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沖縄公庫の
特色と役割

　沖縄公庫は、政府からの借入金（財政融資資金）及び出資金（産業投資出資金、一般会計出資金）、沖縄振興開発金融
公庫債券（財投機関債）の発行などを主な資金調達手段としています。

資金調達

▼ 資金調達の仕組み

▼ 資金調達（当初予算額）の内訳

▼ 格付（平成29年6月末現在）

資金調達の仕組み

　沖縄公庫は、平成14年度より毎年度、財投機関債の発行により貸付原資の自己調達を行っています。
　なお、平成28年度末における発行累計額は、2,580億円となっています。

財投機関債

沖
縄
公
庫

財政投融資

借入金財投債

出資金

財政投融資特別会計
〈財政融資資金〉

財政投融資特別会計
〈産業投資〉

出資金

財投機関債

一般会計

借入金独立行政法人
勤労者退職金共済機構

寄託金独立行政法人 農林漁業信用基金

住宅宅地債券その他

金
融
市
場

平成27年度
財政融資資金借入金
産業投資出資金
一般会計出資金
財投機関債
その他
勤労者退職金共済機構借入金
寄託金
住宅宅地債券

調達額合計

68,000
2,700
ー

10,000
3,266
2,700
10
556

83,966

平成28年度 平成29年度
（単位：百万円）

（注） （　）内は発行年限。

78,100
2,300
ー

25,000
2,789
2,200
10
579

108,189

82,400
2,100
ー

30,000
1,864
1,200
10
654

116,364

（株）格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ） AA＋（ネガティブ）

▼ 発行実績 （単位：百万円）

平成24年度

10,000 （10年）

平成25年度

10,000 （10年）

平成26年度

10,000 （10年）

平成27年度

10,000 （10年）

平成28年度
10,000 （10年）
15,000 （ 7年 ）
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　沖縄振興特別措置法においては、国は沖縄振興策の目
標実現に必要な資金の確保に努めることとされており、沖
縄公庫の出融資はその具体的措置の一つとして位置付け
られています。
　沖縄公庫は、国や沖縄県の沖縄振興策などと一体となっ
た様々な融資制度を活用し、長期・低利の資金を一元的に
供給する政策金融機関として、多様かつ高度な資金ニーズ
に迅速かつ的確な対応を図ってきました。沖縄の地域経済
に精通した政策金融機関として、これまで沖縄振興策に対
して積極的な貢献を果たしてきましたが、沖縄公庫には、今
後もこの役割を果たすことが求められています。（※）

（※）沖縄公庫の在り方について
沖縄公庫は、政策金融改革において平成24年度以降に㈱日本政策金
融公庫に統合するものとされていましたが、「沖縄振興特別措置法」の
改正（平成24年4月1日施行）に伴う「簡素で効率的な政府を実現する
ための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）の一
部改正（平成24年4月1日施行）により、統合時期は平成34年度以降
となっています。

沖縄振興策における沖縄公庫の位置付け
▼ 沖縄振興施策と沖縄公庫

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

沖縄振興基本方針（国）

沖縄振興特別措置法

沖縄21世紀ビジョン基本計画（県）（沖縄振興計画）
計画期間　平成24年度～平成33年度（10年）

【施策展開の基軸的な考え】
・潤いと活力をもたらす沖縄らしい優しい社会の構築
・日本と世界の架け橋となる強くしなやかな自立型経済の構築

【主な基本施策】
・「希望と活力にあふれる豊かな島」より抜粋

自立 型 経 済の構 築に向けた基 盤の整 備

世 界 水 準 の 観 光 リ ゾ ー ト 地 の 形 成

情 報 通 信 関 連 産 業 の 高 度 化・多 様 化

アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成

科学技術の振興と知的・産業クラスターの形成

沖縄の魅力や優位性を生かした新たな産業の創出

亜熱帯性気候等を生かした農林水産業の振興

地 域 を 支 え る 中 小 企 業 等 の 振 興

ものづくり産業の振興と地域ブランドの形成

雇 用 対 策 と 多 様 な 人 材 の 確 保

離 島 に お け る 定 住 条 件 の 整 備

離島の特色を生かした産業振興と新たな展開

駐 留 軍 用 地 跡 地 の 有 効 利 用 の 推 進

政 策 金 融 の 活 用

連携

連携

▼ 沖縄公庫が沖縄振興施策に果たしてきた役割←
詳細P60　

沖縄公庫は、「沖縄の優位性を生かした
民間主導の自立型経済の発展」を金融面から支えます。

沖縄の振興開発を支える総合政策金融機関

資料：沖縄県「沖縄21世紀ビジョン基本計画
　　 （平成24年5月）」を基に沖縄公庫作成

　沖縄公庫では、本土における日本公庫などの機関と同様の制度のほか、沖縄の地域的諸課題に応えるため、国や沖縄県
の沖縄振興策などと一体となった様々な独自制度を活用し、地域に密着した政策金融を推進しています。

出融資体系と沖縄独自の地域的課題への対応

▼ 沖縄公庫の出融資体系と沖縄振興策

産業開発資金 中小企業資金

赤土等流出防止低利（ちゅら海低利）

沖縄ひとり親雇用等促進貸付利率特例

沖縄地方創生雇用促進貸付利率特例（上記の※印の制度に適用）

沖 縄 特 利 （ 基準金利  －0.3％ ）

企業等への出資（産業基盤整備、リーディング産業育成支援）　　　　　　ベンチャー企業への出資（新事業創出促進出資）

駐留軍用地跡地の利用促進
●   駐留軍用地跡地開発促進　※

農業振興
●   沖縄農林漁業
　経営改善資金
●   製糖企業等資金
●   おきなわ
　ブランド振興資金
●   沖縄農林畜水産物
　等起業化支援資金
●   水産加工施設資金
●   沖縄農林漁業台風
　災害支援資金

生活基盤整備
●   離島・過疎地域
　病院等

社会資本・
産業基盤整備
●   電気
●   ガス
●   海運
●   航空
●   沖縄自立型
　経済発展
●   基本資金

人材育成
●   沖縄人材育成資金
●   教育資金所得特例
●   教育離島利率特例
●   教育ひとり親
　利率特例

●   位置境界明確化資金

産業集積の推進
●   沖縄特区等無担保貸付利率特例

リーディング産業の振興
●   国際物流拠点産業集積地域等特定地域振興　※

●   沖縄情報通信産業支援　※

●   沖縄観光リゾート産業振興　※

生業資金 生活衛生資金 農林漁業資金 医療資金 住宅資金
産業振興に寄与する
事業への長期資金の
融資

中小企業者への長期
事業資金の融資

小規模事業者への小口
の事業資金の融資、教
育ローン、恩給担保融資

生活衛生関係事業者
への事業資金の融資

農林漁業者、食品産業
向けの長期資金の融資

病院、診療所等の整
備・運営のための資金
の融資

賃貸住宅建設資金等
の融資

【沖縄公庫独自融資制度】

沖縄振興開発金融公庫

●   沖縄雇用・
　経営基盤強化
　資金（沖経）　

沖縄21世紀ビジョン基本計画
（沖縄振興計画）

沖縄振興基本方針
（平成24年5月11日内閣総理大臣決定）

沖縄振興特別措置法
（失効期限：平成34年3月31日）

沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、特別の措置
を講ずることにより、沖縄の自立的発展に資すると
ともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与する
ことを目的とする。（第1条）
内閣総理大臣は、沖縄の振興を図るため、沖縄振
興基本方針を定めるものとする。（第3条の2）
沖縄県知事は、沖縄振興基本方針に基づき、沖縄
振興計画を定めるよう努めるものとする。（第4条）
沖縄振興上重要な分野について、国による資金の
確保（沖縄公庫の独自融資制度の活用）を規定。
→観光産業（第10条）、情報通信産業（第33条）、製
造業等又は産業高度化・事業革新促進事業（第38
条）、国際物流拠点産業（第50条）、農林水産業（第
60条）、電気の安定的かつ適正な供給の確保（第
63条）、中小企業の振興（第72条）
新事業創出促進出資の業務について、引き続き沖
縄公庫の特例業務として規定。（第73条）

・

・

・

・

・

本基本方針は、沖縄振興特別措置法第3条の2に
基づき、国が考える沖縄の振興の意義や方向、振興
に当たっての基本的な視点を示すとともに、沖縄県
が沖縄振興計画を策定する際の指針となるべき基
本的事項や計画の推進に関する基本的事項につい
て定めたものである。（Ⅰ序文抜粋）
国においては、地元の創意工夫を生かした主体的
な取組を尊重する観点から、本年3月に改正され
た沖縄振興特別措置法において、より自由度の高
い交付金制度を創設し、産業振興を始めとする各
種特例措置を講じており、これらの措置や沖縄振
興開発金融公庫による政策金融等を通じ、各種支
援を行う。（Ⅱ沖縄の振興の意義及び方向抜粋）

・

・

沖縄21世紀ビジョンの実現には、地域産業の振
興、新たな産業分野の創出、離島等の地域振興、大
規模な駐留軍用地跡地の開発、中小企業や生産者
の経営基盤の強化等、多額の資金需要が見込まれ
ること、さらには、地理的特性を生かした産業の発
展や地方創生等の推進、子どもの貧困対策及び雇
用の質改善等、地域の課題に則したきめ細かな制
度の創設・拡充が求められることから、沖縄振興交
付金等による財政支援と民間投資を一層促進する
ための円滑な資金供給の仕組みは、車の両輪とし
て必要不可欠です。このため、政策金融について
は、本県の地域特性に精通し、きめ細かく機動的に
対応しうる沖縄振興開発金融公庫の役割が引き続
き重要であることから、総合政策金融機関としての
現行の組織及び機能の維持存続を図った上で、政
策ニーズに則した各種金融支援制度の整備やその
活用促進など、沖縄県や民間金融と協調・連携した
一層の役割発揮を求め、沖縄21世紀ビジョンの実
現を目指します。（第3章基本施策抜粋）

・

連携連携連携

▼ 沖縄公庫独自制度の融資構成比（金額）（平成28年度）
沖縄公庫独自制度

59.2％
日本公庫等並び制度

40.8％

中小企業の振興、雇用の促進
●   沖縄特産品振興貸付
●   沖縄創業者等支援貸付
●   沖縄離島振興貸付
●   沖縄中小企業経営基盤強化貸付

※

設立以来の
出融資実績

兆円6.3

沖
縄
公
庫
の
特
色
と
役
割
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　沖縄振興特別措置法においては、国は沖縄振興策の目
標実現に必要な資金の確保に努めることとされており、沖
縄公庫の出融資はその具体的措置の一つとして位置付け
られています。
　沖縄公庫は、国や沖縄県の沖縄振興策などと一体となっ
た様々な融資制度を活用し、長期・低利の資金を一元的に
供給する政策金融機関として、多様かつ高度な資金ニーズ
に迅速かつ的確な対応を図ってきました。沖縄の地域経済
に精通した政策金融機関として、これまで沖縄振興策に対
して積極的な貢献を果たしてきましたが、沖縄公庫には、今
後もこの役割を果たすことが求められています。（※）

（※）沖縄公庫の在り方について
沖縄公庫は、政策金融改革において平成24年度以降に㈱日本政策金
融公庫に統合するものとされていましたが、「沖縄振興特別措置法」の
改正（平成24年4月1日施行）に伴う「簡素で効率的な政府を実現する
ための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）の一
部改正（平成24年4月1日施行）により、統合時期は平成34年度以降
となっています。

沖縄振興策における沖縄公庫の位置付け
▼ 沖縄振興施策と沖縄公庫

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

沖縄振興基本方針（国）

沖縄振興特別措置法

沖縄21世紀ビジョン基本計画（県）（沖縄振興計画）
計画期間　平成24年度～平成33年度（10年）

【施策展開の基軸的な考え】
・潤いと活力をもたらす沖縄らしい優しい社会の構築
・日本と世界の架け橋となる強くしなやかな自立型経済の構築

【主な基本施策】
・「希望と活力にあふれる豊かな島」より抜粋

自立 型 経 済の構 築に向けた基 盤の整 備

世 界 水 準 の 観 光 リ ゾ ー ト 地 の 形 成

情 報 通 信 関 連 産 業 の 高 度 化・多 様 化

アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成

科学技術の振興と知的・産業クラスターの形成

沖縄の魅力や優位性を生かした新たな産業の創出

亜熱帯性気候等を生かした農林水産業の振興

地 域 を 支 え る 中 小 企 業 等 の 振 興

ものづくり産業の振興と地域ブランドの形成

雇 用 対 策 と 多 様 な 人 材 の 確 保

離 島 に お け る 定 住 条 件 の 整 備

離島の特色を生かした産業振興と新たな展開

駐 留 軍 用 地 跡 地 の 有 効 利 用 の 推 進

政 策 金 融 の 活 用

連携

連携

▼ 沖縄公庫が沖縄振興施策に果たしてきた役割←
詳細P60　

沖縄公庫は、「沖縄の優位性を生かした
民間主導の自立型経済の発展」を金融面から支えます。

沖縄の振興開発を支える総合政策金融機関

資料：沖縄県「沖縄21世紀ビジョン基本計画
　　 （平成24年5月）」を基に沖縄公庫作成

　沖縄公庫では、本土における日本公庫などの機関と同様の制度のほか、沖縄の地域的諸課題に応えるため、国や沖縄県
の沖縄振興策などと一体となった様々な独自制度を活用し、地域に密着した政策金融を推進しています。

