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 地域密着型金融の取組み状況 

 
 
 
 
 

地域密着型金融とは、金融機関が地域のお客さまと永い取引関係を前提とした

中長期的な視点でリレーションを強化し、適切なソリューション提案を図ること

や、また地域活性化に繋がる情報発信・各機関との連携を図ることによって、お

客さまと共に成長していく金融機関の役割（あり方）を言うものです。 

当行は「地域密着に徹し、地域社会の発展に寄与する」という経営理念のもと、

地域金融機関として、地域に密着し地域と共に成長発展していく使命があります。

当行では引き続き、第 14 次中期経営計画（平成 27 年 4 月から平成 30 年 3 月）

においても、地域密着型金融を推進していきます。 



 
 
 
 

１． 中小企業の経営支援に関する取組みについて 
 

 

【中小企業の経営支援に関する取組みについて】

 大企業と比較して「ヒト・モノ・カネ」の経営資源が不足する中小企業者（小規模
事業者含む）については、金融機関からの融資支援だけではなく、「経営目標の実現」
や「経営課題の解決」について、金融機関による情報支援が不可欠です。 

当行は、地域金融機関として地域の中小企業者に対しきめ細やかな情報支援を図る
とともに、リレーション強化によるコンサルティングソリューションを徹底すること
によって、中小企業者と協働し相互の発展、ひいては地域社会の発展に寄与すること
を目指します。 

コンサルティングソリューションの実践にあたって
は、役職員一人一人が「お客さま目線」で取組みし、目
利き能力を向上・本支店の連携強化・専門家等の活用等
によって、より質の高いサービスを提供出来るように中
長期的にＰＤＣＡを繰り返していくことが重要であり、
継続性をもった経営支援を図っていきます。

 地域密着型金融において、「中小企業の経営支援」は核となるテーマです。当行で

は以下の取組みによって、継続的に積極推進したいと考えています。 



 
 
 
 

２． 中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況 

リレーション強化 
（御用聞き訪問・長期的取引関係） 

【多様な支援メニュー】 
・資金調達支援 ・販路拡大支援 ・各種計画策定支援 
・条件変更支援 ・事業承継支援 ・転廃業支援 等 

沖縄海邦銀行 
（営業店 ⇔ 企業支援部） 

【外部機関・外部専門家等】 

 ・中小企業再生支援協議会   ・経営改善支援センター   ・地方公共団体   ・商工会議所、商工会 
・中小企業基盤整備機構    ・地域経済活性化支援機構  ・経営革新等認定支援機関（税理士・中小企業診断士等） 
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お客さま 
中小企業者・小規模事業者 

ライフステージに応じた様々な経営課題（ニーズ） 
創業  成長  経営改善・事業再生  業種転換  事業承継  海外展開 等 

 
連携 



 
 
 
 

３．経営支援等に関する取組み状況
 
（１）「創業・新事業支援の取組み」と「コンサルティング機能の発揮」状況 
 

① 創業・新事業支援等 
 創業および事業成長分野として有望視される環境・医療・介護・保育施設などに対し、積極的に

融資支援を行なっています。 
【平成 26 年度実績：☆創業・新事業 799 百万円 ☆環境・医療・介護・保育施設等 6,848 百万円】 
 
② コンサルティング機能の発揮 
・ 創業先や成長企業先、経営改善先に対し、計画策定時における支援や資金調達方法アドバイス等

のライフステージに応じたコンサルティングを実施しています。 
・ 販路拡大や新規取引開拓のきっかけとすることを目的として「共同商談会」を開催するなど、ビ

ジネスマッチングを通じた取引先のトップライン向上を積極的に支援しています。また、商談会

の出展者を対象とした「事前研修会」の開催や、商談会開催後における事後フォローなど、取引

先に対するコンサルティングにも取り組んでいます。 
・ 今後も引き続き、お客さまの経営課題等について、計画策定支援やビジネスマッチング等を積極

的に図っていきます。 



 
 
 
 

（２）「不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資の推進」等の状況
 

① 自動審査システムを活用した融資「ベストパートナーローン」、個人事業者向け商品「タ
イムリー」の積極推進 
【平成 26 年度実績：☆実行額 1,851 百万円】 
 

