
沖縄県
令和２年度　県内企業雇用環境改善支援事業
運営事務局：特定非営利活動法人 沖縄人財クラスタ研究会
運営共同体：エスエフシー、ＣＵＰ、琉球インタラクティブ

事業HP http://okinawa-jinzai-ninsyou.jp/

詳しくは裏面をご参照ください

月
2020

8
日時

場所

（受付開始 12 時 15 分）13 時 00 分 ～ 16 時 00 分

沖縄県市町村自治会館 ２階ホール
（那覇市旭町 116-37 / 公共交通 ・ 有料駐車場をご利用ください）

８ ０ 名 要事前申込 ・ 入場無料定員.03

西岡  徹人氏
SUNSHOW GROUP 代表

講師

Profile
1979 年生まれ。 三承工業株式会社 代表取締役。

国連サミットで採択された国際目標 SDGs （持続可能な開発目標） を企業の経

営戦略の中核に置き、 外務省 SDGs 貢献コミット企業として認定され、 建設業

で初の 「ジャパン SDGs アワード」 を受賞。

「全ての人にマイホームを！」 と、ローコストの注文住宅 【SUNSHOW 夢ハウス】

を発表。 金銭的な都合などでマイホームを持つ夢を諦めてしまった方、 一人親家

庭の方、 外国の方に高品質低価格 （700 万円台〜） の注文住宅を提供する人

気のハウスメーカー。 子連れで勤務可能なカンガルー出勤、 キッズスペース等、

女性のライフキャリアステージにあった環境作りに力をいれ、 岐阜県ワーク ・ ライ

フ ・ バランス推進企業として認定される。 女性だけの工務店 【credo home】

代表取締役も務める。

に し お か て つ ひ と

【2018 年度】　　
・ （公社）⽇本⻘年会議所  2018 年度 担当常任理事 　　
・ 内閣府 男女共同参画推進連携会議 議員     
・ 厚生労働省 過重労働解消検討委員会 委員　　　　
・ 厚生労働省 働き方改革認定講師　　　　
・ SDGs 貢献コミット企業 認定　　　　
・ 第 2 回 「ジャパン SDGs アワード」 特別賞 受賞
・ 一般社団法人 SDGsPLATFORM 創立 理事就任
・ 一般社団法人 岐阜経済人協議会 理事就任

【201９年度】　　
・ 「次世代の SDGs 推進プラットフォーム」 キャプテン就任
・ 一般社団法人 WOMAN EMPOWERMENT PLATFORM(WEP) 設立
・ SDGs ビジネス大賞　サンリオピューロランドにて開催

SUNSHOW GROUP は経営理念に 「全ての皆様に感謝の心で愛
情と想いやりのある人 ・ 物創り」 を掲げ、 岐阜から全国に、 そして
世界へ当グループの想いを発信しております。

西岡  徹人
に し お か て つ ひ と

「働きやすさ」 と 「働きがい」 の両立へ
～女性活躍 から 働き方改革 そして SDGs へ～

基調
講演

山路を登りながら

令和２年度 県内企業雇用環境改善支援事業 沖縄県商工労働部 雇用政策課委託

人と組織の視点で考える
持続可能性とは？

沖縄県人材育成企業
シンポジウム



沖縄県
http://okinawa-jinzai-ninsyou.jp/

令和 2 年度 前期 沖縄県人材育成企業シンポジウム

　沖縄県では 行政が人材育成に優れた企業を認証するものとしては 全国初の制度として 「沖縄県人材育成企業認証制度」 を平成２５年１１月に創
設いたしました。 令和２年３月末現在で４５社が 「人材育成認証企業」 として認証され、 その認知度は学生 ・ 企業ともに高まっています。 　
　その一方、 近年では、 労働生産年齢人口の減少などに端を発するように様々な雇用環境における変化が生じており、 時代や環境や条件の変化に
対応した 「人材の採用 ・ 定着 ・ 育成」 が大きな経営課題として認識されています。
　今シンポジウムにおいては、 基調講演 「働きやすさ と 働きがいの両立へ ～ 女性活躍 から 働き方改革 そして SDGｓへ」、 パネルディスカッション
「人と組織の視点で考える持続可能性とは？」 をテーマとして展開いたします。
　なお、 会場となります沖縄県市町村自治会館へのご来場については、 バス・モノレールなどの公共交通および近隣の有料駐車場をご活用ください。

