
京都府 宮津市及び
MIYAZU未来デザインセンターの取組み

京都府宮津市

企画財政部長 浅野 誠

Ｒ3.8.6 奈良県「副業プロ人材活用による地域活性化セミナー」



全体の流れ・仕組み（宮津市、MIYAZU未来デザインセンター）
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市役所への副業人材採用の流れ

MIYAZU未来戦略マネージャー

行政サイド立場として



Q：なぜ副業人材を導入するか？
コンサルタント等への委託でも良いのでは

Ｒ3.8.6 奈良県「副業プロ人材活用による地域活性化セミナー」

Ａ：宮津市では、副業人材の皆さんと一緒に課題解
決を図ることにより、官にはない考え方や発想を
得るための「助っ人」として導入するもので、決
められた業務を委託するものではない。

＜ポイント＞

そのためには市町全体として、どういう構えで副業人材を
受け入れるかが重要
→市町全体として受け入れる意識が大切

副業人材への内部
評価は高い



それぞれの分野ごとに担当部局を決め、担当の副業人材を選定理由から採用まで一元化して行
い、基本、担当部局が責任持った運用とする。

観光プロモーション
戦略アドバイザー

地域の魅力を発信するエリアプロ
モーションに取り組み、効果的な
マーケティング戦略の考案でプロ
ジェクトを牽引するとともに、地
域の魅力を広く発信。

■地域観光データの分析を起点と
したエリアマーケティング戦略の
立案
■広告・イベント・SNSなどを活
用したプロモーションの企画

関係人口づくり
戦略アドバイザー

関係人口の創出・拡大を目的とし
た戦略アドバイザーとして、様々
な角度から「MIYAZU」の魅力を
発掘し、時代に即した企画でプロ
ジェクト推進を支える。

■地域活動に関わるきっかけづく
りを目的としたイベントなどの企
画
■関係人口づくりにフォーカスし
たエリアプロモーション戦略の立
案
■ふるさと納税のプロモーション
＆マーケティング など

業務改革アドバイザー

業務改革アドバイザーとして、市
全体の業務フローの最適化を図る
べく、現状の業務分析を実施し、
その結果に基づく改善提案・企画
をいただく。

■現状の業務分析
■業務効率化に向けた改善施策の
提案
■業務運用プロセスの提案

募集分野

産業経済部 企画財政部 総務部

担当部局



MIYAZU未来戦略マネージャー採用までの流れ

１月30日 副業プロフェッショナル人材募集サイトで募集開始

２月23日 募集締め切り
延べ546名（ユニーク470名）の応募

２月13日 募集プロモーション「MIYAZU未来プロデュース会議」を開催

２月４日 副業プロ人材活用フォーラム

３月２日 副業プロ人材活用ワークショップ

３月19日 １次選考結果の通知（合格者147名）

３月12日 副業プロ人材募集開始（市内企業３社）

３月28日 副業プロ人材募集締め切り

４月５日 ２次応募締め切り（応募者94名）

４月20日 ２次書面審査結果の通知（合格者32名）

４月22日～26日 ３次面接（32名全員）

５月10日 最終合格通知（合格者７名）

６月～ 副業プロ人材 ３社５名が活動開始

６月１日 ７名のMIYAZU未来戦略マネージャーが活動開始



1/30 副業プロ人材募集サイト＜みらいワークス＞で募集開始



2/23締め切り １次応募者470人の応募者
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２月23日 募集締め切り
延べ546名（ユニーク470名）の応募



１次応募者の選考

提出された履歴書と経歴書で絞込み

３月19日 １次選考結果の通知（合格者147名）

担当部局が欲しい人材をピックアップ
→企画財政部長は全分野から人材を選定
応募人材の選定漏れを防止

＜ポイント＞

応募ジャンル以外にも複数の幅広いスキルを持つ優秀な方からの応募



3/19 １次合格者147名に通知、応募書類を案内

②宮津市への提案書
宮津市総合計画を踏まえた提案をシート2枚で

①得意分野・スキル申告書
活動の分野を示し、本人から申告を求める

人材のミスマッチをなくし、やる気のある人材や特性を見極めるこ
とが重要。
→履歴書だけでは人材の特性や希望が見極めにくい。
しっかりと関わってくれる人材を選ぶ。

＜ポイント＞





２次書面審査

94名から応募書類の提出があり、書面審査
を実施

４月５日 ２次応募締め切り（応募者94名）

４月20日 ２次書面審査結果の通知（合格者32名）

市長＋副市長＋各担当部でそれぞれ審査
→その後、すべてを持ち寄り全分野から人材を議論・選定

＜ポイント＞



4/22～26に32名のオンライン面接を実施

①宮津市への提案をプレゼンテーション

質疑応答を含め、1人当たり20分程度

３次面接

５月10日 最終合格通知（合格者７名）

不合格者には、MIYAZU未来デザインセンターへの登録を案内



７名のMIYAZU未来戦略マネージャーを合格

荒井さん（東京都）
TBWA＼HAKUHODO博報堂
クリエイティブディレクター

伊藤さん（兵庫県）
テーマパーク運営会社
マーケティング本部

翁さん（東京都）
経済ﾒﾃﾞｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ
ＤＸ戦略室兼役員担当室長

佐々木さん（東京都）
ヤフー株式会社

瀬口さん（東京都）
広報PR支援
コンサルタント

冨岡さん（兵庫県）
（株）アシックス
フットウェア生産統括部ＳＣＭ
部業務チームマネジャー

豊田さん（東京都）
株式会社
オリエンタルランド



5/24 就任記者会見（オンライン）

①市長からマネージャーの紹介
②マネージャーから抱負



全員での現地視察を実施

現地を知っていただく
人間関係を構築するための機会



副業人材の業務形態

①委託契約（３か月間更新）
週１日勤務として月単位で契約（月額固定）

②業務のやりとりの基本はオンライン

③分野ごとのタスクを基本に、市全体タスク
の共有やディスカッションを行い、幅広い形
での関わりを期待

④業務報告は月単位



6/1～ 活動開始

業務は
「Slack」と
「ZOOM」で

・参加は、マネージャー
と関係職員

・全ての業務をオープン
で実施。情報を共有



民間企業への副業人材採用

ＭＩＹＡＺＵ未来デザインセンター

組織づくりと企業への支援・働きかけがポイント



ＭＩＹＡＺＵ未来デザインセンター

・商工会議所、金融機関、市で構成

・事業所の経営力向上や地域 課題
の解決などを図るため、市内事業所
や地域等と都市部等企業の、副業・
兼業人材としてマッチングするサ
ポートを行う中間支援

・専用Ｗｅｂサイトを開設

https://www.miyazu-mirai.com/



民間での副業人材採用を進めるため、企業のマインド醸成
を図るためのワークショップやセンターの枠組みを利用し
た金融機関・商工会議所からの働きかけ

＜ポイント＞

民間企業の副業人材採用



ＭＩＹＡＺＵ未来デザインセンター

３社５名が副業人材を採用
→総勢12名の副業人材が宮津市へ

MIYAZU未来プロデュース会議 参加者150名
・幅広い企業に対し副業人材をPR

副業人材採用ワークショップ 参加企業６社
・副業人材の採用意向がある企業のマインド醸成



副業人材の募集に留まらず、地域
の人材バンクや南部地域との窓口
となる機能を目指してセカンドス
テージへ！

ＭＩＹＡＺＵ未来デザインセンターセカンドステージ



ご清聴ありがとうございました。

～ 橋をつなごう 宮津の魅力とまだ見ぬ誰かを ～