② 動産、流動資産担保融資の推進 
【平成 26 年度実績：☆実行件数 34 件、☆実行金額 1,321 百万円】 

 
③ 「顔晴る沖縄地元応援ローン」の推進 

目利き能力を発揮し、無担保で事業資金を供給する「顔晴る沖縄地元応援ローン」の
推進にも積極的に取り組んでおります。 
【平成 26 年度実績：☆実行件数 130 件、☆実行金額 447 百万円】 
 

④ 審査能力（目利き能力）の向上に向けた取組み 
集合研修などの継続実施により審査能力向上に努めております。 
 

 
 
 



 
 
 
 
（３）ビジネスマッチング等の状況
 

①共同商談会の実施（平成２６年７月４日開催） 
 「沖縄の味力発信商談会」への参加（県内三金融機関合同開催） 
・出展サプライヤー４９社（うち当行お客さま１５社） 
・参加バイヤー数２１社 
・個別商談２６９件（うち当行８６件） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②沖縄大交易会への参加（平成２６年１１月２７日・２８日開催） 
 「第 1 回 沖縄大交易会」に事務局メンバーとして参加 
・出展サプライヤー２００社 
・参加バイヤー数１７６社 
・個別商談１，７０２件 

商談成立（見込先含む）33 件 

（内当行のお取引先 7 件） 

 ☆食材の魅力をバイヤーに伝えるための仕掛けとして、 
一流シェフや料理研究家が考案したオリジナルレシピを作成！ 

☆オリジナルレシピを「うちなーレシピＢＯＯＫ」としてまとめ、 

販促ツールとして出展サプライヤーに配付！ 
 

商談成立（見込先含む） 

２７６件 



 
 
 
 

（４）顧客訪問活動の徹底・強化（リレーションの強化）

 地域の中小企業や個人事業主のお客さまを中心として、お客さま目線での提案型・問題解決型の

営業展開を行っています。御用聞き訪問による情報収集を実施し、お客さまのニーズに合わせたき

め細やかな提案を行い、専門性の高い相談についても情報提供や問題解決を図っていきます 



 
 
 
 
（５）経営改善支援の取組み 
  

①中小企業再生支援協議会の活用状況 
平成２４年度（H25/3 期） 平成２５年度（H26/3 期） 平成２６年度（H27/3 期） 

３件 １件 ４件 
  ※活用件数については、当行が主導的な役割を果たしている案件のみを集計しています。 
 
（６）お客様向けセミナーの開催 
 中小企業や個人事業主のお客様を対象として、経営上有益な各種情報を提供するため、お客様向け
セミナーを開催しています。 
①事業承継セミナー 

  第１回  日時：平成２６年７月１５日（火曜日） 
        場所：沖縄コンベンションセンター 会議棟 
        講師：内藤 博氏（事業承継センター株式会社 代表取締役） 
        参加者：８５名 
        共催：税理士法人タックスサポートイトカズ 
  第２回  日時：平成２７年１月１６日（金曜日） 
        場所：沖縄コンベンションセンター 会議棟 
        講師：内藤 博氏（事業承継センター株式会社 代表取締役） 
        参加者：６６名 
        共催：税理士法人タックスサポートイトカズ 



 
 
 
 
 
 ②介護事業者向けセミナー「２０１５年介護報酬改定の詳細と今後の経営戦略について」 
  日時：平成２６年１２月１８日（木曜日） 
  場所：浦添市産業振興センター 結の街 大研修室 
  講師：河津 祐二氏（九州経営リスクマネジメント協会代表） 
  参加者：９１名 
 



 
 
 
 
（７）「沖縄ものづくり振興ファンド」への出資・参画 

 
 当行では、地域の中小ものづくり企業の技術革新や、県外・海外への事業展開等を促進するととも
に、ものづくり企業の競争力強化を図ることを通じて、地域経済の活性化に貢献することを目的とし
て「沖縄ものづくり振興ファンド有限責任事業組合」に出資・参画いたしました。 