プログラム １ ミニ講演

▶お申込＆ご参加方法

認証制度の果たす役割 と これからの人材育成

１３:００～１３:４０

プログラム ２ 基調講演

働きやすさ と 働きがいの両立へ向けて

・ 西岡　徹人 氏（ SUNＳＨＯＷ　ＧＲＯＵＰ　代表）

１３:４０～１４:４５

プログラム ３ パネルディスカッション

人と組織の視点で考える持続可能性とは？

15:００～１５:50

プログラム ４ 今後のスケジュール １５:50 ～１６:００

令和２年度　県内企業雇用環境改善支援事業 事務局
特定非営利活動法人 沖縄人財クラスタ研究会

TEL:０９８-９４３-７７８９
詳しくはホームページをご参照ください

運営事務局 ： 特定非営利活動法人　沖縄人財クラスタ研究会
運営共同体 ： エスエフシー、CUP、琉球インタラクティブ

～女性活躍 から 働き方改革 そして SDGｓへ～

（株）りゅうせき （株）上間フードアンドライフ （株）パームロイヤル （福）ニライカナイ

タマキホーム（株） （株）求人おきなわ （株）仲本工業 米元建設工業（株）

（株）国際旅行社 ソニービジネスオペレーションズ（株） （株）丸忠 (有)三大食品

（福）愛の園福祉会いとまんシャトー （株）中部自動車整備工場 （株）ＩＭＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 日本ビジネスシステムズ(株)沖縄事業所

エイアンドダブリュ沖縄（株） （株）西自動車商会 （株）照正組 キムタカ税理士法人

（株）沖縄メディコ オキナワグランメールリゾート （有）照正興産 （株）沖縄銀行

（株）いきがいクリエーション 沖縄ヤクルト（株） （有）サンサン沖縄 (有)在宅介護サービスひまわり

オリックス・ビジネスセンター沖縄（株） GOOD　LUCK沖縄 （株）いえらぶ琉球 （株）スタプランニング

（福）育成福祉会沖縄中央育成園 （株）コーカス （株）オプト　沖縄コーラルオフィス 以上、45社が認証企業

新光産業（株） (有)ウェルネス前田 （株）宜野湾電設

（株）球陽館ホテルズおきなわ 沖縄ワタベウェディング（株） （株）リック

（福）ハイジ福祉会グリーンホーム 大鏡建設（株） （福）愛の園福祉会ルーブルこども園

沖縄県人材育成認証企業一覧　（令和２年３月末現在）

・ 高橋　俊介 氏　（慶應義塾大学大学院　特任教授）

・ 西岡　徹人 氏 （SUNＳＨＯＷ　ＧＲＯＵＰ　代表）

・ 大濱　田美子 氏　（キムタカ税理士法人　代表社員税理士）

・ 普天間　邦光 氏 （有限会社三大食品　代表取締役）

　　

（コーディネーター）

・ 高橋　俊介 氏　（慶應義塾大学大学院　特任教授）

（パネリスト）

今シンポジウムは、 沖縄県が策定した 「新型コロナウイルス感染症にか
かる沖縄県主催イベント等実施ガイドライン」 （５月 20 日策定、６月 17 日改定）

にもとづいて開催されます。 つきましては、 事前のお申込み （参加者の
把握）、 シンポジウム当日の自宅での検温 （健康チェック） や書類ご準
備 ・ ご提出 （健康状態申告書） などご協力よろしくお願いいたします。

【ガイドライン】 【お申込】 左記のＱＲコード ・ お申込フォームにて、
お申込み手続き。 もしくは事務局 ・ 沖縄
人財クラスタ研究会ホームページの 【お
知らせ】→【当シンポジウム該当ページ】
→お申込みフォームにてご対応ください。

・ 白井　旬 （事務局　沖縄人財クラスタ研究会　代表理事）

　　