出融資体系と沖縄独自の地域的課題への対応

▼ 沖縄公庫の出融資体系と沖縄振興策

産業開発資金 中小企業資金

赤土等流出防止低利（ちゅら海低利）
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沖縄地方創生雇用促進貸付利率特例（上記の※印の制度に適用）

沖 縄 特 利 （ 基準金利  －0.3％ ）

企業等への出資（産業基盤整備、リーディング産業育成支援）　　　　　　ベンチャー企業への出資（新事業創出促進出資）
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【沖縄公庫独自融資制度】

沖縄振興開発金融公庫
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・

・

・

・

・
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・

・
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・

連携連携連携

▼ 沖縄公庫独自制度の融資構成比（金額）（平成28年度）
沖縄公庫独自制度

59.2％
日本公庫等並び制度

40.8％

中小企業の振興、雇用の促進
●   沖縄特産品振興貸付
●   沖縄創業者等支援貸付
●   沖縄離島振興貸付
●   沖縄中小企業経営基盤強化貸付

※

設立以来の
出融資実績

兆円6.3
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　融資残高をみると、沖縄公庫は設備
資金の貸出シェアが高く、運転資金で
は民間が主体となっています（設備資
金シェア22.2％、運転資金同9.8％）。
　投資回収に長期を要する設備投資
分野では、公庫の長期・固定金利が活
用され、事業活動に必要な運転資金
は民間金融機関が主体となって供給
しています。

　民間投資を支援する沖縄公庫の政策金融は、財政上の
特例等による公共投資等の推進と並び、沖縄の振興開発に
おける「車の両輪」として位置付けられます。

▼ 内閣府沖縄担当部局予算額と沖縄公庫出融資額の推移

（昭和47年度～平成28年度累計）

〔内閣府沖縄担当部局予算額〕 11兆8,194億円
〔沖 縄 公 庫 出 融 資 実 績〕　6兆2,772億円

沖縄の振興開発における「車の両輪」

出・融資実績の推移

《民間は運転資金、沖縄公庫は設備資金に重点》
▼ 沖縄公庫の業種・使途別融資残高構成比（平成29年3月末）

資料：沖縄公庫作成　　注：県内4行庫（地銀、第二地銀、信用金庫）との合計に占める割合

製造業

建設業

卸売業・小売業

不動産業

情報通信業

運輸業

電気・ガス・水道業

その他

事業資金計

地方公共団体

個人

合計

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

9.8 18.6
22.2

■設備資金
■運転資金
■設備・運転資金合計

　沖縄公庫の貸出は、長期安定的な資金を供給し、民間金融を下支えしています。
　特に運転資金貸出は、景気後退期に伸長し、円滑な資金供給を行っています。

▼ 県内民間金融機関と沖縄公庫の貸出残高対前年比伸び率の推移

沖縄公庫総貸出 県内民間金融機関総貸出 沖縄公庫運転資金貸出 県内民間金融機関運転資金

注：平成22年3月以降の県内民間金融機関総貸出は、店舗所在地ベース、各年度の期中平均残高の伸び率。県内民間金融機関運転資金は、本店所在地ベース、各年度の期末残高の伸び率(平成14年3月末分より掲載)。
資料：沖縄公庫作成

　金融仲介機能の発揮 《沖縄公庫の貸出は景気後退期に伸長》

資料：沖縄公庫作成

注：昭和47～平成28年度までの内閣府沖縄担当部局
　 予算額は補正後のデータである。
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平成3年2月～
平成5年10月

元.4 消費税導入 7.1 阪神大震災

バブル崩壊 9.4 消費税5％に引き上げ
20.9
リーマンブラザーズ破綻
原油価格高騰相次ぐ金融機関の破綻

10.10 金融再生関連法成立
11.2 日銀ゼロ金利政策

13.3 日銀量的緩和政策

23.3 東日本大震災

13.9 米国同時多発テロ
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▼ 県内宿泊施設数の推移

特色ある観光関連事業の展開
～沖縄文化の発信～

《ハイライトインタビュー》

①

▼ 宿泊業への出融資実績

▼ 「情報通信関連産業の高度化・多様化」に係る出融資実績

▼ 国際物流拠点産業集積地域等
　 特定地域振興資金貸付の融資実績

　沖縄公庫は、国及び県の観光関連施策に基づき、沖縄の歴史・自然・文化等の多様で魅力ある地域資源を活用した、高
付加価値型観光の戦略的な展開等を行う観光関連事業者を支援し、世界水準の観光リゾート地の形成を推進します。
　県内の宿泊施設数は、平成19年の1,087軒（33,654室）から平成27年には1,664軒（41,037室）と577軒（7,383
室）増加しており、沖縄公庫の宿泊業への出融資実績は、平成19年度から平成28年度の累計で663件、713億97百万円
となっています。

世界水準の観光リゾート地の形成
～観光産業の裾野を広げ、世界水準の観光リゾート地の形成に貢献～

情報通信関連産業の高度化・多様化を支援
　沖縄公庫は、情報通信関連産業が、沖縄県におけるリー
ディング産業としてより一層の発展を遂げるため、情報通
信関連事業者向けの貸付制度（独自制度）を創設し、沖縄
振興施策における戦略的な情報通信関連産業の高度化・
多様化に対応しています。
　「情報通信関連産業の高度化・多様化」に係る出融資実
績は、平成19年度から平成28年度の累計で201件、55
億87百万円となっています。

国際物流拠点の形成に向けた戦略的な取組を支援
　沖縄公庫は、新たなリーディング産業として期待が高ま
る臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成や
県内事業者等による海外展開の促進を支援しています。
　「国際物流拠点産業集積地域等特定地域振興貸付」の
融資実績は、平成19年度から平成28年度の累計で268
件、251億99百万円、また、「企業活力強化貸付（海外展
開・事業再編資金）」の融資実績は、平成24年度から平成
28年度の累計で20件、4億19百万円となっています。

自立型経済の構築・発展に向けたリーディング産業の支援

貴社は沖縄文化の発信を経営理念として、飲食、宿泊等の多様な事
業展開に活かしていらっしゃいます。

渕辺社長　当社は平成5年に和食の「わだや」からスタートしました。
以来、沖縄特有の歴史や文化を経営資源としてとらえ「沖縄の文化を
広く深く正しく全世界に発信しよう」という経営理念のもとで、現在、
外食・ホテル等の事業を展開しています。琉球王国時代の自国の立場
を活かした外交、交易などの歴史、その中で育まれてきた文化は世界
に通ずる沖縄の魅力の一つであり、その発信が当社の事業展開にあ
たっての一貫したコンセプトということです。
　また、昨今の沖縄観光はインバウンドの増加が顕著でニーズも多
様化しており、アジアに一番近い日本という特性も融合させて沖縄を
再発信する、事業を展開するということも当社の成長エンジンです。
目下、沖縄の歴史・文化を学びながら沖縄料理を楽しんで頂ける「風
月楼」などの飲食店を展開しているほか、富裕層向けに「和琉」の空間
や食を発信するホテルとして「百名伽藍」を運営してきたところです。

富裕層向けリゾートホテル「百名伽藍」の開業・運営から見えてきた
もの。

渕辺社長　百名伽藍を建設するにあたっては、世界のどこに行って
もあるようなホテルではなく沖縄にしかないもの、「ザ・琉球」を強く
意識していました。沖縄に戦前まであった「円覚寺」をイメージしつ
つ、国内外のホテルではなく神社仏閣を見て回り構想を練りました。
他方で、観光リゾート目的で世界中を訪れる富裕層が多くいらっしゃ
る中で沖縄ではそういった方々の受入施設が手薄だと感じていまし
たので、富裕層を対象にして琉球の歴史や食文化を発信し差別化す
るという観点からもコンセプトを絞っていきました。
　もちろん立地環境も最大に活かしています。百名伽藍では海から
昇る朝日と海に沈む夕日の両方を見ることが出来るほど海岸に接し
ていますが、波音が絶え間なく聴こえる部屋の配置やベッドから起き
たときの目線が水平線と同じ高さになるような空間づくりなど、リ

ゾートとして快適にお過ごしいただくために細部にも徹底的にこだ
わっています。
　開業5年を経過しましたが、お陰さまでホスピタリティーや施設等
について、旅行サイト等で高い評価をいただいています。計画段階で
はインバウンドの急速な伸びは予想していませんでしたが、現在、国
外のお客様が3割を超え多様化していますし、リピーターも増えてい
ます。
　運営をとおして気がついたことはお客様の過ごし方ですね。連泊の
方が多いのですが、お部屋から一歩も出ない方も多く、何もしないこ
とが一番の贅沢のような過ごし方をされる方が多いことを実感して
います。お客様が飽きないようにダイニングメニューの工夫が必要に
なるなど、改めて学ぶことは多くあります。立地についても本島南部に
リゾートホテルは難しいと言われていましたが、しっかりとしたコンセ
プトを持ち、オリジナルな魅力を発揮していくことが、世代や地域を超
えて愛される施設になるんだという思いを新たにしています。

人材の確保、育成の取り組みについて。

渕辺社長　県内の雇用環境が改善する中で、人材の確保については
重要な経営課題と認識していますが、先ず離職率を如何に低められ
るかがポイントになると思っています。それには、待遇面のほかに、や
りがいであるとか、その企業で自己成長が出来るか否かといった側面
も大きいと考えています。
　当社では「愛されないスタッフは、お客様を愛さない」を標語の一つ
として取り組んでいますが、企業が、経営者がスタッフを愛することに
よって接客のホスピタリティーに繋がるという考え方です。また、当然
に接客マニュアル等は整備していますが、マニュアルですべての場面に
対応することはできません。スタッフにはTPOに応じて自分の良心を
信じてサービスすることの大切さも常々話しているところです。このほ
か、当社の経営理念に通じる琉球の歴史に関する定期的な勉強会や
史跡を巡る歴史ツアーなどをとおしてスタッフの理解を深めています。
　道半ばですが、このような取り組みをとおして、お客様から喜ばれ
る接客や沖縄文化を発信できることが、スタッフの自信、やりがいに
繋がることを目指して日々取り組んでいます。

多様な観光関連施設の展開。沖縄公庫に期待すること。

渕辺社長　恩納村の飲食施設「風月楼」の開業には、公庫の「沖縄観
光リゾート産業振興貸付」を利用しました。琉球の歴史、食文化、芸能
を発信することで多様な観光ニーズに応えることのできる施設として
展開したものです。
　このほか百名伽藍の計画を進めるにあたっても公庫の担当部署に
は私どものコンセプトに熱心に耳を傾けていただきましたが、今後も
沖縄観光のポテンシャルを実現していくための先見性、経営者の計画
に対する親身なスタンスを持ち続けていただきたいと思っています。
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株式会社ジェイシーシー
代表取締役社長　渕辺 俊紀
当社は、平成5年に創業、沖縄で生まれた企業として、外食・ホテ
ル・ブライダル・健康食宅配・食品製造・貿易・コンテンツ（本や
DVDなど）の7本柱で事業を展開している。平成24年には富裕層
向けリゾートホテル「百名伽藍」を開業し、平成29年3月には、沖縄
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注1）H21年以前は各年の10月1日現在の数値、H22年以降は12月31日現在の数値。
注2）民宿等=民宿、ペンション、貸別荘、ドミトリー、ゲストハウス、ウィークリーマンション

出所：沖縄県「宿泊施設実態調査」の資料を基に当公庫作成
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▼ 県内宿泊施設数の推移

特色ある観光関連事業の展開
～沖縄文化の発信～

《ハイライトインタビュー》

①
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は私どものコンセプトに熱心に耳を傾けていただきましたが、今後も
沖縄観光のポテンシャルを実現していくための先見性、経営者の計画
に対する親身なスタンスを持ち続けていただきたいと思っています。

ゾートとして快適にお過ごしいただくために細部にも徹底的にこだ
わっています。
　開業5年を経過しましたが、お陰さまでホスピタリティーや施設等
について、旅行サイト等で高い評価をいただいています。計画段階で
はインバウンドの急速な伸びは予想していませんでしたが、現在、国
外のお客様が3割を超え多様化していますし、リピーターも増えてい
ます。
　運営をとおして気がついたことはお客様の過ごし方ですね。連泊の
方が多いのですが、お部屋から一歩も出ない方も多く、何もしないこ
とが一番の贅沢のような過ごし方をされる方が多いことを実感して
います。お客様が飽きないようにダイニングメニューの工夫が必要に
なるなど、改めて学ぶことは多くあります。立地についても本島南部に
リゾートホテルは難しいと言われていましたが、しっかりとしたコンセ
プトを持ち、オリジナルな魅力を発揮していくことが、世代や地域を超
えて愛される施設になるんだという思いを新たにしています。

