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　みどりの運動に賛同してくださったお客さまや役職
員からの募金により、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47年間に亘り続けています。
　これまでの募金総額は1億1,300万円となり、お客
さまや役職員などから寄せられたご好意は、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
　2021年11月27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5回目の育樹祭を
開催しました。

　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。

みどりの
　　　運動

かいホーくんフラワー大作戦
　地域の皆さまと共にSDGsに貢献
する緑化活動を広げようと、2021年
11月8日より「かいホーくんフラ
ワー大作戦」を実施し、窓口でお花
のタネをお配りしました。お花が
咲くまでの成長過程を投稿いただき、
ホームページに掲載しています。

沖縄花のカーニバル2022へ寄贈
 2022年2月9日、第39回沖縄花の
カーニバル2022「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
　2005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2022年3月
5日、恩納村の真栄田漁港、与久田ビーチおよび
久良波海岸のビーチクリーン活動に参加しま
した。

CO2吸収量認証制度による認証
　「かいぎん平和の森」の森林保育活動に対し
て、2022年3月30日、沖縄県CO2吸収量認証
制度による「CO2吸収量認証書」の交付を受け
ました。今後も、みどりの運動を展開し、CO2
削減に貢献できるよう取り組みます。

かいぎんSDGs宣言 1.自然環境の保全
「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。
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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。

商工中金との
「事業再生・経営改善支援に関する
業務協力契約」締結
　2021年9月28日、株式会社商工組合
中央金庫と業務協力契約を締結しました。
　両社で相互に協力し、ウィズコロナ・
アフターコロナを見据えた中小企業・小規
模事業者の事業再生・経営改善支援に、
これまで以上に積極的に取り組みます。

八重瀬町との
「キャッシュレス推進に関する
連携協定」締結

　キャッシュレス化を推進し、八重瀬町の
地域活性化および市民生活環境の充実化
に貢献することを目的として、2021年
12月24日、キャッシュレス推進連携
協定を締結しました。
　今後も、新型コロナウイルス感染症
対策の新しい生活様式においても推奨され
ているキャッシュレス決済を推進し、
地域活性化およびサービス向上に努めます。

沖縄電力との
「脱炭素社会の実現に向けた包括連携に関する協定」締結
　2022年3月11日、株式会社
沖縄電力と包括連携協定を締
結しました。
　本協定に基づき、両社の相互
連携によるシナジーを発揮し、
県内のCO2排出ネットゼロと、
持続可能な社会の実現に向け
協力して取り組みます。

TBBの活動について

　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として、中小企業の一員となり経営会議への参加
や事業計画作成支援などを行い、事業の未来を一緒に創り上げています。
　お客さまと同じ目線に立ち、お客さま本位のサービス提供を目指し活動して
います。

派遣

コンサル
会社

外部連携
機関

中小企業
派遣

派遣

新たなネットワーク
コミュニティの創出

TBB活動理念（3C）
Challenge　若手が前例のない事に挑戦
Creative　かいぎんの新たな未来を見出し、創り出す
C h a n g e　あらゆる環境の中で、幅広い知見を深め、魅力ある人財へ変わっていく

事業計画の作成支援の様子トマト農園の栽培作業支援 外部機関と連携

～TBBの活動～
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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。

海邦銀行ジュニアサッカー
フェスティバル
　2021年11月21日、豊見城総合公園
陸上競技場にて「海邦銀行ジュニア
サッカーフェスティバル」を開催しま
した。多くの小学生が参加するなか、
海邦銀行サッカークラブの選手によ
る指導も行われ、大いに盛り上がりま
した。

赤い羽根共同募金に贈呈
　2021年11月11日、役職員から
の募金48万円余りを那覇市社会
福祉協議会に「赤い羽根共同募金」
として贈呈しました。1993年から
の募金総額は89 2万円余りと
なりました。

沖縄海邦銀行杯
争奪中学校軟式野球大会
　2022年3月11日、「第29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
を贈呈しました。スポーツを通じて地域
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。

健康経営優良法人2022
（大規模法人部門）に認定
　2022年3月9日、経済産業省と日本健康
会議が共同で実施する「健康経営優良
法人認定制度」において「健康経営優良
法人2022（大規模法人部門）」に認定
されました。2021年
6月24日に健康経営
宣言を掲げ「職員一人
ひとりが『健幸』で、
未来に向かって成長
するかいぎん」の実現
に向け取り組んで
おります。

グローバルマネーウィーク
（Global Money Week）
　若年層に対する金融教育および金融
包摂を推進するための国際的な啓発
活動「グローバルマネーウィーク」の趣旨
に賛同し、2022年の活動に参加しました。
かいホーくんが店頭にて金融リテラシー
向上の重要性と金融教育アプリ「クイズ・
かいホー伝説」（SDGsバージョン）の
活用をPRしました。
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