
2 3

　皆さまには、平素より私ども沖縄海邦銀行をご利用
いただき、心より御礼申し上げます。
　このたび、頭取に就任した新城一史でございま
す。これからも行員一丸となり、地域の発展に貢献
してまいりますので、よろしくお願い申し上げま
す。

　「頭取に」というお話をいただいたときは驚いて頭
が真っ白になりました。プレス発表時には「緊張して
います。身の引き締まる思いです」と感想を述べまし
たが、少し時間がたって気持ちも落ち着きました。今

では逆に「これまで現場で考えていたことをカタチに
して、この銀行を引っ張っていこう」というポジティ
ブな気持ちに溢れています。

　「地域密着」「健全経営」「人材育成」を経営理念の
柱として、「お客さまのお役に立てる一番身近な銀
行」を掲げています。経営計画としては2020年4月
から2年間、「第16次中期経営計画」を進めており、
今後はこれをさらに深化させ、「お客さまを中心と

した新時代の金融サービスの提供」の実現を目指し
ています。経営理念ともリンクしていますが、経営
上最も大切にしているのは「地域貢献」で、地域に貢
献することで私たちも成長させていただいている
と感じています。
　ブランドビジョン「Beyond the Bank　あなた
の明日へ」は、テレビCMやポスターなどの広告で
ご覧になったことがある方も多いと思います。こ
のフレーズには、経営理念を礎としながらも、これ
までの銀行を超えて未来に向かって成長していく
強い姿勢と思いを込めています。時代の変化に対
応して新しい取り組みを行い、お客さまの立場で
もっと考える銀行になろうという私たちの決意で
す。

　沖縄海邦銀行は1949年に相互扶助を目的とした
「無尽会社」から始まりました。その後、相互銀行法に
基づく相互銀行、普銀転換で普通銀行になったという
いきさつがあります。相互銀行としてのDNAを引き
継いだ「庶民の銀行」としての風土が、色濃く残ってい
るのが当行の大きな特色だと思います。
　2015年には新本店ビルを竣工し、2019年5月には
創業70周年の節目を迎えました。現在、店舗数は50店
舗で、そのうち2店舗は出張所です。従業員数は、今年
3月現在で866人になりました。

　預金や貸出、為替のほか各種保険や証券投資信託の
窓口販売などさまざまな業務がありますが、主として
中小企業、小規模事業者を中心としたお客さまの支援
に力を入れています。ソリューション機能を発揮し、
お客さまのご相談に寄り添い、個々のニーズに柔軟に
応じた支援メニューを提案しています。

　若いころは営業店勤務もありましたし、本店では当
時の審査部や企業支援部、ソリューション営業部、ま
た総合企画部などさまざまな部署に配属され、現場業
務に当たってきました。入行して31年がたちました
が、地域に根差す、ウチナーンチュのための銀行とし
ての庶民的なカラーは大きく変わっていない気がし
ますね。もちろん、洗練された部分はありますが、多く
の銀行がデジタル化を推進する中、かいぎんは行動指
針にもあるように「足の銀行」として、フットワークを
生かした営業スタイルで地元に密着してきました。根
底にあるものは何も変わっていないと感じますね。
　私が15年間、在籍した審査部では、若いころは大
きなプロジェクトや審査業務などが重なり、夜中ま
で残業をすることもありました。激務に追われ、シャ

ワー、着替えのために夜中に自宅に戻って仮眠を取
り、早朝に出社することが1年ほど続きました。ちょ
うど末の子が生まれたころで、妻が撮影してくれた
ビデオを夜中に見て、わが子が寝返りを打てるよう
になったことを知りましたね。昔もそして今もそう
した職員一人一人の努力が積み重なって、現在のか
いぎんがあるのだと思います。

　高校時代の野球部メンバーで作ったチームでずっ
と草野球をしていましたが、コロナでそれができな
くなってしまいました。最近はもっぱらゴルフと日
曜大工を楽しんでいます。自宅の階段下の倉庫には
本格的な大工道具をそろえ、これまでに庭は6回変え
たんですよ。3人の子どものための砂場やハンモッ
ク、ウッドテラスを造りました。
　最近の営業店は私が若いころと違い、残業が少な
くワーク・ライフ・バランスは理想的です。会社とし
ても早めの帰宅を推奨しており、その時間を家庭や
趣味、自己啓発の時間に充ててもらえたらと思って
います。また、女性行員の産休、育休の取得実績も多
く、職場復帰後も活躍してもらっています。

　金融業界の大きな流れとして、貸出金利が低い状況
が銀行の収入減につながり、全国的に非常に厳しい状
態が続いています。加えて、少子高齢化が深刻化し、新
規事業の創出も多くは望めません。ただ、沖縄だけは
全国と状況が違っていました。裾野が非常に広い観光
業が好調だったことから全体を牽引し、県内の好景気
が続いていました。その中で県内の各金融機関はそれ
ぞれの特色を生かして、メインとなるお客さまの支援
に取り組んでいます。各金融機関のスタンスは今後も
変わらず続くものと思っています。
　コロナ禍が想像以上に長引き、企業も売上の減少な
ど事業環境が厳しいため、各金融機関が新型コロナ感
染症対応資金を中心に資金繰り支援を行ってきまし
た。融資のご相談は2020年度がピークでしたが、最近
は融資金の返済据え置きをさらに1年延長してほしい
というご相談が増えてきていることから、積極的に対
応しているところです。今後は、業績に影響があった
企業に対して、どのような本業支援やサービスをして
いくのかが銀行の腕の見せどころです。地域のお客さ