人材の確保、育成の取り組みについて。

渕辺社長　県内の雇用環境が改善する中で、人材の確保については
重要な経営課題と認識していますが、先ず離職率を如何に低められ
るかがポイントになると思っています。それには、待遇面のほかに、や
りがいであるとか、その企業で自己成長が出来るか否かといった側面
も大きいと考えています。
　当社では「愛されないスタッフは、お客様を愛さない」を標語の一つ
として取り組んでいますが、企業が、経営者がスタッフを愛することに
よって接客のホスピタリティーに繋がるという考え方です。また、当然
に接客マニュアル等は整備していますが、マニュアルですべての場面に
対応することはできません。スタッフにはTPOに応じて自分の良心を
信じてサービスすることの大切さも常々話しているところです。このほ
か、当社の経営理念に通じる琉球の歴史に関する定期的な勉強会や
史跡を巡る歴史ツアーなどをとおしてスタッフの理解を深めています。
　道半ばですが、このような取り組みをとおして、お客様から喜ばれ
る接客や沖縄文化を発信できることが、スタッフの自信、やりがいに
繋がることを目指して日々取り組んでいます。

多様な観光関連施設の展開。沖縄公庫に期待すること。

渕辺社長　恩納村の飲食施設「風月楼」の開業には、公庫の「沖縄観
光リゾート産業振興貸付」を利用しました。琉球の歴史、食文化、芸能
を発信することで多様な観光ニーズに応えることのできる施設として
展開したものです。
　このほか百名伽藍の計画を進めるにあたっても公庫の担当部署に
は私どものコンセプトに熱心に耳を傾けていただきましたが、今後も
沖縄観光のポテンシャルを実現していくための先見性、経営者の計画
に対する親身なスタンスを持ち続けていただきたいと思っています。

株式会社ジェイシーシー
代表取締役社長　渕辺 俊紀
当社は、平成5年に創業、沖縄で生まれた企業として、外食・ホテ
ル・ブライダル・健康食宅配・食品製造・貿易・コンテンツ（本や
DVDなど）の7本柱で事業を展開している。平成24年には富裕層
向けリゾートホテル「百名伽藍」を開業し、平成29年3月には、沖縄
の歴史と文化が体感できるエンターテイメント型の飲食施設「琉球
歴史絵巻館・沖縄地料理　風月楼（恩納本店）」をオープンした。

注1）H21年以前は各年の10月1日現在の数値、H22年以降は12月31日現在の数値。
注2）民宿等=民宿、ペンション、貸別荘、ドミトリー、ゲストハウス、ウィークリーマンション

出所：沖縄県「宿泊施設実態調査」の資料を基に当公庫作成
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成長ステージにあった金融支援
徳君株式会社

当社の成長ステージのニーズに合った金融支援により、事業基盤の確立、雇用の
創出（役員2名でスタート）があり、現在では従業員10名規模に拡大しています。

● 融資効果

沖縄公庫は、これまで当社設立（アーリーステージ）に伴う「新規開業支援資
金」、事業基盤構築時（ミドルステージ）には商工会議所推薦による「マル経資
金」・「沖経資金」を、事業所移転、事業拡大に伴う新事務所兼倉庫建設に際して
は「国際物流拠点産業集積地域等特定地域振興資金」により事業展開の支援を
行ってきました。

● 融資内容

当社は平成18年5月に設立、国際物流拠点産業集積地域である糸満市西崎の
工業団地内にて自動車工具・用品を取り扱う通信販売事業を営んでいます。

● 当社概要

　沖縄における新たな事業の創出を促進することは、沖縄の産業振興や雇用創出のために重要な要素となっています。特
に、創業者やベンチャー企業が独自の創造性や機動性を発揮し、新事業にチャレンジすることは、沖縄経済の活性化に貢
献するものです。
　一方で、このような企業は一般的に事業実績が乏しく、将来の事業見通しが難しいうえ、担保提供可能な資産が乏しい
場合があることから、資金調達が困難となる企業が多く存在します。
　沖縄公庫では、地域に根ざした総合公庫として、目利き力を発揮して新事業の可能性を見極めるとともに、最適な金融
支援策を提供しています。
　特に、沖縄公庫独自制度である「沖縄創業者等支援貸付」や、ベンチャー企業に対する「新事業創出促進出資」などによ
る積極的な資金供給をはじめ、担保に依存しない融資制度の活用により創業やベンチャービジネスなど新たに事業を行
う方を支援しています。

　創業・新事業展開・事業再生などに取り組む方の財務体質強化を図るために、「挑戦支援資本強化特例制度（資本性
ローン）」を適用して支援しています。本特例による債務については、長期の期限一括償還・無担保であるほか、金融機関の
債務者区分判定において自己資本とみなすことができ、民間金融機関融資の「呼び水」効果が期待されます。
　平成20年度から平成28年度までの融資実績（累計）は38件、24億4,400万円となっています。
　平成29年度からは、ひとり親世帯の親の創業等に適用が可能となりました。

革新的な技術に挑戦する企業を支援～資本性ローン～

　平成14年4月に施行された「沖縄振興特別措置法」
は、民間主導の自立型経済の構築に向けた、戦略的な産
業振興に主眼を置き、新事業の育成による沖縄の産業
振興と雇用創出を重要な政策課題に掲げてきました。
　「新事業創出促進出資制度」は、同法の改正後も、沖
縄における新たな事業の創出を促進することを目的に、
沖縄公庫業務の特例として設けられているもので、出資
実績は平成14年度から平成28年度までの累計で60
件、2,328百万円となっています。

「新事業創出促進出資」の実績　「沖縄創業者等支援貸付」は、新規開業や経営多角化
で必要となる資金を融資する沖縄公庫独自の制度です。
　平成28年度融資実績は、86億18百万円、過去10年
間（平成19～28年度）の累計では、5,004件、635億82
百万円となっています。

「沖縄創業者等支援貸付」の実績

創業・新事業展開への支援

融資事例

糸満市

小型焼却炉事業の本格的な海外・県外展開に対し、官民連携した協調支援を実施
株式会社トマス技術研究所

当社は、JICA事業を展開するために必要となる短期の運転資金をメイン行から調達していますが、本件資本性ローン
と併せた協調支援により当社の財務基盤を強固なものとし、資金繰りの円滑化が図られ、技術力を有する当社の海外・
県外展開の本格化に資することが期待されます。

● 融資効果

沖縄公庫は、資本性ローンを適用し、小型焼却炉を本格的に海外・県外へ展開すべく、材料仕入資金等の増加運転資
金を融資しました。 

● 融資内容

融資事例

うるま市

　新事業育成出資室では、新事業創出促進出資先への支援事業の一環と
して、当公庫の出資先や関係機関等をお招きし、「講演会」を開催しました。
　今回は、当公庫の出資先で、うるま市にて沖縄県内のバイオマス資源の有
効活用を行う株式会社バイオマス再資源化センター代表取締役社長 前堂 
正志氏を講師に迎え、『ベンチャー企業の事業戦略、地産地消の必要性』と
題し、ご講演いただき、参加者との意見交換も行いました。
　沖縄公庫は、今後とも関係機関とも連携しながら、沖縄における新たな事
業の創出を促進するためベンチャー企業への積極的な支援に取り組んで参
ります。

講演会の様子
（平成29年2月10日開催 場所：沖縄公庫本店会議室）

出資企業向け講演会を開催

▼ 「沖縄創業者等支援貸付」の融資実績と雇用効果
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沖縄公庫は、様々な創業者
関連融資制度により、創業・
多角化する事業者に必要な
資金を供給しています。

創業支援に対する取組

5,004件
過去10年間の「沖縄創業者
等支援貸付」の融資実績
（H19～28）

▼ 「新事業創出促進出資」の実績
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当社は、うるま市において、小型・中型焼却炉の製造販売を手掛けるベンチャー企業です。
海外展開としてJICA（独立行政法人国際協力機構）と連携し、インドネシア・バリ島の病院
への自社製品の導入を進めています。
当社および代表者による焼却炉関連の特許出願数は17件（うち認定数は14件）あり、①煙
を出さない超低ダイオキシン類、②完全自動運転、連続投入可能、③シンプルな構造で故
障しにくい、等の特許技術が高評価され、環境大臣賞などを受賞する等、焼却炉開発分野
における高度な技術力を確立しています。主力の小型焼却炉「チリメーサー」は、黒煙を出
さず、ダイオキシンの排出を低減し、産業廃棄物や一般ごみ等の処理が可能です。運転コス
トも低く抑えられ、漂着ゴミや農業資材の処分を目的に導入する自治体が多く、県内41市
町村のうち13市町村（15台）の納品実績を有しています。

● 当社概要
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成長ステージにあった金融支援
徳君株式会社

当社の成長ステージのニーズに合った金融支援により、事業基盤の確立、雇用の
創出（役員2名でスタート）があり、現在では従業員10名規模に拡大しています。

● 融資効果

沖縄公庫は、これまで当社設立（アーリーステージ）に伴う「新規開業支援資
金」、事業基盤構築時（ミドルステージ）には商工会議所推薦による「マル経資
金」・「沖経資金」を、事業所移転、事業拡大に伴う新事務所兼倉庫建設に際して
は「国際物流拠点産業集積地域等特定地域振興資金」により事業展開の支援を
行ってきました。

● 融資内容

当社は平成18年5月に設立、国際物流拠点産業集積地域である糸満市西崎の
工業団地内にて自動車工具・用品を取り扱う通信販売事業を営んでいます。

● 当社概要

　沖縄における新たな事業の創出を促進することは、沖縄の産業振興や雇用創出のために重要な要素となっています。特
に、創業者やベンチャー企業が独自の創造性や機動性を発揮し、新事業にチャレンジすることは、沖縄経済の活性化に貢
献するものです。
　一方で、このような企業は一般的に事業実績が乏しく、将来の事業見通しが難しいうえ、担保提供可能な資産が乏しい
場合があることから、資金調達が困難となる企業が多く存在します。
　沖縄公庫では、地域に根ざした総合公庫として、目利き力を発揮して新事業の可能性を見極めるとともに、最適な金融
支援策を提供しています。
　特に、沖縄公庫独自制度である「沖縄創業者等支援貸付」や、ベンチャー企業に対する「新事業創出促進出資」などによ
る積極的な資金供給をはじめ、担保に依存しない融資制度の活用により創業やベンチャービジネスなど新たに事業を行
う方を支援しています。

　創業・新事業展開・事業再生などに取り組む方の財務体質強化を図るために、「挑戦支援資本強化特例制度（資本性
ローン）」を適用して支援しています。本特例による債務については、長期の期限一括償還・無担保であるほか、金融機関の
債務者区分判定において自己資本とみなすことができ、民間金融機関融資の「呼び水」効果が期待されます。
　平成20年度から平成28年度までの融資実績（累計）は38件、24億4,400万円となっています。
　平成29年度からは、ひとり親世帯の親の創業等に適用が可能となりました。

革新的な技術に挑戦する企業を支援～資本性ローン～

　平成14年4月に施行された「沖縄振興特別措置法」
は、民間主導の自立型経済の構築に向けた、戦略的な産
業振興に主眼を置き、新事業の育成による沖縄の産業
振興と雇用創出を重要な政策課題に掲げてきました。
　「新事業創出促進出資制度」は、同法の改正後も、沖
縄における新たな事業の創出を促進することを目的に、
沖縄公庫業務の特例として設けられているもので、出資
実績は平成14年度から平成28年度までの累計で60
件、2,328百万円となっています。

「新事業創出促進出資」の実績　「沖縄創業者等支援貸付」は、新規開業や経営多角化
で必要となる資金を融資する沖縄公庫独自の制度です。
　平成28年度融資実績は、86億18百万円、過去10年
間（平成19～28年度）の累計では、5,004件、635億82
百万円となっています。

「沖縄創業者等支援貸付」の実績

創業・新事業展開への支援

融資事例

糸満市

小型焼却炉事業の本格的な海外・県外展開に対し、官民連携した協調支援を実施
株式会社トマス技術研究所

当社は、JICA事業を展開するために必要となる短期の運転資金をメイン行から調達していますが、本件資本性ローン
と併せた協調支援により当社の財務基盤を強固なものとし、資金繰りの円滑化が図られ、技術力を有する当社の海外・
県外展開の本格化に資することが期待されます。

● 融資効果

沖縄公庫は、資本性ローンを適用し、小型焼却炉を本格的に海外・県外へ展開すべく、材料仕入資金等の増加運転資
金を融資しました。 

● 融資内容

融資事例

うるま市

　新事業育成出資室では、新事業創出促進出資先への支援事業の一環と
して、当公庫の出資先や関係機関等をお招きし、「講演会」を開催しました。
　今回は、当公庫の出資先で、うるま市にて沖縄県内のバイオマス資源の有
効活用を行う株式会社バイオマス再資源化センター代表取締役社長 前堂 
正志氏を講師に迎え、『ベンチャー企業の事業戦略、地産地消の必要性』と
題し、ご講演いただき、参加者との意見交換も行いました。
　沖縄公庫は、今後とも関係機関とも連携しながら、沖縄における新たな事
業の創出を促進するためベンチャー企業への積極的な支援に取り組んで参
ります。

