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第 16次中期経営計画（2020年 4月～ 2022年 3月）

第 16 次中期経営計画では、前中期経営計画で確立したビジネスモデルをベースに、お客さま
本位の良質な金融サービスを提供するため、時代にあった営業態勢や組織体制へ大きく深化する
ことを目指します。

基本方針・重点施策

当行の将来を見据え、
持続可能性のある
ビジネスモデルを確立する

キャッチフレーズ

当行の目指す姿
「お客さまのお役に立てる一番身近な
 銀行（コンサルティングとICTの融合）」

継続と深化 1．収益構造の改善
2．コンプライアンス・リスク管理の強化
3．内部監査態勢の強化

1．金融仲介機能と顧客本位業務の発揮
2．かんたんベンリの実現

1．営業態勢の見直し・強化
2．人事態勢の整備
3．人材育成
4．かいぎんブランドの浸透

安定した経営基盤の確立

金融サービスの強化

人と組織の強化
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　沖縄海邦銀行は、経営理念である「地域密着」「健全経営」
「人材育成」のもと、SDGs（持続可能な開発目標）の趣旨に
賛同し、「みどりの銀行」として環境保全に継続的に取り
組み、地域金融機関の役割・特性を活かして地域経済の
持続的な成長と、地域社会の活性化に貢献することで、
持続可能な社会の実現に努めてまいります。

　SDGs（Sustainable Development 
Goals）とは「持続可能な開発目標」のこと
です。
　2015年に国連で採択され、「誰一人取り
残さない」という理念のもと、2030年まで
に持続可能な世界を実現するための17の
ゴールと169のターゲットで構成されて
います。

SDGsとは

「おきなわSDGsパートナー」に登録されました
　「おきなわSDGsパートナー」とは沖縄県がSDGsの普及啓発に取り組むことを
目的に、県民に向けたSDGsの普及活動を行う企業（団体）を募集する『沖縄県
SDGsパートナー登録制度』で認定を受けた企業です。
　当行のこれまでの社会貢献活動の実績
と、SDGsの取組み姿勢が評価され、
2021年3月25日登録式がオンラインで
行われました。

かいぎんSDGs宣言
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かいぎんSDGs宣言 1.自然環境の保全

　当行は、1974年から長年に亘り「みどりの運動」を展開して
います。
　「沖縄をみどりの島に！緑と花で心にやすらぎを！」の
キャッチフレーズで、郷土に緑と花を増やし、安らぎのある街
づくりに取り組んでいます。

寄付型自動販売機設置
　売上の一部を「緑の募金」に寄付する「寄付型自動販売機」を
当行本店ビル9階に設置しました。今後も寄付型自動
販売機を順次増設し、「緑の募金」に貢献していきます。

沖縄花のカーニバル2021へ寄贈
　2021年1月13日、第38回沖縄花のカーニバル
2021「プランター贈呈式」が開催され、プランター
100鉢を寄贈しました。

「チーム美らサンゴ」への参加

世界自然遺産応援プロジェクトに共催

　2004年より「チーム美らサンゴ」に
参加し、サンゴ礁の再生・保全活動に
取り組んでいます。
　語呂合わせで「サンゴ」にちなんだ
2021年3月5日、恩納村の久良波海岸と
真栄田漁港のビーチクリーンに参加
しました。

　やんばるの豊かな森などを含む地域の
世界自然遺産登録に向けた機運醸成を図ろう
と、世界自然遺産応援プロジェクト「喜多郎
コンサートinやんばる」に共催団体として
参加しました。世界的なキーボード奏者、
喜多郎氏をお招きしWEB配信による音楽
イベントを開催いたしました。

「みどりの運動」を継続し、緑化推進、環境保全の啓発に貢献します。
「チーム美らサンゴ」への参加や海浜清掃活動を通して、海洋環境の
改善に努めます。

みどりの
　　　運動

　役職員からの募金のほか、みどりの運動に
賛同してくださったお客さまからの募金の
寄付活動を行っています。みどりの募金への
寄付は、みどりの運動が発足した1974年から
46年間に亘り続けています。
　2020年12月11日、84回目となる寄付を
行い、これまでの募金総額は1億1,100万円と
なりました。
　お客さまや役職員などから寄せられた
ご厚意は、さまざまな緑・森林づくりに活用
されています！