 
 ≪ファンド概要≫  
名称 沖縄ものづくり振興ファンド有限責任事業組合 
フ ァ ン ド
総額 １５億２千５百万円（うち投資額：１３億５千万円） 

投資要件 業種：ものづくり企業（製造業等） 
規模：資本金３億円以下、又は従業員数３００人以下の株式会社 

投資期間 
組合存続期間は平成３４年３月３１日まで 
※平成３０年６月３０日までは投資期間、以降ファンド存続期間までは投資育成期間 
とします。 

投資手法 株式（種類株式、普通株式）、新株予約権付社債 
投資規模 １社あたりの投資上限額：１億５千万円 

※投資後の発行済み株式総数の５０％未満 
 
本ファンドは、当行のお取引先である「株式会社沖縄パイオニアフーズ」に対して、平成２７年３月
３１日付で３０百万円の出資を行っております。 



 
 
 
 
（８）その他の取組み（地域の活性化に関する取組み状況） 

 
①OKINAWA 型産業応援ファンドへの参画 

「OKINAWA 型産業応援ファンド」とは、当行、独立行政法人中小企業基盤整備機構、および沖
縄県からの貸付金 5,000 百万円を運用基金とする事業であり、その運用益を沖縄県内において特徴あ
る「新商品開発事業」や「地域資源活用支援事業」に対し、助成を行うものです。本制度によって、
沖縄の地域資源を活用した産業の育成と、地域経済の活性化を目指しています。 
当行は同基金に対し貸付を行うとともに、審査委員会メンバーとして当行関連会社（海邦総研）が参
加するなど、特徴のある県内の事業を支援し地域活性化の取組みを強化しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中小企業基盤整備機構 

４０億円（10 年間無利子貸付） 

沖縄県 ４億円 

当行 

 本ファンドは、「亜熱帯気候、固有

の歴史文化といった様々な地域資源

を活用した事業を促進することによ

り、優位性のある地域資源を活用し

た事業の芽だしを支援するととも

に、沖縄の強みを活かしたＯＫＩＮ

ＡＷＡ型産業（健康・バイオ、観光

分野等）を重点にした県内中小企業

の事業化を促進する。これにより、

地域経済の活性化と産業・雇用の拡

大に努める」ことを目的としたもの

です。 

基金総額：５０億円 

【運営管理会社】（公財）沖縄県産業振興公社 
４４億円 

無利子貸付 

６億円 

貸付 

＜支援重点分野＞ 

１．健康・バイオ 

２．観光関連 

３．その他（地域資源活用） 

運
用
益
で
助
成 

ＯＫＩＮＡＷＡ型産業応援ファンド基金のスキーム 



 
 
 
 
②地域の活性化に関する取組み 

地元経済の活性化に資する取組みとして、当行関連会社である海邦総研とも連携しながら、地域活
性化事業を担う企業に対する支援や地方公共団体とのタイアップ事業を行っています。 
 
【海邦総研による地域活性化関連実績】 

項目 内容 

沖縄市ＮＰＯ協議会への 
アドバイザー派遣 

地域のＮＰＯ法人のネットワーク形成と、行政との相互連携の促進に
よる課題解決を目的として設立された協議会に対し、経営的視点での
助言・支援を目的としてアドバイザーを定期的に派遣しています。 

名護城公園を基盤とした 
地域おこしの支援 

平成２４年度に、同公園の認知度向上と地域振興を目的としたイベン
トの企画・運営に協力いたしました。その後も自治体や公園指定管理
者、地元の皆様との協議を続け、名護城公園ビジターセンターの新規
オープンへ向けた企画策定を支援しています。 

国土交通省による地域振興
策の検討への協力、など 

新たな地域圏振興策の検討作業において、ＮＰＯ法人など「新しい公
共の担い手」の現状や、ＮＰＯ法人などへの中間支援に関する情報提
供、自治体やＮＰＯ法人へのヒアリング調査のコーディネートを通じ
て効果的な事業づくりに協力しています 

沖縄市 
地域づくり協議会への参画 

子どもを軸とした地域活性化に取り組んでいる「沖縄市地域づくり協
議会」に、当行が構成主体の一つとして参画するとともに、同協議会
が実施するセミナーやワークショップの企画・運営を海邦総研が支援
するなど、緊密に連携しながら地域活性化に取り組んでいます。 