講演会の様子
（平成29年2月10日開催 場所：沖縄公庫本店会議室）

出資企業向け講演会を開催

▼ 「沖縄創業者等支援貸付」の融資実績と雇用効果
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沖縄公庫は、様々な創業者
関連融資制度により、創業・
多角化する事業者に必要な
資金を供給しています。

創業支援に対する取組

5,004件
過去10年間の「沖縄創業者
等支援貸付」の融資実績
（H19～28）

▼ 「新事業創出促進出資」の実績

出資額（累計）
出資企業数（累計）
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当社は、うるま市において、小型・中型焼却炉の製造販売を手掛けるベンチャー企業です。
海外展開としてJICA（独立行政法人国際協力機構）と連携し、インドネシア・バリ島の病院
への自社製品の導入を進めています。
当社および代表者による焼却炉関連の特許出願数は17件（うち認定数は14件）あり、①煙
を出さない超低ダイオキシン類、②完全自動運転、連続投入可能、③シンプルな構造で故
障しにくい、等の特許技術が高評価され、環境大臣賞などを受賞する等、焼却炉開発分野
における高度な技術力を確立しています。主力の小型焼却炉「チリメーサー」は、黒煙を出
さず、ダイオキシンの排出を低減し、産業廃棄物や一般ごみ等の処理が可能です。運転コス
トも低く抑えられ、漂着ゴミや農業資材の処分を目的に導入する自治体が多く、県内41市
町村のうち13市町村（15台）の納品実績を有しています。

● 当社概要
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　沖縄公庫では、古酒化の取組を強化している泡盛業界への更なる支援を図るため、沖縄県酒造協同組合の協力を得な
がら、 泡盛の在庫を担保とするスキームを開発、平成19年6月に同組合と「泡盛譲渡担保の取扱いに関する協定書」を締
結しました。
　また、泡盛以外の在庫や売掛債権担保などの取扱いを拡大しているほか、動産評価アドバイザーの養成にも力を入れて
います（平成29年3月末現在の有資格者16名）。
　その他、中小企業診断士（平成29年3月末現在の有資格者14名）や、M&Aによる事業承継等に精通した人材「M&Aシ
ニアエキスパート」（平成29年3月末現在の有資格者11名）の養成を行っています。引き続き沖縄公庫は、事業特性や多様
な資金ニーズに応じた最適な金融サービスを提供していきます。

事業特性に応じた最適な金融サービス～在庫などを担保とした融資制度等～

▼ ABL（機械設備などを除く）による融資実績

動産・債権担保
うち泡盛の在庫担保
※ABL（Asset Based Lending：動産・債権担保融資）とは、企業が有する在庫や売掛債権、機械設備などの事業収益資産を担保として活用する金融手法です。

地域経済の担い手、頑張る中小企業・小規模事業者を支援

　物的担保の少ない事業者に対して、商工会議所や商工会、生活衛生同業者組合等と密接に連携し、無担保・無保証人
の貸付制度である「小規模事業者経営改善資金（マル経資金）」や「生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付（衛経資
金）」により、経営改善や衛生水準の向上を支援しています。
　また、平成24年度には「沖縄雇用・経営基盤強化資金（沖経資金）」を創設しています。この制度は、商工会議所・商工会
の実施する経営強化指導を受けている特定規模事業者を対象にした無担保・無保証人の融資制度です。

小規模事業者に対する取組

泡盛を担保としたABL融資により、資金調達手段を多様化
有限会社今帰仁酒造

当社は昭和23年に創業した泡盛酒造会社で、今帰仁村に工場、 沖縄中部や東京に営業所があります。従業員
数は35名を有し、北部地域での雇用を支える重要な役割を果たしています。同社の製品である泡盛は、「美しき
古里」や「千年の響」などのブランド名で沖縄県や本土市場に出
荷されており、全国酒類コンクール泡盛部門人気投票1位に選
ばれるなど、高い知名度を有しています。

沖縄公庫は、貯蔵タンクの増設や資金繰り安定化のための運転
資金について、「泡盛担保特例制度」を活用したABL融資を行い
ました。 

古酒泡盛の製造には時間を要することから、長期の運転資金が必要となります。このような業界特性を鑑み、沖
縄公庫は、長期・固定・低利の融資により、泡盛業者の資金調達の円滑化と資金調達手段の多様化を支援して
います。泡盛の在庫を担保に、貯蔵タンク設置のための設備資金や資金繰り安定化のための運転資金が調達で
きたことで、更なる酒質の向上が図られ泡盛の付加価値向上に繋げています。

● 融資効果

● 融資内容

● 事業概要

融資事例

今帰仁村

（単位：件、百万円）

酒造工場内

【小規模事業者経営改善資金（マル経）】 【沖縄雇用・経営基盤強化資金（沖経）】 【生活衛生関係営業経営改善資金
　　　　  　　　　　　 特別貸付（衛経）】

かりゆしウェアの企画・製造・販売を一貫体制で
～自社ブランド確立に向けて～

《ハイライトインタビュー》
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貴社の事業概要、特徴についてお聞かせ下さい。

大城社長　弊社は昭和27年の創業です。私が20歳で入社した当時
は合名会社で、生地や反物を扱っていました。主に、米軍基地のゲー
ト前の店に外国人向けのオーダーメイドの生地を卸していました。そ
の後、後継者が見つからなかったので、私の方で志願しました。営業
譲渡をしてもらい、昭和60年に株式会社として第2創業期に入り、32
年になります。その間、企業ユニフォームと学校制服の製造・販売を
手がけ、現在はかりゆしウェアを加えた3本柱で事業展開しています。
　かりゆしウェアは、昭和45年に社団法人沖縄県観光連盟会長の
宮里定三氏の発案で「沖縄シャツ」の名称で発売されたのが始まりで
す。その後も昭和50年の沖縄国際海洋博覧会など何度かチャンスは
あったのですが、なかなか定着せず、平成12年に「かりゆしウェア」の
名称で登場した際に、九州・沖縄サミットで各国首脳が着用したこと
がきっかけで知名度が上がり、普及していきました。その頃から、弊社
でもかりゆしウェアの事業を本格化しました。
　現在県内では、卸販売、自社の直営店及びホテルの売店等で販売
しており、県外向けは、ネット販売が中心です。また海外への展開も模
索中です。

かりゆしウェアに対するこだわり、経営者としてのモットーについて。

大城社長　弊社のかりゆしウェアブランド「MAJUN（まじゅん）」は、
自社で企画から製造、販売までを一貫体制で行っています。かりゆし
ウェアを作り始めた頃、ブランドイメージを確立して県内外に展開し
ていくため、いろんなライフステージで身近に着ていただきたいとい
う思いで、沖縄の方言で「一緒に」という意味を持つ、「MAJUN」にブ
ランド名を決めました。今でこそ方言を使ったネーミングが多く見ら

れますが、当時は珍しかったです。
　企画部門では、若者から中高年向けまで年齢層ごとにターゲット
を絞ってデザインを起こし、価格もハイクラスのものから手ごろなもの
まで幅広く設定しています。近年、女性用のリゾート向けワンピースや
チュニックが、リゾート・ウェディングで来沖される方々に好評です。
「MAJUN」ブランドが支持されるためには、独自性と他社との差別化
等が必要と感じていますので、これからも商品開発等にはエネルギー
を注力したいと思っています。
　製造については、弊社の子会社である㈱ニチハン繊維で行ってい
ますが、「巻き伏せ本縫い」という、見た目がよく、肌触りがよく、かつ
丈夫な縫い方を採用しています。丸縫い（全ての工程を一人で仕上げ
ること）ができる縫い子を何人確保できるかが勝負で、そのために社
内の技術指導者による教育や先進地視察など人材育成には力を入
れています。一人前になるにはやはり5年はかかりますね。
　販売では、卸販売はもとよりですが、自社直営店舗での販売とネッ
ト販売を強化していく計画です。E/C（電子商取引）社会になっていま
すので、情報をいち早く収集して、時代に後れないよう変化への対応
にも気をつかっています。
　経営者として私自身は、常に危機意識を持つように努め、経営基盤
の充実を意識して、経営指標にもこだわっています。一方で経営判断
したら迷わない。「悲観的に考えて、楽観的に行動する」がモットーで
す。また、顧客価値を重視しつつ、社員の成長と共に会社も発展する
ことで、地域社会に貢献できると考えています。

今後の成長戦略について。

大城社長　私は、企業は常に多少なりとも成長しなければいけない
と思っていますので、貪欲に前を見て、そのためのハード・ソフト両面
からの投資をしています。従業員を増やし、工場も製品の増産を視野
に入れて増築していますし、併せて物流機能を充実させるために倉庫
も増設しています。また企画・販売体制を強化するため、直営店舗の
増改築に着手したところです。
　ソフト面では、ネット販売を強化するためWEB研究会の研修に参
加したり、中堅社員の育成に力を入れています。また、弊社では関連
する繊維製品の雑貨や、リゾートウェア関連のブランドの立ち上げも
計画しています。
　お陰さまでかりゆしウェアは県民に愛用され、定着してきています
が、よりよい商品を生み出していく努力を業界全体で取り組まなけれ
ばなりません。各社が切磋琢磨しながら魅力的な商品開発の意識や
販売意欲を共有しつつ進んでいけば、かりゆしウェアのさらなる発展
があると思っています。目下、業界を挙げて、長袖を普及させオール
シーズン化に取り組んでいるところです。

沖縄のものづくりにおける公庫への期待について。

大城社長　今回は弊社が工場増築を検討中のところ、公庫の製造業
向けの融資制度を知る機会があり、活用することで計画を実行でき
ました。県内の縫製業者は、小規模経営も多く、経営基盤の強化は重
要です。公庫には、中小零細企業へのアドバイスやニーズに沿った融
資制度の活用について、今後も取り組んで頂ければと思います。

株式会社日進商会
代表取締役　大城 英幸
当社は、昭和27年創業の（名）日進商会を現代表の大城氏が引き
継ぎ、昭和60年に株式会社として設立。学校制服、企業ユニホーム
及びかりゆしウェアを中心に販売を行っている。かりゆしウェア需
要増への対応が奏功し、当社ブランド「MAJUN」の知名度は高い。
また代表の大城氏は、沖縄県衣類縫製品工業組合の代表理事を
務め、かりゆしウェア需要の底上げ等にも尽力している。
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　沖縄公庫では、古酒化の取組を強化している泡盛業界への更なる支援を図るため、沖縄県酒造協同組合の協力を得な
がら、 泡盛の在庫を担保とするスキームを開発、平成19年6月に同組合と「泡盛譲渡担保の取扱いに関する協定書」を締
結しました。
　また、泡盛以外の在庫や売掛債権担保などの取扱いを拡大しているほか、動産評価アドバイザーの養成にも力を入れて
います（平成29年3月末現在の有資格者16名）。
　その他、中小企業診断士（平成29年3月末現在の有資格者14名）や、M&Aによる事業承継等に精通した人材「M&Aシ
ニアエキスパート」（平成29年3月末現在の有資格者11名）の養成を行っています。引き続き沖縄公庫は、事業特性や多様
な資金ニーズに応じた最適な金融サービスを提供していきます。

事業特性に応じた最適な金融サービス～在庫などを担保とした融資制度等～

▼ ABL（機械設備などを除く）による融資実績

動産・債権担保
うち泡盛の在庫担保
※ABL（Asset Based Lending：動産・債権担保融資）とは、企業が有する在庫や売掛債権、機械設備などの事業収益資産を担保として活用する金融手法です。

地域経済の担い手、頑張る中小企業・小規模事業者を支援

　物的担保の少ない事業者に対して、商工会議所や商工会、生活衛生同業者組合等と密接に連携し、無担保・無保証人
の貸付制度である「小規模事業者経営改善資金（マル経資金）」や「生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付（衛経資
金）」により、経営改善や衛生水準の向上を支援しています。
　また、平成24年度には「沖縄雇用・経営基盤強化資金（沖経資金）」を創設しています。この制度は、商工会議所・商工会
の実施する経営強化指導を受けている特定規模事業者を対象にした無担保・無保証人の融資制度です。

小規模事業者に対する取組

泡盛を担保としたABL融資により、資金調達手段を多様化
有限会社今帰仁酒造

当社は昭和23年に創業した泡盛酒造会社で、今帰仁村に工場、 沖縄中部や東京に営業所があります。従業員
数は35名を有し、北部地域での雇用を支える重要な役割を果たしています。同社の製品である泡盛は、「美しき
古里」や「千年の響」などのブランド名で沖縄県や本土市場に出
荷されており、全国酒類コンクール泡盛部門人気投票1位に選
ばれるなど、高い知名度を有しています。

沖縄公庫は、貯蔵タンクの増設や資金繰り安定化のための運転
資金について、「泡盛担保特例制度」を活用したABL融資を行い
ました。 

古酒泡盛の製造には時間を要することから、長期の運転資金が必要となります。このような業界特性を鑑み、沖
縄公庫は、長期・固定・低利の融資により、泡盛業者の資金調達の円滑化と資金調達手段の多様化を支援して
います。泡盛の在庫を担保に、貯蔵タンク設置のための設備資金や資金繰り安定化のための運転資金が調達で
きたことで、更なる酒質の向上が図られ泡盛の付加価値向上に繋げています。

