたい。 

もう一つは、厚生労働省からやっている地域医療構想調整会議というのをやっていま

すよね。今後、５年間どういうふうにやるかということで、医療の圏域の問題等もいろ

いろ協議されています。こちらの表の中でも、出生数は減少しているが、高齢化で高齢

者の人口が増加してきていると。そうすると、死に場所難民が増えていく可能性も十分
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あります。だから、やはり住みやすい滋賀っていうのを全国的に認知していただけるよ

うな政策をとっていこうとすると、一つは、若者の場合は「子供を産み育てるのは滋賀

がいい」という部分と、高齢者も「本当に住んでよかった、住みやすい」っていう部分

が出てこないといけないと思います。やはりここだけでなく、県の中で横のつながり、

例えば医療構想の中でどうなんや、という情報も入れられて、企画の中に盛り込んでい

ただきたいと思います。 

○会長：ありがとうございます。 

時間もわずかとなりましたので、今日まだお話になっていない方、「自然増」でも「社

会増」でも結構ですので、今日はいろいろとご意見を聞かせていただいて、それを土俵

に上げたうえで、今後どうしていくのかということを、県の方に方向性を示していただ

く会議だと思います。ぜひ、皆さんからの御発言をいただきたいと思います。 

○委員：やっていけない企業、廃業率が高くなっています。この廃業も、人手不足倒産と

いうことも言われておりますが、私どもとしましては、廃業率を下げていくために事業

承継に取り組んでいます。県の方でも取り組んでいただいております。 

傘下組織の中で、後継者がいない企業を事前に把握する、それができるのが当会の役

割かなと思っております。そういった情報を事業承継センターに提供し、その後どうし

ていくか、という所の取組を今年度させていただいております。 

先ほどもお話がありましたが、私自身、滋賀県は住みよい県であると思っています。

その魅力をもっとうまく伝える必要があると思います。日本橋に情報発信拠点「ここ滋

賀」も作っていただいたので、物品だけの情報発信だけではなく、滋賀の魅力を発信し

ていただいて、UIJ ターンをしてもらえるような施策を考えていただきたいと思います。

以上です。 

○会長：ありがとうございます。 

他の方、いかがでしょうか。 

○委員：「自然増」はなかなか難しいと思いますので、あとは「社会増」を望むしかない。

私どもも、いろいろな会議をやっております。その９割の会議のテーマが、「人手不足、

どうしたらいいのか」そればっかりです。業績はいいのですが、人が足りないから仕事

ができなくて仕事を断っているという話も聞きます。「なんとか工業高校をもっと作っ

てほしい」とか、「高専も滋賀県はこれだけの工業県でありながらない」とかいろいろ

な意見がございます。 

人に入ってきていただくには、魅力を磨くしかありません。そこが滋賀県はあまりに

も弱すぎる。産業でいうと動脈ではなくて、静脈産業ばかり PRされている。もちろん静

脈も必要ですが、もう少し動脈も機関車のように引っ張っていくような役割を行政に期

待しています。私どももやっていかないといけないのですが、期待しています。 

それと、気になった統計が１２ページ、大学生のところです。１９．５％が県内企業

に就職した。「１９．５％しか就職していない」という表現に思うのですが、あまりそ
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れを言うと企業に魅力がない、という問題にもなってきますので、このくらいでいいの

かな、と思ってみております。やはり、これを上げていかないといけない、そのために

は産業界も頑張らないといけないと重々承知しておりまして、そう簡単に構造転換はで

きないと思っております。なかなか難しい問題です。 

恥ずかしい話ですが、比叡山が京都だとか、それだったらまだいいんですが、琵琶湖

が京都だとかこれはもう恥ずかしくて、恥ずかしくて。企業が東京に営業に行っても、

「滋賀ってどこですか」と、それでは営業にならないとおっしゃいます。もう少し何と

かしてほしいということで、私どもは、一昨年頃から近江商人のことをやっています。

「近江商人というのは「ケチ」、「地味」と最悪です」ではなくて、地味な滋賀県でも、

こんな大きな総合商社やデパートは近江商人です。実は、トヨタ自動車も近江商人と知

りました。それから住友も初代、二代目と滋賀県の方と知りました。そういうことをも

っと PR すれば、経済界の人は東京から研修に来ていただけると思います。近江商人の勉

強や、観光でも流行ると思います。そう言う力強いことをやっていただきたいなという

のが、感想です。 

それと、もう一つ。こういう会議になぜ若い人の意見を聞かないのですか。委員さん

におられないのか、私は不思議です。学生クラスの。ただ、まとまった意見が出てこな

いかもしれないので、第２グループ等で構成していただくのはどうかな、と思いました。 

○会長：ありがとうございました。 

大学の就職の話は、私も大学人ですので、15.4％という数字は、一定の責任を感じて

おるんですが、滋賀大も県外出身者がほとんどです。経済学部は８割方、県外から来て

いるということもあります。 

ただ、経済の先生やいろいろな方と話をしていて思うのは、学生が「大企業志向」が

強いというわけではなさそうなんです。むしろ、「知っている企業志向」なんです。知

っている企業ならいけるという、僕はそっちの方が強いのではないかと思います。そう

いう意味では、地元の企業に魅力がないのではなくて、魅力が学生に伝わり切れていな

い部分が大きいのではないか、地元企業の魅力を PR する機会が非常に大切。県内だけで

はなく、県外にもたくさん県内出身者はいますから、むしろ県外の大学と提携をして、

県外の滋賀県出身者にアピールできるようなことも考えていいのではないかと 15.4％と

いう数字を上げるために、僕なりに考えてみました。 

今、聞いていただいて県から答えていただけること、何かひとこといただけますでし 

ょうか。 

○企画調整課：たくさんのご意見、ご示唆ありがとうございます。 

例えば大学生なら、大学生がどう思っているのか現場に近い、生々しいデータを見な

がら、何をしていかなくてはいけないかということを丁寧に、先ほどご意見をいただい

た待機児童と言ってもいろいろなアプローチがあるのではないかということもありまし
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た、そういったことを次は丁寧に考えていって、施策と KPI がもう少し見えやすいよう

にした方がいいと思ったところです。 

「総合戦略」の関係では、国も次の「総合戦略」を考え始めていて、地方創生の動き

を見ていると、東京一極集中を止めようという話が出ています。政令指定都市などの中

枢・中核都市という言葉を使われていますが、そういうある程度の規模の都市をみてい

こうという動きがあります。そこを注視しながら、とは言ってもエリアごとにどういう

ふうに住んでいくかというのも重要なことですので、滋賀県としてどうしていくかとい

うことを考えていきたいと思います。ありがとうございます。引き続き、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○会長：ありがとうございました。 

まだまだ、ご意見、ご提案あろうかと思いますが、時間も過ぎてまいりましたので、

本日の議事をこれで終了させていただきまして、進行を事務局にお返ししたいと思いま

す。 

○事務局：本日は熱心なご議論をいただき、ありがとうございました。 

先ほど、申し上げましたように、来年度、「総合戦略」を改訂します。それに向けま

して、今年度後半にデータの分析をしていきたいと思っています。その時に、先ほどお

っしゃっていただいたような、切り口からもう少し丁寧なデータを収集して、それに基

づく計画を作っていければなと思っておりますので今日のご意見についても、取り入れ

させていただきたいと思います。 

それでは、これを持ちまして本日の協議会を終了させていただきます。 

ありがとうございました。 

 


