


 

採用・ 
定着 

 

経 営 しくみ・ 
制度 

正社員にしたいけど 
どこに相談に 

行けばいいのかな？ 

採用してもすぐ 
辞めちゃうなぁ 

正社員にすると 
どれくらいの経費が 

かかるかな？ 

人手不足なのに 
人が来ないなぁ 

創業時にかかる 
人件費って 
どれくらい？ 

採用できたけど 
赤字にならないかな？ 

専門家に無料で相談!!専門的で的確なアドバイス!!役立つ情報提供!! 

無 料 
相 談 

 

専門家 
在 籍 

 

採用・ 

人材確保 
セミナー 
開催中！ 

新規開設 
相談窓口 

正規雇用化の予定や人材不足にお困りの事業主向け 
平成３０年度事業主向け雇用支援事業 

 

欲しい人材を 
採用する 
方法とは！ 

※予約制 ※裏面参照 



◆実績 ・商工会議所 経営支援セミナー講師 ・定着する人材採用セミナー 主催 

     ・レンアイ型合説 主催 ・至近距離就活 就活フレア 主催    
◆プロフィール 

1979年生まれ 熊本県出身 沖縄県在住。 
沖縄県内の各メディアの営業・プランナーを経て、2015年県内初のスマホ特化型求人サイト 

「スマホWORK」を運営するファンシップ㈱を設立。「人材不足は企業が発信する情報不足」 
「雇用のミスマッチは情報のミスマッチ」という信念のもと求人メディア運営会社でありながら 

求人メディアに頼らない、採用の仕組みを提案する。2016年からは中小企業の採用コンサル事業を開始。 
採用難業界でも3ヶ月以内の採用成功率78％。採用だけでなく定着する人材の採用がモットー。 

こみや  ひとし 

小宮 仁至 
ファンシップ株式会社 

採用コンサルタント 

  ふくしま ちか 

福島 知加 
WadachiLab. 

採用コンサルタント 

なみのうえ 

波上 こずみ 
Cosmic Consulting 

採用コンサルタント 

もとなが  けいぞう 

本永 敬三 
ReHug株式会社 

公認会計士 

たまき  ともこ 

玉城 智子 
とよみ税理士法人 

税理士 

◆実績 ・「UP WOMAN大学」女性向けキャリア塾運営 ・キャリアコンサルタント 

     ・採用、働き方改善コンサルティング ・接遇マナーインストラクター   
◆プロフィール 

沖縄を拠点に県外にも支社を構えるIT企業の人事（採用・人材育成）、若年者の就職支援、定着支援の 
業務などの経験から企業・求職者の両者の支援に関わる。特に、 

採用業務ではすべての業務に携わり、「採用ターゲットの明確化」を掲げ、求人票・広告・スキル・能力 
・行動特性などを分析し、数名の管理職候補の採用に貢献。 

≪保有資格≫・国家資格キャリアコンサルタント、ワークライフバランス社認定コンサルタント 

◆実績 ・人材育成プログラム設計アドバイザー ・働き方改革コンサルティング 

     ・沖縄県早期離職者定着支援事業 専門家として県内企業・法人へのコンサルティング実施中 
◆プロフィール 

沖縄県那覇市首里出身。2001年株式会社JTBワールド入社。2004年より財団法人沖縄観光コンベンショ 
ンビューローに12年間在職。職員育成担当として育成プロジェクトの立ち上げに関する企画、運営まで 

実現し、300人以上の職員対象に講師を務めた。2016年に組織コンサルタントとして独立。 
Cosmic Consulting（コスミックコンサルティング）設立。【沖縄で働く人の生き生きを組織の活力へ】を 

ビジョンとし、働き方改革やワークライフバランスの啓発に努めている。 
 

 

◆実績 ・第36回日本公認会計士協会研究大会 

     「事業再生を通して地域活性化のために公認会計士が果たすべき役割」 
    ・第43回日税連公開研究討論会 「地域と中小企業者の活性化のために税理士が果たす役割」 