● 融資効果

● 融資内容

● 事業概要

融資事例

今帰仁村

（単位：件、百万円）

酒造工場内

【小規模事業者経営改善資金（マル経）】 【沖縄雇用・経営基盤強化資金（沖経）】 【生活衛生関係営業経営改善資金
　　　　  　　　　　　 特別貸付（衛経）】

かりゆしウェアの企画・製造・販売を一貫体制で
～自社ブランド確立に向けて～

《ハイライトインタビュー》
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貴社の事業概要、特徴についてお聞かせ下さい。

大城社長　弊社は昭和27年の創業です。私が20歳で入社した当時
は合名会社で、生地や反物を扱っていました。主に、米軍基地のゲー
ト前の店に外国人向けのオーダーメイドの生地を卸していました。そ
の後、後継者が見つからなかったので、私の方で志願しました。営業
譲渡をしてもらい、昭和60年に株式会社として第2創業期に入り、32
年になります。その間、企業ユニフォームと学校制服の製造・販売を
手がけ、現在はかりゆしウェアを加えた3本柱で事業展開しています。
　かりゆしウェアは、昭和45年に社団法人沖縄県観光連盟会長の
宮里定三氏の発案で「沖縄シャツ」の名称で発売されたのが始まりで
す。その後も昭和50年の沖縄国際海洋博覧会など何度かチャンスは
あったのですが、なかなか定着せず、平成12年に「かりゆしウェア」の
名称で登場した際に、九州・沖縄サミットで各国首脳が着用したこと
がきっかけで知名度が上がり、普及していきました。その頃から、弊社
でもかりゆしウェアの事業を本格化しました。
　現在県内では、卸販売、自社の直営店及びホテルの売店等で販売
しており、県外向けは、ネット販売が中心です。また海外への展開も模
索中です。

かりゆしウェアに対するこだわり、経営者としてのモットーについて。

大城社長　弊社のかりゆしウェアブランド「MAJUN（まじゅん）」は、
自社で企画から製造、販売までを一貫体制で行っています。かりゆし
ウェアを作り始めた頃、ブランドイメージを確立して県内外に展開し
ていくため、いろんなライフステージで身近に着ていただきたいとい
う思いで、沖縄の方言で「一緒に」という意味を持つ、「MAJUN」にブ
ランド名を決めました。今でこそ方言を使ったネーミングが多く見ら

れますが、当時は珍しかったです。
　企画部門では、若者から中高年向けまで年齢層ごとにターゲット
を絞ってデザインを起こし、価格もハイクラスのものから手ごろなもの
まで幅広く設定しています。近年、女性用のリゾート向けワンピースや
チュニックが、リゾート・ウェディングで来沖される方々に好評です。
「MAJUN」ブランドが支持されるためには、独自性と他社との差別化
等が必要と感じていますので、これからも商品開発等にはエネルギー
を注力したいと思っています。
　製造については、弊社の子会社である㈱ニチハン繊維で行ってい
ますが、「巻き伏せ本縫い」という、見た目がよく、肌触りがよく、かつ
丈夫な縫い方を採用しています。丸縫い（全ての工程を一人で仕上げ
ること）ができる縫い子を何人確保できるかが勝負で、そのために社
内の技術指導者による教育や先進地視察など人材育成には力を入
れています。一人前になるにはやはり5年はかかりますね。
　販売では、卸販売はもとよりですが、自社直営店舗での販売とネッ
ト販売を強化していく計画です。E/C（電子商取引）社会になっていま
すので、情報をいち早く収集して、時代に後れないよう変化への対応
にも気をつかっています。
　経営者として私自身は、常に危機意識を持つように努め、経営基盤
の充実を意識して、経営指標にもこだわっています。一方で経営判断
したら迷わない。「悲観的に考えて、楽観的に行動する」がモットーで
す。また、顧客価値を重視しつつ、社員の成長と共に会社も発展する
ことで、地域社会に貢献できると考えています。

今後の成長戦略について。

大城社長　私は、企業は常に多少なりとも成長しなければいけない
と思っていますので、貪欲に前を見て、そのためのハード・ソフト両面
からの投資をしています。従業員を増やし、工場も製品の増産を視野
に入れて増築していますし、併せて物流機能を充実させるために倉庫
も増設しています。また企画・販売体制を強化するため、直営店舗の
増改築に着手したところです。
　ソフト面では、ネット販売を強化するためWEB研究会の研修に参
加したり、中堅社員の育成に力を入れています。また、弊社では関連
する繊維製品の雑貨や、リゾートウェア関連のブランドの立ち上げも
計画しています。
　お陰さまでかりゆしウェアは県民に愛用され、定着してきています
が、よりよい商品を生み出していく努力を業界全体で取り組まなけれ
ばなりません。各社が切磋琢磨しながら魅力的な商品開発の意識や
販売意欲を共有しつつ進んでいけば、かりゆしウェアのさらなる発展
があると思っています。目下、業界を挙げて、長袖を普及させオール
シーズン化に取り組んでいるところです。

沖縄のものづくりにおける公庫への期待について。

大城社長　今回は弊社が工場増築を検討中のところ、公庫の製造業
向けの融資制度を知る機会があり、活用することで計画を実行でき
ました。県内の縫製業者は、小規模経営も多く、経営基盤の強化は重
要です。公庫には、中小零細企業へのアドバイスやニーズに沿った融
資制度の活用について、今後も取り組んで頂ければと思います。

株式会社日進商会
代表取締役　大城 英幸
当社は、昭和27年創業の（名）日進商会を現代表の大城氏が引き
継ぎ、昭和60年に株式会社として設立。学校制服、企業ユニホーム
及びかりゆしウェアを中心に販売を行っている。かりゆしウェア需
要増への対応が奏功し、当社ブランド「MAJUN」の知名度は高い。
また代表の大城氏は、沖縄県衣類縫製品工業組合の代表理事を
務め、かりゆしウェア需要の底上げ等にも尽力している。
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　「沖縄離島振興貸付」は離島において産業の振興や経済
活性化に資する事業を行うために必要となる資金を融資す
る沖縄公庫独自の制度です。
　融資実績は、平成19年度から平成28年度の累計で
1,276件、315億15百万円となっており、1,047人の雇用効
果（見込み）を生み出しています。このほか、沖縄公庫の有す
る総合公庫機能を発揮して多様なニーズに応え、離島地域
における産業の振興、雇用の安定・確保に寄与しています。

「沖縄離島振興貸付」の実績

離島の振興・活性化を支援

八重山地域の観光振興に寄与する宿泊施設の建設を金融面で支援
内盛 正弘 様

当施設は、竹富島の集落入口に位置しています。竹富港から徒歩約10分と利便性が高く、竹富島観光の新たな魅力づく
りに寄与するほか、竹富町の経済活性化、八重山地域の観光振興につながることが期待されています。

● 融資効果

沖縄公庫は、宿泊施設及び食堂の建設資金を融資しま
した。

● 融資内容

平成15年に竹富町竹富にてパーラー（願寿屋）を開業。
平成28年8月にはコテージタイプの宿泊施設（2棟）及
び食堂を建設し、本格稼働しています。

● 事業概要

融資事例①

竹富町（竹富島）

6次化産業化に寄与する工場兼販売所の建設を金融面で支援
農業生産法人　有限会社伊盛牧場

当施設は、6次産業化を目的とした工場兼販売所であり、当社の事業規模拡
大のほか、八重山地域の経済活性化、観光振興に大きく資することが期待さ
れています。

● 融資効果

沖縄公庫は、工場兼販売所の建設資金等（農林漁業資金）を融資しました。● 融資内容

当社は、昭和53年創業の酪農業者です。酪農のほか、生乳・精肉の加工販売
所として平成22年に「ミルミル本舗（本店）」を開設し、牛乳ジェラート、乳牛・
雄子牛の肉を使用したハンバーガー等の販売を行っています。また平成29年
には、八重山地域の農産物を活用した加工品の製造・販売にも対応するため、
工場兼販売所をオープンし、加工販売の強化を図っています。

● 事業概要

融資事例②

石垣市

　沖縄は多くの離島を抱えることから、県民が等しく医療サービスの恩恵を受けられるよう離島・過疎地域での医療施設
の整備を進める必要があります。沖縄公庫では、こうした離島・過疎地域での病院などの新築や増改築に必要な資金につ
いて、融資限度額の特例を設けております（P41）。

離島地域における医療施設の整備

　離島地域における高等学校は、久米島、宮古島、伊良部島、石垣島の４島にしかなく、それらの島々以外の離島居住者は、
中学卒業後から親元を離れ、居住島以外の高校への進学を余儀なくされます。
　また、専門学校、大学などへの進学に際しても教育費用は大きな負担となっています。
　沖縄公庫では、利用者のニーズに則して教育資金の制度拡充を図り、離島地域における人材の育成を支援しています（P46）。

離島地域の人材育成

　沖縄公庫は、中部、北部、宮古、八重山に支店を置き、総合
公庫としての機能を最大限に発揮し、離島の魅力を生かした
振興・活性化のためにきめ細やかな支援を行っています。
　特に、宮古・八重山地域においては、事業所数に占める顧客
数の割合が、本支店の平均に比べ高い水準となっているなど
重要な資金供給機能を発揮しています。

各地に支店を置き、離島の振興・活性化を支援 ▼ 事業所数に占める顧客数の割合
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資料：総務省「 平成26年経済センサス ‒ 基礎調査 」に基づき沖縄公庫作成

経済チバリヨー（ワイドー）懇談会の様子

　各圏域における産業・地域経済の動向や沖縄公庫に対する
事業者ニーズなどを把握し、地域と公庫の相互理解を深め、沖
縄公庫が地域経済の自立的発展に一層貢献できるよう、経済
チバリヨー（ワイドー）懇談会を開催しています。

経済チバリヨー（ワイドー）懇談会の開催

＜平成28年度の開催実績＞
平成28年10月　八重山経済チバリヨー懇談会
平成28年11月　宮古経済ワイドー懇談会
平成28年11月　北部経済チバリヨー懇談会
平成28年11月　中部経済チバリヨー懇談会　

フォーラムの様子：那覇開催

＜開催実績＞
平成29年2月3日　那覇市
平成29年2月7日　宮古島市
平成29年2月8日　石垣市

　フォーラムでは、株式会社日本政策投資銀行のグループ会
社である株式会社価値総合研究所 執行役員 パブリックコン
サルティング第4事業部長 山崎清氏を講師に迎え、「沖縄の
経済環境を踏まえた企業経営」をテーマにご講演頂きました。
　また、那覇での開催時には、株式会社エス・ピー・ネットワー
ク 総合研究室 主任研究員 西尾晋氏にもご登壇頂き、「コンプ
ライアンス・リスク管理の最前線」についてご講演頂きました。
　フォーラムには、民間事業者の方々を始め、地方公共団体
の職員の方々など、多くの皆さまにご参加頂きました。

平成28年度沖縄公庫フォーラムの開催

315億円
過去10年間の「沖縄離島
振興貸付」の融資実績
（H19～28）

沖縄公庫は、離島の地理的・経済的諸課
題に対応するため、独自の貸付制度や制
度の特例を設け、離島の振興・活性化を
支援しています。

▼ 「沖縄離島振興貸付」の融資実績と雇用効果
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　「沖縄離島振興貸付」は離島において産業の振興や経済
活性化に資する事業を行うために必要となる資金を融資す
る沖縄公庫独自の制度です。
　融資実績は、平成19年度から平成28年度の累計で
1,276件、315億15百万円となっており、1,047人の雇用効
果（見込み）を生み出しています。このほか、沖縄公庫の有す
る総合公庫機能を発揮して多様なニーズに応え、離島地域
における産業の振興、雇用の安定・確保に寄与しています。

「沖縄離島振興貸付」の実績

離島の振興・活性化を支援

八重山地域の観光振興に寄与する宿泊施設の建設を金融面で支援
内盛 正弘 様

当施設は、竹富島の集落入口に位置しています。竹富港から徒歩約10分と利便性が高く、竹富島観光の新たな魅力づく
りに寄与するほか、竹富町の経済活性化、八重山地域の観光振興につながることが期待されています。

● 融資効果

沖縄公庫は、宿泊施設及び食堂の建設資金を融資しま
した。

● 融資内容

平成15年に竹富町竹富にてパーラー（願寿屋）を開業。
平成28年8月にはコテージタイプの宿泊施設（2棟）及
び食堂を建設し、本格稼働しています。

● 事業概要

融資事例①

竹富町（竹富島）

6次化産業化に寄与する工場兼販売所の建設を金融面で支援
農業生産法人　有限会社伊盛牧場

当施設は、6次産業化を目的とした工場兼販売所であり、当社の事業規模拡
大のほか、八重山地域の経済活性化、観光振興に大きく資することが期待さ
れています。

● 融資効果

沖縄公庫は、工場兼販売所の建設資金等（農林漁業資金）を融資しました。● 融資内容

当社は、昭和53年創業の酪農業者です。酪農のほか、生乳・精肉の加工販売
所として平成22年に「ミルミル本舗（本店）」を開設し、牛乳ジェラート、乳牛・
雄子牛の肉を使用したハンバーガー等の販売を行っています。また平成29年
には、八重山地域の農産物を活用した加工品の製造・販売にも対応するため、
工場兼販売所をオープンし、加工販売の強化を図っています。