みどりの募金みどりの募金

育樹活動育樹活動
　2020年11月28日、糸満市の沖縄県平和創造の森公園内に
造成された「かいぎん平和の森」において第4回目の育樹祭を
開催しました。
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かいぎんSDGs宣言 2.地域経済の発展、持続的な成長
お客さまの企業ステージごとの経営支援およびソリューション活動に注力し、
地域経済の発展と持続的な成長を支援します。

TBBの活動について

TBBニュースの発行（行内向け当行
取引先紹介）

TBB
メンバー

による

顧客訪問

　当行では「お客さまのお役に立てる一番身近な
銀行」を実現するため「Team Beyond the 
Bank」（TBB）を結成しています。これまでの銀行
業務の枠組みを超えた新しい形での顧客支援・
紹介活動に取り組んでいます。

金融人材養成プログラムへの参加

かいぎんBigAdvance導入
　お客さまの企業価値向上のため、経営支援
プラットフォーム「かいぎんBigAdvance」の
取扱いを開始いたしました。本サービスの
提供を通して、お客さまの販路拡大、福利
厚生の充実、業務効率化など様々な経営課題
解決をサポートします。

沖縄県商工会連合会との
　「業務連携に関する覚書」締結
　2020年12月23日、沖縄県商工会連合会
との連携協定を締結しました。
　本連携は、県内における中小企業・小規模
事業者の経営支援に向けた取組みなどに
ついて両者間の連携を円滑にし、相互の
協力をもって事業者への支援促進を行う
ことを目的としています。本連携を通して
県内経済の活性化を図ってまいります。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う
各種相談受付体制の充実
　当行では新型コロナウイルス感染症拡大により影響を
受けられた、または今後影響を受ける可能性のある事業者
さま及び個人のお客さまに対し支援を行っています。
　資金繰りや支払方法の変更などのサポートを行って
おりますので、お取引店又は最寄りの営業店までご相談
ください。

【2020年４月～2021年３月新型コロナ関連対応実績】
　新規融資　2,647件　391億円
　条件変更　1,326件　471億円
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かいぎんSDGs宣言 3.地域社会の活性化
地域に密着した社会貢献活動を通し、地域の課題解決や産業振興、
コミュニケーションの活性化に寄与します。
沖縄の文化・伝統やスポーツの振興を支援し、豊かな社会環境の
構築に貢献します。

首里城うむいの燈プロジェクト
　首里城復興を願う気持ちを沖縄の元気に変えようと
県内企業14社の共催で「首里城うむいの燈
プロジェクト」が始動しました。モニュメントや
ウォーキングイベントなどを通して首里城と沖縄
を明るく照らします。

「首里城復興支援募金」寄付
　2020年10月22日、首里城の一日も早い
復興に向け県民の皆さまのご協力を
頂きながら共に支援することを目的に、
「首里城復興支援募金」300万円を沖縄県へ
寄付いたしました。

かいぎんサンタプレゼント
　2020年12月22日～12月25日、社会福祉施設など16施設に、
当行お取引先が製造・販売する「沖縄県産ブランド豚の豚肉詰め
合わせセット1,000個」「焼き菓子セット1,000個」をクリスマス
プレゼントとしてお届けしました。

具志川商業高等学校へ
　　　　　　　寄付金を贈呈

　2021年2月1日、第93回選抜高等
学校野球大会への出場が決定した
具志川商業高等学校に対し、派遣
費用の助成として当行および海銀
ボランティア基金（海邦コーラル
倶楽部）から50万円の寄付金を贈呈
いたしました。

沖縄海邦銀行杯争奪中学校軟式野球大会
　2021年3月9日、「第28回沖縄海邦銀行杯
争奪中学校軟式野球大会」への協賛金50万円
を贈呈いたしました。スポーツを通して地域
振興・青少年の健全な育成を目的に、1994年
より毎年協賛しています。

八重山支店、ユニフォームを着て
　千葉ロッテマリーンズを応援

　毎年石垣島で春季キャンプを開催
している千葉ロッテマリーンズを応援
しようと、八重山支店では全行員が
同チームのユニフォームを着用して
業務にあたり、地域金融機関として
キャンプを盛り上げました。
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