◆プロフィール 
2000年に公認会計士第２次試験に合格後、大手監査法人に入所し上場会社等の会計監査、 

2005年からの2年間は財務局で金融監査、2012年に沖縄県中小企業再生支援協議会で経営難の 
中小企業の事業再生支援の経験を経て、2015年にReHug株式会社を設立し、代表取締役に就任。 

商工会、金融機関、士業団体などで多数のセミナー講師を務めるほか、経営管理体制、 
原価管理体制、経営改善業務で多数の実績を持つ。 

 

・保有資格 

 行政書士（日本行政書士会連合会登録番号第17472350号） 
・経歴（簡潔に） 

 1979年生まれ 沖縄県本部町出身 
 沖縄県内の放送局、行政機関、社会保険労務士事務所を経て 

 平成30年1月アクティア行政書士事務所を開設 
 事業計画書や各種許認可をはじめとした創業支援のほか、 

 法人化や契約書作成などの企業支援を行う。 

グッジョブ相談ステーション 
事業主向けの雇用に関する相談窓口 

正規雇用化 

採用支援相談窓口 

雇用支援相談窓口 

（社会保険労務士） 

採用・定着 正規雇用化 助成金 

創業・経営相談 労務管理 

採用・定着、経営に関するご相談は 

私たちにお任せください。お気軽にご連絡ください。 

こみや   ひとし 

小宮 仁至 
ファンシップ株式会社 

採用コンサルタント 

◆実績 
・「UP WOMAN大学」女性向けキャリア塾運営 

・採用、働き方改善コンサルティング 

・接遇マナーインストラクター   

◆プロフィール 
沖縄を拠点に県外にも支社を構えるIT企 

業の人事（採用・人材育成）、若年者の 
就職支援、定着支援の業務などの経験から 

企業・求職者の両者の支援に関わる。 
特に、採用業務ではすべての業務に携わり、 

「採用ターゲットの明確化」を掲げ、求人票・広告・スキル 
能力・行動特性等を分析し、数名の管理職候補の採用に貢献。 

≪保有資格≫ 
国家資格キャリアコンサルタント、 

ワークライフバランス社認定コンサルタント 

 ふくしま     ちか 

福島 知加 
WadachiLab. 

採用コンサルタント 

なみのうえ 

波上 こずみ 
Cosmic Consulting 

組織コンサルタント 

◆実績 
沖縄労働局早期離職者定着支援事業 人材定着支援コンサル 

タント、株式会社ワークライフバランス認定コンサルタント、 

行政・各種団体等主催セミナー等実績多数 

◆プロフィール 

沖縄県那覇市首里出身。 
2016年Cosmic Consulting（コズミック 

コンサルティング）設立。【沖縄で働く人 
の生き生きを組織の活力へ】をビジョンとし、 

主に働き方改革や人材定着、人材育成 
プログラム構築など、人事面から変革を起こすための組織 

活性コンサルティングを行っており、マスコミ、福祉法人、 
ホテル業界、飲食業界等多種多様な業界に対してのべ７０社 

以上のコンサルティング実績を持つ。 
＜テーマ＞人材定着、働き方改革、人材育成プランニング、 

業務改善、採用、女性活躍推進他 

◆実績 
・沖縄県商工会連合会主催 経営指導員研修会 

・内閣府沖縄総合事務局主催「みんなが気になる消費税」セミナー 

・コザ信用金庫主催「コザしん創業スクール」メイン講師 
その他、金融機関や商工会・商工会議所主催のセミナー講師等の実績多数 

◆プロフィール 
2000年に公認会計士第２次試験に合格後、 

大手監査法人に入所し上場会社等の会計監 
査、2005年からの2年間は財務局で金融監 

査、2012年に沖縄県中小企業再生支援協議 
会で経営難の中小企業の事業再生支援の経験 

を経て、2015年にReHug株式会社を設立し、代表取締役に就
任。商工会、金融機関、士業団体などで多数のセミナー講師
を務めるほか、経営管理体制、原価管理体制、経営改善業務
で多数の実績を持つ。「創業スクール10選」に選ばれた。 