● 事業概要

融資事例②

石垣市

　沖縄は多くの離島を抱えることから、県民が等しく医療サービスの恩恵を受けられるよう離島・過疎地域での医療施設
の整備を進める必要があります。沖縄公庫では、こうした離島・過疎地域での病院などの新築や増改築に必要な資金につ
いて、融資限度額の特例を設けております（P41）。

離島地域における医療施設の整備

　離島地域における高等学校は、久米島、宮古島、伊良部島、石垣島の４島にしかなく、それらの島々以外の離島居住者は、
中学卒業後から親元を離れ、居住島以外の高校への進学を余儀なくされます。
　また、専門学校、大学などへの進学に際しても教育費用は大きな負担となっています。
　沖縄公庫では、利用者のニーズに則して教育資金の制度拡充を図り、離島地域における人材の育成を支援しています（P46）。

離島地域の人材育成

　沖縄公庫は、中部、北部、宮古、八重山に支店を置き、総合
公庫としての機能を最大限に発揮し、離島の魅力を生かした
振興・活性化のためにきめ細やかな支援を行っています。
　特に、宮古・八重山地域においては、事業所数に占める顧客
数の割合が、本支店の平均に比べ高い水準となっているなど
重要な資金供給機能を発揮しています。

各地に支店を置き、離島の振興・活性化を支援 ▼ 事業所数に占める顧客数の割合
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資料：総務省「 平成26年経済センサス ‒ 基礎調査 」に基づき沖縄公庫作成

経済チバリヨー（ワイドー）懇談会の様子

　各圏域における産業・地域経済の動向や沖縄公庫に対する
事業者ニーズなどを把握し、地域と公庫の相互理解を深め、沖
縄公庫が地域経済の自立的発展に一層貢献できるよう、経済
チバリヨー（ワイドー）懇談会を開催しています。

経済チバリヨー（ワイドー）懇談会の開催

＜平成28年度の開催実績＞
平成28年10月　八重山経済チバリヨー懇談会
平成28年11月　宮古経済ワイドー懇談会
平成28年11月　北部経済チバリヨー懇談会
平成28年11月　中部経済チバリヨー懇談会　

フォーラムの様子：那覇開催

＜開催実績＞
平成29年2月3日　那覇市
平成29年2月7日　宮古島市
平成29年2月8日　石垣市

　フォーラムでは、株式会社日本政策投資銀行のグループ会
社である株式会社価値総合研究所 執行役員 パブリックコン
サルティング第4事業部長 山崎清氏を講師に迎え、「沖縄の
経済環境を踏まえた企業経営」をテーマにご講演頂きました。
　また、那覇での開催時には、株式会社エス・ピー・ネットワー
ク 総合研究室 主任研究員 西尾晋氏にもご登壇頂き、「コンプ
ライアンス・リスク管理の最前線」についてご講演頂きました。
　フォーラムには、民間事業者の方々を始め、地方公共団体
の職員の方々など、多くの皆さまにご参加頂きました。

平成28年度沖縄公庫フォーラムの開催

315億円
過去10年間の「沖縄離島
振興貸付」の融資実績
（H19～28）

沖縄公庫は、離島の地理的・経済的諸課
題に対応するため、独自の貸付制度や制
度の特例を設け、離島の振興・活性化を
支援しています。

▼ 「沖縄離島振興貸付」の融資実績と雇用効果
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市街化区域
（用途地域）

平成17年 DID

軍用地（斜線は自衛隊施設）

返還予定駐留軍用地

中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想（平成26年3月改訂版） 提供：沖縄県

▼ 中南部都市圏の市街地と基地の位置図

●西普天間住宅地区
●施設技術部地区内の
　倉庫地区の一部等
●ロウワー・プラザ住宅地区
●インダストリアル・コリドー等
●喜舎場住宅地区の一部

キャンプ瑞慶覧
（595.7ha）

※（151ha）一部返還

陸軍貯油施設
第1桑江タンクファーム
（15.8ha）

キャンプ桑江
南側地区
（67.5ha）

普天間飛行場
（480.5ha）

牧港補給地区
（273.7ha）

那覇港湾施設
（55.9ha）

　沖縄公庫は、「沖縄21世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）」などと一体となった新たな取組等の強化を目的に、以下の主要業務を
専門に担当する部署として融資第一部「地域振興班」を設置しております。

①駐留軍用地跡地の開発を支援する業務
②県内企業の海外展開を支援する業務
③沖縄振興に寄与する地域プロジェクトの推進を支援する業務

　沖縄公庫は、アジアを中心とする海外の成長力を取り込む県内事業者を「資金」と「情報」の両面から積極的に支援して
います。海外展開を図る事業者の資金ニーズに対応するほか、ジェトロ、JICAをはじめとする専門機関と連携しながら、皆
様の個々のニーズに応じた情報を提供しています。

海外進出や輸出促進を目指す県内事業者を積極的に支援

独立行政法人 国際協力機構沖縄国際センター（JICA沖縄）と業務連携にかかる覚書を締結
～連携強化により発展途上国への海外展開を推進～

沖縄公庫とJICA沖縄は、業務連携にかかる覚書を締結しました（平成29年1月）。

沖縄公庫では、中小企業の皆さまの海外展開のサポートが出来るよう関係機関と連携し、日本政策金融公庫バンコク駐在員事務所に職員
を派遣しています。

沖縄公庫が有する金融ノウハウとJICAが有する途上国のネットワークを活用し、途上国の開発へ
の貢献が期待される優れた技術・製品を有する沖縄県内事業者の海外展開を両機関が連携して
支援することにより、途上国の課題解決の促進と地域経済の活発化をサポートしていきます。

平成29年2月には、JICA沖縄等と連携し、「海外展開セミナー」を開催しました。同セミナーでは、
「貿易実務者養成のための貿易基礎知識」をテーマとした講演、海外展開支援制度の説明が行わ
れました。

関係機関との取組①

関係機関との取組②

覚書締結式の記者会見の様子

海外展開セミナーの様子

県内製造事業者の海外展開を支援
～沖縄東京計装株式会社（うるま市）～
沖縄公庫は、平成29年3月に沖縄東京計装株式会社（流量計製造業）に対し融資を実行し
ました。同社は、半導体製造装置メーカー向け流量計の製造等を目的に設立された株式会
社であり、同社で生産された沖縄発の製品が米国や韓国等の海外向けに輸出されています。

沖縄振興計画等に掲げる「県内事業者の海外展開の促進」に向けて、今後も県内企業の海
外展開を積極的にサポートしていきます。

海外展開の支援事例

駐留軍用地跡地開発・県内企業の海外展開などを支援する専担部署を設置（平成25年6月）

駐留軍用地跡地開発・県内企業の海外展開を支援

　SACO（沖縄に関する特別行動委員会）最終報告（平成８年12
月）では、全11施設・5,002haの返還が合意されました。
　また、平成25年4月には、「沖縄における在日米軍施設・区域に
関する統合計画」にて嘉手納飛行場より南の6施設・区域（約
1,048ha）の返還時期が示されました。
　今後、返還が予定されている広大な駐留軍用地跡地の利用に
は、「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推
進に関する特別措置法」のもと、跡地の迅速かつ効果的な利用を
進め、沖縄全体の振興につなげていくことが求められています（沖
縄21世紀ビジョン基本計画等）。

今後見込まれる大規模な駐留軍用地跡地開発

　返還された小禄金城地区、ハンビー・美浜・桑江地区、那覇新
都心地区、アワセゴルフ場地区への事業系設備資金の融資実績
は、平成8年度から平成28年度の累計で1,267件、1,048億69
百万円となっています。
　駐留軍用地跡地の利用促進が図られるよう、公庫が持つ金融
ノウハウを最大限に生かし、支援していきます。

駐留軍用地跡地における融資実績

（単位：件、百万円）

地区
小 禄 金 城

ハンビー・美浜・桑江

アワセゴルフ場

4 地 区 合 計

年度 H8~17 18~27 28 累計

那覇新都心

沖縄公庫は、今後返還の見込まれる大規模駐留軍用地跡地
開発などを支援します。 地域医療や災害発生時の拠点病院機能を備えた総合病院の建設資金に対し融資を実行

医療法人 沖縄徳洲会

当医療法人は、沖縄県を中心に医療・介護事業を展開しており、平成22年に返還された駐留軍用地跡地のアワ
セゴルフ場地区（北中城村）において、平成28年4月に中部地区の地域医療や災害発生時の拠点病院機能を充
実させた「中部徳洲会病院」を移転開設しました。

沖縄公庫は、平成25年度に創設された「駐留軍用地跡地開発促
進貸付」の適用により総合病院の建設資金について融資を実施
しました。

本病院は、当駐留軍用地跡地の区画整理事業における医療施
設としての都市基盤整備や災害発生時の拠点病院等、多様な機
能を持つ街づくりの促進につながることや雇用の創出等により、
沖縄県における地域開発及び経済の振興に寄与することが期待
されます。

● 融資効果

● 融資内容

● 事業概要

融資事例

北中城村

件　数
融資額
件　数
融資額
件　数
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1,049億円
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市街化区域
（用途地域）

平成17年 DID

軍用地（斜線は自衛隊施設）

返還予定駐留軍用地

中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想（平成26年3月改訂版） 提供：沖縄県

▼ 中南部都市圏の市街地と基地の位置図

●西普天間住宅地区
●施設技術部地区内の
　倉庫地区の一部等
●ロウワー・プラザ住宅地区
●インダストリアル・コリドー等
●喜舎場住宅地区の一部

キャンプ瑞慶覧
（595.7ha）

※（151ha）一部返還

陸軍貯油施設
第1桑江タンクファーム
（15.8ha）

キャンプ桑江
南側地区
（67.5ha）

普天間飛行場
（480.5ha）

牧港補給地区
（273.7ha）

那覇港湾施設
（55.9ha）

　沖縄公庫は、「沖縄21世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）」などと一体となった新たな取組等の強化を目的に、以下の主要業務を
専門に担当する部署として融資第一部「地域振興班」を設置しております。

①駐留軍用地跡地の開発を支援する業務
②県内企業の海外展開を支援する業務
③沖縄振興に寄与する地域プロジェクトの推進を支援する業務

　沖縄公庫は、アジアを中心とする海外の成長力を取り込む県内事業者を「資金」と「情報」の両面から積極的に支援して
います。海外展開を図る事業者の資金ニーズに対応するほか、ジェトロ、JICAをはじめとする専門機関と連携しながら、皆
様の個々のニーズに応じた情報を提供しています。

海外進出や輸出促進を目指す県内事業者を積極的に支援

独立行政法人 国際協力機構沖縄国際センター（JICA沖縄）と業務連携にかかる覚書を締結
～連携強化により発展途上国への海外展開を推進～

沖縄公庫とJICA沖縄は、業務連携にかかる覚書を締結しました（平成29年1月）。

沖縄公庫では、中小企業の皆さまの海外展開のサポートが出来るよう関係機関と連携し、日本政策金融公庫バンコク駐在員事務所に職員
を派遣しています。

沖縄公庫が有する金融ノウハウとJICAが有する途上国のネットワークを活用し、途上国の開発へ
の貢献が期待される優れた技術・製品を有する沖縄県内事業者の海外展開を両機関が連携して
支援することにより、途上国の課題解決の促進と地域経済の活発化をサポートしていきます。

平成29年2月には、JICA沖縄等と連携し、「海外展開セミナー」を開催しました。同セミナーでは、
「貿易実務者養成のための貿易基礎知識」をテーマとした講演、海外展開支援制度の説明が行わ
れました。

関係機関との取組①

関係機関との取組②

覚書締結式の記者会見の様子

海外展開セミナーの様子

県内製造事業者の海外展開を支援
～沖縄東京計装株式会社（うるま市）～
沖縄公庫は、平成29年3月に沖縄東京計装株式会社（流量計製造業）に対し融資を実行し
ました。同社は、半導体製造装置メーカー向け流量計の製造等を目的に設立された株式会
社であり、同社で生産された沖縄発の製品が米国や韓国等の海外向けに輸出されています。

沖縄振興計画等に掲げる「県内事業者の海外展開の促進」に向けて、今後も県内企業の海
外展開を積極的にサポートしていきます。

海外展開の支援事例

駐留軍用地跡地開発・県内企業の海外展開などを支援する専担部署を設置（平成25年6月）

駐留軍用地跡地開発・県内企業の海外展開を支援

　SACO（沖縄に関する特別行動委員会）最終報告（平成８年12
月）では、全11施設・5,002haの返還が合意されました。
　また、平成25年4月には、「沖縄における在日米軍施設・区域に
関する統合計画」にて嘉手納飛行場より南の6施設・区域（約
1,048ha）の返還時期が示されました。
　今後、返還が予定されている広大な駐留軍用地跡地の利用に
は、「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推
進に関する特別措置法」のもと、跡地の迅速かつ効果的な利用を
進め、沖縄全体の振興につなげていくことが求められています（沖
縄21世紀ビジョン基本計画等）。