まへ充分な支援を続けることが、当行を含めた各金融
機関に与えられた課題だと思っています。

　「お客さまのお役に立てる一番身近な銀行」として
沖縄を元気にしたい。それが私のミッションです。組
織一丸となってさまざまな課題を解決し、ミッショ
ンを成し遂げたいと思っています。沖縄は高い失業
率や全国との収入格差、子どもの貧困など問題が多
くあります。また、県内の優秀な学生が就職で県外企
業へ多く流出している現状もあります。彼らが沖縄
で才能を発揮できるよう、実力のある企業を沖縄に
多くつくるためにも、金融マンの視点で何ができる
かを考えていきたいですね。
　地元に密着し、行員一人一人がお客さまとの距離
が近く、お客さまのご要望に可能な限りお応えしよ
うと頑張る姿勢がかいぎんの強みです。それを生か
して得意分野に特化した銀行になるべく、お客さま
支援に重点的に取り組みます。これまで72年にわた
り県民の皆さまに愛されてきた沖縄海邦銀行をこれ
からも末永くよろしくお願いします。
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今年で創業72年を迎えました。
あらためて設立の経緯を教えてください。
銀行の特色などはどのようなものでしょうか。

経営理念やブランドビジョン、
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経営上大切にしていることは
どのようなことでしょうか。
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が、地域に根差す、ウチナーンチュのための銀行とし
ての庶民的なカラーは大きく変わっていない気がし
ますね。もちろん、洗練された部分はありますが、多く
の銀行がデジタル化を推進する中、かいぎんは行動指
針にもあるように「足の銀行」として、フットワークを
生かした営業スタイルで地元に密着してきました。根
底にあるものは何も変わっていないと感じますね。
　私が15年間、在籍した審査部では、若いころは大
きなプロジェクトや審査業務などが重なり、夜中ま
で残業をすることもありました。激務に追われ、シャ

ワー、着替えのために夜中に自宅に戻って仮眠を取
り、早朝に出社することが1年ほど続きました。ちょ
うど末の子が生まれたころで、妻が撮影してくれた
ビデオを夜中に見て、わが子が寝返りを打てるよう
になったことを知りましたね。昔もそして今もそう
した職員一人一人の努力が積み重なって、現在のか
いぎんがあるのだと思います。

　高校時代の野球部メンバーで作ったチームでずっ
と草野球をしていましたが、コロナでそれができな
くなってしまいました。最近はもっぱらゴルフと日
曜大工を楽しんでいます。自宅の階段下の倉庫には
本格的な大工道具をそろえ、これまでに庭は6回変え
たんですよ。3人の子どものための砂場やハンモッ
ク、ウッドテラスを造りました。
　最近の営業店は私が若いころと違い、残業が少な
くワーク・ライフ・バランスは理想的です。会社とし
ても早めの帰宅を推奨しており、その時間を家庭や
趣味、自己啓発の時間に充ててもらえたらと思って
います。また、女性行員の産休、育休の取得実績も多
く、職場復帰後も活躍してもらっています。

　金融業界の大きな流れとして、貸出金利が低い状況
が銀行の収入減につながり、全国的に非常に厳しい状
態が続いています。加えて、少子高齢化が深刻化し、新
規事業の創出も多くは望めません。ただ、沖縄だけは
全国と状況が違っていました。裾野が非常に広い観光
業が好調だったことから全体を牽引し、県内の好景気
が続いていました。その中で県内の各金融機関はそれ
ぞれの特色を生かして、メインとなるお客さまの支援
に取り組んでいます。各金融機関のスタンスは今後も
変わらず続くものと思っています。
　コロナ禍が想像以上に長引き、企業も売上の減少な
ど事業環境が厳しいため、各金融機関が新型コロナ感
染症対応資金を中心に資金繰り支援を行ってきまし
た。融資のご相談は2020年度がピークでしたが、最近
は融資金の返済据え置きをさらに1年延長してほしい
というご相談が増えてきていることから、積極的に対
応しているところです。今後は、業績に影響があった
企業に対して、どのような本業支援やサービスをして
いくのかが銀行の腕の見せどころです。地域のお客さ

まへ充分な支援を続けることが、当行を含めた各金融
機関に与えられた課題だと思っています。

　「お客さまのお役に立てる一番身近な銀行」として
沖縄を元気にしたい。それが私のミッションです。組
織一丸となってさまざまな課題を解決し、ミッショ
ンを成し遂げたいと思っています。沖縄は高い失業
率や全国との収入格差、子どもの貧困など問題が多
くあります。また、県内の優秀な学生が就職で県外企
業へ多く流出している現状もあります。彼らが沖縄
で才能を発揮できるよう、実力のある企業を沖縄に
多くつくるためにも、金融マンの視点で何ができる
かを考えていきたいですね。
　地元に密着し、行員一人一人がお客さまとの距離
が近く、お客さまのご要望に可能な限りお応えしよ
うと頑張る姿勢がかいぎんの強みです。それを生か
して得意分野に特化した銀行になるべく、お客さま
支援に重点的に取り組みます。これまで72年にわた
り県民の皆さまに愛されてきた沖縄海邦銀行をこれ
からも末永くよろしくお願いします。

1990年のご入行以来、31年間で
沖縄海邦銀行はどのように変化しましたか。
また、現場業務の中での思い出深い
エピソードなどがあれば教えてください。

最後に新頭取としての意気込みと県民の
皆さまへのメッセージをお願いします。ご趣味は何ですか。

休日はどのように過ごされていますか。
かいぎんの「ワーク・ライフ・バランス」について
教えてください。

沖縄の金融業界の動向を教えてください。
コロナ禍の経営者への支援として
どのような取り組みをされていますか。

1949年創業時の沖縄無尽株式会社
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