コザしん創業スクールでメイン講師を務めるなど、 
地方の創業支援、事業再生支援に取り組んでいる。 

もとなが  けいぞう 

本永 敬三 
ReHug株式会社 

公認会計士 

たまき    ともこ 

玉城 智子 
とよみ税理士法人 

税理士 

◆実績  
・商工会議所 商工会等講習会講師  

「設法人説明会」「会計力アップセミナー」 

「簿記入門・建設業会計セミナー」 
「消費税転嫁対策セミナー」ほか 

・起業塾、創業塾講師 

 専門家派遣事業では創業相談に対応 

◆プロフィール 

琉球大学法文学部経済学科 
経営学専攻卒業後、公認会計士事務所、 

税理士事務所を経て、平成26年独立開業。 
「共にいる」をモットーに、税務・会計を 

はじめ個人及び法人の経営サポートにあたる。 

資産税を得意としつつ、県内各地の事業者の声を聞く機会
に恵まれる。自身の創業経験を活かした、事業者目線での
サポートが定評。 

なかそね    はやと 

仲宗根 隼人 
アクティア行政書士事務所 

行政書士 

◆実績 
なは市創業・就職サポートセンター 創業支援講座講師 

 

◆プロフィール 

1979年生まれ 沖縄県本部町出身 
沖縄県内の放送局、行政機関、社会保険 

労務士事務所を経て、平成30年1月に 
アクティア行政書士事務所を独立開業。 

事業計画書や各種許認可をはじめとした 
創業支援のほか、法人化や契約書作成など 

の企業支援を行う。 

【お問合せ・ご予約先】 
☎ ０９８－９４１－２０４４ 

◆実績  
沖縄県商工会議所連合会 エキスパートバング登録専門家、 

定着する人材採用セミナー 主催、レンアイ型合説 主催、 
至近距離就活 就活フレア 主催    

◆プロフィール 

1979年生まれ 熊本県出身 沖縄県在住16年。 
うちな～婿暦10年の2児の父。2015年「人材 

不足は企業が発信する情報不足」「雇用の 
ミスマッチは情報のミスマッチ」という信念 

のもとレンアイ型の採用戦略を提唱する 
ファンシップ（株）を設立。2016年からは 

中小企業の採用コンサル事業を本格的に開始。採用難業界 
でも3ヶ月以内の採用成功率87％。公的機関や各種団体主催で
「レンアイ型採用戦略セミナー」を開催し、これまでに受講 
した企業は300社以上。応募を増やすのではなく定着する人材 

の採用がモットー。 



初めて人を
採用するけど、
どんな手続きが

必要かなぁ

自社の職員の正社員化を
検討中。何か活用できる

助成金はあるかな

就業規則の見直しや
３６協定について

アドバイスが
ほしいなぁ

求人の書き方って
どこでアドバイス
もらえるのかな

労務管理を
きちんと

整えたいなぁ

給与計算が正しく
できているのか

相談したい

専門家に無料で相談!!専門的で的確なアドバイス!!役立つ情報提供!!

無 料
相 談

専門家
在 籍

助成金や労務管理の

セミナーや
出張相談会を

開催中！

平成３０年度事業主向け雇用支援事業

助成金の
活用法

※予約制 ※裏面参照

「人」に関する雇用相談窓口
（助成金、労務管理・就業規則、給与計算など）

悩む前にまず専門家（社会保険労務士）に相談！（窓口・電話相談可）

℡：０９８－９４１－２０４４



◆実績 沖縄県社会保険労務士会 理事、
労働基準監督署 労働相談員、
職業能力開発大学校（ポリテク
カレッジ）の非常勤講師等歴任
◆プロフィール
流通・小売業（大型スーパー）に25年
勤務後、キャリアコンサルタント・
社会保険労務士等の資格を取得。
平成21年、宇野社会保険労務士事務所を
開業。今までの経歴を活かし、中小企業
の労務管理や、助成金活用の指導、その
他幅広く手掛ける。趣味は野球観戦。