今後見込まれる大規模な駐留軍用地跡地開発

　返還された小禄金城地区、ハンビー・美浜・桑江地区、那覇新
都心地区、アワセゴルフ場地区への事業系設備資金の融資実績
は、平成8年度から平成28年度の累計で1,267件、1,048億69
百万円となっています。
　駐留軍用地跡地の利用促進が図られるよう、公庫が持つ金融
ノウハウを最大限に生かし、支援していきます。

駐留軍用地跡地における融資実績

（単位：件、百万円）
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那覇新都心

沖縄公庫は、今後返還の見込まれる大規模駐留軍用地跡地
開発などを支援します。 地域医療や災害発生時の拠点病院機能を備えた総合病院の建設資金に対し融資を実行

医療法人 沖縄徳洲会

当医療法人は、沖縄県を中心に医療・介護事業を展開しており、平成22年に返還された駐留軍用地跡地のアワ
セゴルフ場地区（北中城村）において、平成28年4月に中部地区の地域医療や災害発生時の拠点病院機能を充
実させた「中部徳洲会病院」を移転開設しました。

沖縄公庫は、平成25年度に創設された「駐留軍用地跡地開発促
進貸付」の適用により総合病院の建設資金について融資を実施
しました。

本病院は、当駐留軍用地跡地の区画整理事業における医療施
設としての都市基盤整備や災害発生時の拠点病院等、多様な機
能を持つ街づくりの促進につながることや雇用の創出等により、
沖縄県における地域開発及び経済の振興に寄与することが期待
されます。

● 融資効果

● 融資内容

● 事業概要

融資事例
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《ハイライトインタビュー》

③

地方創生は「実行ステージ」へ－「沖縄版総合戦略」の推進－

沖縄公庫では、地域プロジェクトに係る助言業務協定を締結し市町村
と一体となって地域活性化に取り組んでいます。
平成29年4月には「第2回 公庫・市町村パートナーシップ推進会議」を
開催し、当公庫の取組等を紹介したほか、助言業務協定先の市町村長
と各地域が抱える課題や当公庫に対する要望について意見交換を行い
ました。
沖縄公庫では、今後も助言業務協定先の市町村との連携強化に努めて
まいります。

地方自治体との取組

　地方創生は、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定を経て、本格的な「事業展開」に取り組む段階となりました。沖
縄県および県内各市町村においても、国の総合戦略を踏まえて策定された「地方版総合戦略」が実行ステージに入り、各
地域におけるプロジェクトの推進や観光・商工・農林等の各分野における個別施策の取組が行われています。
　沖縄公庫は、設立以来、本県唯一の総合政策金融機関として良質な資金の提供等総合力を発揮し、本県経済の振興及
び社会の開発に積極的に取り組んできました。平成19年度には地域の課題解決に向けた組織横断的な専担部署として、地
域プロジェクト振興班（現「地域振興班」、P22参照）を設置し、公民連携プロジェクト（PPP、PFI等）の事業性を高めるため
に、「ファイナンス機能」のみならず「コンサルティング機能」、「コーディネイト機能」等のトータルソリューションを提供する
活動を展開しています。更に、市町村との「助言業務協定」締結等により地域プロジェクトの構想・企画段階から積極的に参
画し、より豊かで特色あるサステナブル（持続可能）な地域社会を築く取組を市町村と一体となって推進しています。
　今後も、引き続き、これまで培った県経済に対する知見や長期金融のノウハウ、そして当公庫が有する政府関係機関を
含めた幅広いネットワークを活かし、国や県等の重点施策と一体となって沖縄振興に貢献します。

モノレール「てだこ浦西駅」周辺スマートシティ開発を支援
～浦添スマートシティ基盤整備株式会社～

当社は、浦添市内の持続的なまちづくり（スマートシティ）における社会基盤整備
事業の企画・投資等を行う目的で、平成28年8月に浦添市の出資により設立さ
れた株式会社です。沖縄都市モノレール延長に伴い新設される「てだこ浦西駅」
周辺地区のスマートシティ開発の一環として、分散型エネルギーの事業化に取り
組んでいます。

沖縄公庫は、まちづくりの中核を担う当社の公平・中立的な経営体制の確立を
図るとともに、安定資金の供給により民間投融資の誘導を図り、地方自治体と民
間金融機関等が連携した地方創生のまちづくりの推進を支援するために平成
28年10月に当社へ出資を実行しました。

当社の事業は、「日本再興戦略2016」における地産地消型エネルギーシステム
の構築、「沖縄21世紀ビジョン基本計画」の低炭素都市づくりの推進に沿ったも
ので、スマートシティの実現により、土地の高度利用と持続的な地域発展に貢献
することが期待されています。

公民連携プロジェクト推進の支援事例

宿舎

「浦添らしさ」を活かすまちづくりの視点、方向性について。

松本市長　当市は戦後急激に人口が増えた街で、昭和45年に浦添
村から市に移行しました。しかしここ数年の人口は横ばいで推移してい
て、これは宅地不足や家賃の値上がりなどによる社会減が影響してい
ると考えています。平成27年度に「浦添市人口ビジョン」「浦添市まち・
ひと・しごと創生総合戦略」を策定しましたが、その際に行った年齢層
別の人口動向分析の結果に当市の特徴が表れています。20歳～24歳
層では大学進学等を契機として市外への流出が大きく、結婚や就職機
会が多くなる25歳～29歳層では市内への流入増となっています。ま
た、就学を迎える子と親といった子育て世帯の年齢層では、マイホーム
を求めて市外に流出する傾向が読み取れるというものです。出生率の
向上等による人口の自然増は維持しつつ、年齢層のバランスを重視し
た、活力あるまちづくりを進めていく必要があると考えています。
　現在進めているプロジェクトの効果としては、モノレールの延長によ
る駅周辺の集合住宅の整備が進むことが期待されますし、また、土地
区画整理事業（南第一、南第二等）が完了し宅地供給がなされること
で人口増に転ずる契機になると考えています。さらに、西海岸のキャン
プ・キンザーが返還されれば、住民に魅力のある土地利用の可能性も
広がっていきます。

子育て環境の整備とまちづくりについて。

松本市長　当市は子どもの多い街です。街の活力という意味でも子育
てしやすい環境づくりは重要で、若い子育て世代に当市を選んでもら
い定着してもらいたいと思っています。区画整理事業の実施にあたって
は、交通利便性の確保、公園用地や保育所等の子育て支援施設等を
きちんと配置、誘致していくことが、定住化につながるものと思います。
　今後、平成34年度をめどに、公立幼稚園（11園）を認定こども園とし
て保育機能を有するような組織（受け皿）に移行していきたいと考えて
います。多様なニーズに対応して幼保一体化教育を推進するとともに、
母親の社会進出を後押しする環境を整備したいと思います。また、当市

の特徴として全小学校区（11校）に児童センターが設置され、最近で
は子ども食堂や貧困対策の場としても活用されています。幼稚園、小学
校及び児童センターが一ヶ所に集約していますので利便性が非常に
良いという声を頂きます。また、いろんな年齢の児童生徒が交流できる
ことも子どもの成長に良い効果があるものと考えています。

主要プロジェクトの進捗とまちづくりの展開について。

松本市長　首里から延長工事中の都市モノレール事業については、
平成31年春の開業を目指して順調に整備が進み、各駅の周辺整備事
業も進行中です。本事業では、てだこ浦西駅が沖縄自動車道との結節
拠点となりますが、同地区のまちづくりにあたっては環境配慮型のス
マートシティ事業を展開します。具体的には、官民連携によって地産の
電力・冷熱・温熱などのエネルギーを駅周辺の事業施設に供給し、省
エネルギー、温室効果ガス低減、災害に強い供給体制を図るといった
未来志向のまちづくりを目指すものです。
　また特に同地区では、エネルギーでスマートなだけではなく、スマー
トなライフスタイルを目指していければと思っています。てだこ浦西駅
地区はこれから整備していくわけですが、自動車道との結節点である
ので、例えばITを活用したライドシェアリングや日常生活でレンタカー
を活用するなどの仕組みをつくっていくことがあげられます。レンタカー
は観光利用といったイメージが強いですが、住民が家族で移動する場
面ならバンタイプを選び、デートのときにはオープンカーを選ぶといっ
た具合に、いろんな選択肢の提供とともに移動の利便性も提供できる
地域になるのではないでしょうか。駅や近隣スーパーに気軽に利用で
きる「レンタカーステーション」がある街をてだこ浦西駅周辺で展開で
きればと思います。
　西海岸地域については、将来的には在沖米軍の牧港補給地区（キャ
ンプ・キンザー）の返還により、景観や自然を活かした世界的なリゾー
ト地を目指したいと考えています。沖縄県全体の重要なプロジェクトに
なると考えています。多くの英知を結集していただきながら街づくりを
進めていきたいと思います。
　現在の開発状況としては、先ず、那覇市と宜野湾市の西海岸を結ぶ
臨港道路浦添線と浦添北道路が平成29年度内に完成するということ
で間近に迫っています。加えて同31年の夏には、県内初進出のテナン
トを擁する県内最大規模のショッピングモールの開業が同道路の沿
線に予定されています。道路開通後には那覇空港から15分という好
立地になってきますので、県民だけでなく国内外の観光客が交流する
拠点施設として魅力ある事業展開を大いに期待しています。また、西海
岸地域では先行する事業になりますから今後のまちづくりのコンセプ
トにも関係が出てきます。市としてもまちづくりとモール事業が補完し
ながら展開・成長していくという視点は重要だと考えています。

助言協定から1年になります。沖縄公庫に期待することについて。

松本市長　公庫は、長年沖縄県の発展を経済面、金融面から支援し
てきた機関です。魅力的な街づくりを目指すにあたっては、主要プロ
ジェクトの遂行に関する連携だけではなく、当市で起業・創業する人材
の支援、地場産業の育成など連携できる分野は多く考えられます。助
言業務協定を連携の契機として、浦添市の様々な可能性にお力を貸し
ていただきたいと思います。

浦添市　松本哲治 市長
「浦添市が主役」、「市民が主役」、「子どもが主役」を大きな柱とし
て、市政に取り組んでいる松本市長。浦添市は現在、沖縄都市モノ
レールの延長に伴う「てだこ浦西駅」の周辺開発や西海岸開発等
のプロジェクトを進めている。沖縄公庫は、こうした浦添市の「まち
づくり」への取組に対し、プロジェクトの企画・構想段階から積極
的に参画し、情報や金融ノウハウの提供を行うことを目的とした
「助言業務協定」を平成28年8月に締結した。

主要プロジェクトを成功させ、
「市民が主役」の活力あるまちづくりを目指す

▼ 助言業務協定締結先一覧（11市町村）
締結年月

平成19年 5月
平成23年10月
平成26年 5月
平成26年12月
平成27年 8月

平成28年 8月
平成29年 2月

平成28年 1月

協　定　先
北　谷　町

北 中 城 村
宮古２市村（宮古島市・多良間村）

八重山３市町（石垣市・竹富町・与那国町）

南　城　市
西　原　町
浦　添　市
恩　納　村 恩納村との協定締結式

公庫・市町村パートナーシップ推進会議の様子

　沖縄公庫では、沖縄振興に寄与する地域プロジェクトを推進するため、PPP、PFI等の公民連携プロジェクトや基
幹交通、流通基盤施設の整備等の個別プロジェクト等に対し、構想・企画段階から助言や調整を行い、出・融資機能を
活用して、産業の振興と地域の発展を支援しています。

沖縄振興計画等と連携して、産業の振興と地域の発展を支援

（完成予想図）分散型エネルギー施設
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地方創生は「実行ステージ」へ－「沖縄版総合戦略」の推進－

沖縄公庫では、地域プロジェクトに係る助言業務協定を締結し市町村
と一体となって地域活性化に取り組んでいます。
平成29年4月には「第2回 公庫・市町村パートナーシップ推進会議」を
開催し、当公庫の取組等を紹介したほか、助言業務協定先の市町村長
と各地域が抱える課題や当公庫に対する要望について意見交換を行い
ました。
沖縄公庫では、今後も助言業務協定先の市町村との連携強化に努めて
まいります。