グッジョブ相談ステーション
「人」に関するご相談は私たちにお任せください。お気軽にご連絡ください。

対象：事業主、総務・人事担当、創業予定

【お問合せ・ご予約先】
☎ ０９８－９４１－２０４４

おおしろ たかこ

大城 貴子
おおしろ社労士事務所

こくば ひろあき

國場 浩明
社会保険労務士
國場経営事務所

たまよせ ちえこ

玉寄 智恵子
社労士オフィス たま

なしろ しな

名城 志奈
とまと社労士オフィス

にしだ みちろう

西田 倫朗
ゆうばり

社会保険労務士事務所

ひらた ゆうじ

平田 勇次
おもろ

社会保険労務士事務所

まえざと ひさし

前里 久誌
オフィスMサポート

うの かずひろ

宇野 一博
宇野社労士事務所

◆実績 沖縄県社会保険労務士 理事、
（独）労働者健康福祉機構
メンタルヘルス対策促進員など
◆プロフィール
専門学校など教育に20年以上携わり、
その後、キャリアコンサルタント・
社会保険労務士等の資格を取得。
平成23年、社会保険労務士オフィス
Mサポートを設立。沖縄本島・出身地
宮古島の中小企業支援の傍ら、
就業規則、社会保険制度、給与計算、
無期転換など数多くのセミナーを実施。
趣味はジョギング。

◆実績 労働基準監督署、年金事務所
相談員ほか
◆プロフィール
ホテルなどサービス業に20年近く
勤務後、社会保険労務士・産業
カウンセラー・キャリアコンサルタント、
健康経営アドバイザー等の資格を取得。
平成26年、おもろ社会保険労務士を開設
労務・社会保険や、助成金、生涯年金
申請手続きなど人事労務全般に携わる。
パワハラ・セクハラ、働き方改革や
助成金などのセミナーも広く手掛ける。

◆実績 沖縄県社会保険労務士会 理事、
医療労務管理アドバイザー、琉球大学
キャリアアドバイザー
◆プロフィール
企業で総務人事として、採用・社員教育など
に携わる。その後、キャリアアドバイザー、
社会保険労務士資格を取得し、『「ひと」を
大切にする企業を応援します』をモットーに、
平成21年とまと社労士オフィスを開設。人材
育成、人事評価制度構築など人事労務コンサ
ルタントとして活動。キャリアアドバイザー
として琉球大学にて就職支援も行っている。

◆実績 沖縄労働局 助成金センター
相談員など
◆プロフィール
北海道夕張出身、大学卒業後沖縄へ
移住・その後、社会保険労務士を
取得。平成26年にゆうばり
社会保険労務士事務所を南風原町で
開業。建設業をはじめ、多岐にわたる
業界の企業をサポート。趣味は、休日に
沖縄出身の妻、子ども3人で過ごすこと。

グッジョブ相談ステーションでは、他に採用、人材定着、
雇用拡大の経営アドバイス等ができる専門家（採用
コンサルタント、公認会計士、税理士、行政書士）の
窓口も開設しております。気軽にお問い合わせください。

◆実績 沖縄県社会保険労務士 理事、
労働局監督課コンサルタント、
年金事務所相談員など
◆プロフィール
大学卒業後、大阪にて販売促進、顧客管理
を経験。
FP、特定社会保険労務士等を取得し、
平成22年に社労士オフィスたまを開設。
後に、年金マスターを取得し、労働相談
だけでなく、年金相談にも精通。就業規則
作成、労務管理を得意とし、企業をサポー
ト。モットーは「人が好き・その幸せ
づくりの力になりたい」

◆実績 沖縄県社会保険労務士会 副会長、
（一社）労働保険事務組合連合会沖縄支部
副会長、その他多数
◆プロフィール
流通・小売業にて、営業部門シニアマネー
ジャー、大手調査・コンサルティング会社
にて、支店長代理を務め、その後、社会保
険労務士を取得。
平成11年、社会保険労務士 國場経営事務
所を設立。特定社会保険労務士・キャリア
コンサルタントも取得し、県内企業のサポ
ートにとどまらず、業界の発展に尽力する。

◆実績 沖縄県社会保険労務士 理事、
沖縄県内において、多数のセミナー
講師及び派遣専門家を務める
◆プロフィール
民間企業にて企画業務に従事後、平成
14年社労士登録。勤務社労士を経て、
平成23年独立開業。
「人財」を活かすには！をモットーに
雇用管理、助成金申請などの企業支援や、
ワークライフバランスなどのセミナー
講師も行っている。