地方自治体との取組

　地方創生は、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定を経て、本格的な「事業展開」に取り組む段階となりました。沖
縄県および県内各市町村においても、国の総合戦略を踏まえて策定された「地方版総合戦略」が実行ステージに入り、各
地域におけるプロジェクトの推進や観光・商工・農林等の各分野における個別施策の取組が行われています。
　沖縄公庫は、設立以来、本県唯一の総合政策金融機関として良質な資金の提供等総合力を発揮し、本県経済の振興及
び社会の開発に積極的に取り組んできました。平成19年度には地域の課題解決に向けた組織横断的な専担部署として、地
域プロジェクト振興班（現「地域振興班」、P22参照）を設置し、公民連携プロジェクト（PPP、PFI等）の事業性を高めるため
に、「ファイナンス機能」のみならず「コンサルティング機能」、「コーディネイト機能」等のトータルソリューションを提供する
活動を展開しています。更に、市町村との「助言業務協定」締結等により地域プロジェクトの構想・企画段階から積極的に参
画し、より豊かで特色あるサステナブル（持続可能）な地域社会を築く取組を市町村と一体となって推進しています。
　今後も、引き続き、これまで培った県経済に対する知見や長期金融のノウハウ、そして当公庫が有する政府関係機関を
含めた幅広いネットワークを活かし、国や県等の重点施策と一体となって沖縄振興に貢献します。

モノレール「てだこ浦西駅」周辺スマートシティ開発を支援
～浦添スマートシティ基盤整備株式会社～

当社は、浦添市内の持続的なまちづくり（スマートシティ）における社会基盤整備
事業の企画・投資等を行う目的で、平成28年8月に浦添市の出資により設立さ
れた株式会社です。沖縄都市モノレール延長に伴い新設される「てだこ浦西駅」
周辺地区のスマートシティ開発の一環として、分散型エネルギーの事業化に取り
組んでいます。

沖縄公庫は、まちづくりの中核を担う当社の公平・中立的な経営体制の確立を
図るとともに、安定資金の供給により民間投融資の誘導を図り、地方自治体と民
間金融機関等が連携した地方創生のまちづくりの推進を支援するために平成
28年10月に当社へ出資を実行しました。

当社の事業は、「日本再興戦略2016」における地産地消型エネルギーシステム
の構築、「沖縄21世紀ビジョン基本計画」の低炭素都市づくりの推進に沿ったも
ので、スマートシティの実現により、土地の高度利用と持続的な地域発展に貢献
することが期待されています。

公民連携プロジェクト推進の支援事例

宿舎

「浦添らしさ」を活かすまちづくりの視点、方向性について。

松本市長　当市は戦後急激に人口が増えた街で、昭和45年に浦添
村から市に移行しました。しかしここ数年の人口は横ばいで推移してい
て、これは宅地不足や家賃の値上がりなどによる社会減が影響してい
ると考えています。平成27年度に「浦添市人口ビジョン」「浦添市まち・
ひと・しごと創生総合戦略」を策定しましたが、その際に行った年齢層
別の人口動向分析の結果に当市の特徴が表れています。20歳～24歳
層では大学進学等を契機として市外への流出が大きく、結婚や就職機
会が多くなる25歳～29歳層では市内への流入増となっています。ま
た、就学を迎える子と親といった子育て世帯の年齢層では、マイホーム
を求めて市外に流出する傾向が読み取れるというものです。出生率の
向上等による人口の自然増は維持しつつ、年齢層のバランスを重視し
た、活力あるまちづくりを進めていく必要があると考えています。
　現在進めているプロジェクトの効果としては、モノレールの延長によ
る駅周辺の集合住宅の整備が進むことが期待されますし、また、土地
区画整理事業（南第一、南第二等）が完了し宅地供給がなされること
で人口増に転ずる契機になると考えています。さらに、西海岸のキャン
プ・キンザーが返還されれば、住民に魅力のある土地利用の可能性も
広がっていきます。

子育て環境の整備とまちづくりについて。

松本市長　当市は子どもの多い街です。街の活力という意味でも子育
てしやすい環境づくりは重要で、若い子育て世代に当市を選んでもら
い定着してもらいたいと思っています。区画整理事業の実施にあたって
は、交通利便性の確保、公園用地や保育所等の子育て支援施設等を
きちんと配置、誘致していくことが、定住化につながるものと思います。
　今後、平成34年度をめどに、公立幼稚園（11園）を認定こども園とし
て保育機能を有するような組織（受け皿）に移行していきたいと考えて
います。多様なニーズに対応して幼保一体化教育を推進するとともに、
母親の社会進出を後押しする環境を整備したいと思います。また、当市

の特徴として全小学校区（11校）に児童センターが設置され、最近で
は子ども食堂や貧困対策の場としても活用されています。幼稚園、小学
校及び児童センターが一ヶ所に集約していますので利便性が非常に
良いという声を頂きます。また、いろんな年齢の児童生徒が交流できる
ことも子どもの成長に良い効果があるものと考えています。

主要プロジェクトの進捗とまちづくりの展開について。

松本市長　首里から延長工事中の都市モノレール事業については、
平成31年春の開業を目指して順調に整備が進み、各駅の周辺整備事
業も進行中です。本事業では、てだこ浦西駅が沖縄自動車道との結節
拠点となりますが、同地区のまちづくりにあたっては環境配慮型のス
マートシティ事業を展開します。具体的には、官民連携によって地産の
電力・冷熱・温熱などのエネルギーを駅周辺の事業施設に供給し、省
エネルギー、温室効果ガス低減、災害に強い供給体制を図るといった
未来志向のまちづくりを目指すものです。
　また特に同地区では、エネルギーでスマートなだけではなく、スマー
トなライフスタイルを目指していければと思っています。てだこ浦西駅
地区はこれから整備していくわけですが、自動車道との結節点である
ので、例えばITを活用したライドシェアリングや日常生活でレンタカー
を活用するなどの仕組みをつくっていくことがあげられます。レンタカー
は観光利用といったイメージが強いですが、住民が家族で移動する場
面ならバンタイプを選び、デートのときにはオープンカーを選ぶといっ
た具合に、いろんな選択肢の提供とともに移動の利便性も提供できる
地域になるのではないでしょうか。駅や近隣スーパーに気軽に利用で
きる「レンタカーステーション」がある街をてだこ浦西駅周辺で展開で
きればと思います。
　西海岸地域については、将来的には在沖米軍の牧港補給地区（キャ
ンプ・キンザー）の返還により、景観や自然を活かした世界的なリゾー
ト地を目指したいと考えています。沖縄県全体の重要なプロジェクトに
なると考えています。多くの英知を結集していただきながら街づくりを
進めていきたいと思います。
　現在の開発状況としては、先ず、那覇市と宜野湾市の西海岸を結ぶ
臨港道路浦添線と浦添北道路が平成29年度内に完成するということ
で間近に迫っています。加えて同31年の夏には、県内初進出のテナン
トを擁する県内最大規模のショッピングモールの開業が同道路の沿
線に予定されています。道路開通後には那覇空港から15分という好
立地になってきますので、県民だけでなく国内外の観光客が交流する
拠点施設として魅力ある事業展開を大いに期待しています。また、西海
岸地域では先行する事業になりますから今後のまちづくりのコンセプ
トにも関係が出てきます。市としてもまちづくりとモール事業が補完し
ながら展開・成長していくという視点は重要だと考えています。

助言協定から1年になります。沖縄公庫に期待することについて。

松本市長　公庫は、長年沖縄県の発展を経済面、金融面から支援し
てきた機関です。魅力的な街づくりを目指すにあたっては、主要プロ
ジェクトの遂行に関する連携だけではなく、当市で起業・創業する人材
の支援、地場産業の育成など連携できる分野は多く考えられます。助
言業務協定を連携の契機として、浦添市の様々な可能性にお力を貸し
ていただきたいと思います。

浦添市　松本哲治 市長
「浦添市が主役」、「市民が主役」、「子どもが主役」を大きな柱とし
て、市政に取り組んでいる松本市長。浦添市は現在、沖縄都市モノ
レールの延長に伴う「てだこ浦西駅」の周辺開発や西海岸開発等
のプロジェクトを進めている。沖縄公庫は、こうした浦添市の「まち
づくり」への取組に対し、プロジェクトの企画・構想段階から積極
的に参画し、情報や金融ノウハウの提供を行うことを目的とした
「助言業務協定」を平成28年8月に締結した。

主要プロジェクトを成功させ、
「市民が主役」の活力あるまちづくりを目指す

▼ 助言業務協定締結先一覧（11市町村）
締結年月

平成19年 5月
平成23年10月
平成26年 5月
平成26年12月
平成27年 8月

平成28年 8月
平成29年 2月

平成28年 1月

協　定　先
北　谷　町

北 中 城 村
宮古２市村（宮古島市・多良間村）

八重山３市町（石垣市・竹富町・与那国町）

南　城　市
西　原　町
浦　添　市
恩　納　村 恩納村との協定締結式

公庫・市町村パートナーシップ推進会議の様子

　沖縄公庫では、沖縄振興に寄与する地域プロジェクトを推進するため、PPP、PFI等の公民連携プロジェクトや基
幹交通、流通基盤施設の整備等の個別プロジェクト等に対し、構想・企画段階から助言や調整を行い、出・融資機能を
活用して、産業の振興と地域の発展を支援しています。

沖縄振興計画等と連携して、産業の振興と地域の発展を支援

（完成予想図）分散型エネルギー施設
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　離島県である沖縄は、景気変動、自然災害や急激な社会的・経済的環境の変化（P13上段の図参照）などによる影響を
大きく受けることから、「特別相談窓口」を機動的に開設し、影響を受けた企業や県民に対するきめ細やかな対応に努め、
影響を受けた皆さまのセーフティネットとしての役割を発揮しています。

「特別相談窓口」の開設など、セーフティネット機能を発揮

特別相談窓口による主なセーフティネット機能の発揮例

　「セーフティネット関連貸付」の融資実績は、平成19年度
から平成28年度の累計で4,764件、1,874億66百万円、
資金繰り支援等による雇用喪失防止効果（見込み）は、
69,741人となっています。
　平成20年9月のリーマンショック以降、セーフティネット
関連貸付が急増しました。また、平成23年度には、東日本
大震災及び大型台風で被害を受けた農林漁業者に対する
セーフティネット貸付の融資件数が急増（対22年度比約
24倍）しました。

「セーフティネット関連貸付」の実績

沖縄公庫は、経営環境や金融環境の変化などに対応し、
       影響を受けた企業の皆さまの資金繰りを支援しています。

例②　東日本大震災の復旧・復興に向けた政府の対策との連携
窓 口 名 東日本大震災に関する特別相談窓口／東日本大震災に関する中堅企業等特別相談窓口

平成23年3月12日～開設中開設期間

件数：423件　融資金額：116億円（平成29年5月31日現在）融資実績

開設理由
東日本大震災により被害を受けた中小・小規模事業者や農林漁業者およびこれらの方 と々お取引
のある中小企業等に加え、一時的に業況の悪化を来している中堅企業等の支援を図ることを目的に
設置しました。

例①　米国同時多発テロ発生（平成13年9月11日）時の対応
窓 口 名 観光関連業界緊急経営支援特別相談窓口

平成13年10月11日～平成14年10月28日開設期間

件数：358件　融資金額：99億円融資実績

開設理由 米国で発生した同時多発テロの風評被害により、影響を受けている観光関連事業者等への経営支
援を図ることを目的に設置しました。

例③　賃金引上げにかかる政府の対策との連携
窓 口 名 賃金水準上昇対策特別相談窓口

平成27年7月28日～開設中開設期間

件数：24件　融資金額：34億円（平成29年5月31日現在）融資実績

開設理由 賃金引上げによって資金繰りに影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援を図ることを目的に
設置しました。

例④　台風災害時の対応
年　度 窓　口　名 開設期間

平成25年度

平成27年度

平成26年度

台風 第 7号 災害特別相談窓口 平成25年 7月16日～平成26年 3月31日
台風 第23号 災害特別相談窓口 平成25年10月 7日～平成26年 3月31日
台風 第24号 災害特別相談窓口 平成25年10月 9日～平成26年 3月31日
台風 第 8号 災害特別相談窓口 平成26年 7月 9日～平成27年 3月31日
台風 第19号 災害特別相談窓口 平成26年10月14日～平成27年 3月31日

融資実績 件数：96件　融資金額：4.6億円（平成29年5月31日現在）

台風 第 6号 災害特別相談窓口 平成27年 5月13日～平成28年 3月31日
台風 第 9号 災害特別相談窓口 平成27年 7月13日～平成28年 3月31日
台風 第13号 災害特別相談窓口 平成27年 8月10日～平成28年 3月31日
台風 第15号 災害特別相談窓口 平成27年 8月25日～平成28年 3月31日
台風 第21号 災害特別相談窓口 平成27年 9月29日～平成28年 3月31日

平成28年度
台風 第16号・17号 災害特別相談窓口 平成28年 9月20日～平成29年 3月31日
台風 第18号 災害特別相談窓口 平成28年10月 5日～平成29年 3月31日

セーフティネット機能の発揮

“セーフティネット機能を発揮”
収穫量が大幅に減少した養殖モズク生産者を迅速に支援　宮古支店

　宮古支店では、冬場の長雨や日照不足による発育不足から、収穫量が
大幅に減少した養殖モズク生産者の方々を対象に、宮古島漁業協同組合
や沖縄県、宮古島市と協力・連携し、平成28年6月に融資制度等説明会を
開催しました。
　宮古島市から罹災証明を受けた41名の生産者のうち、農林漁業セーフ
ティネット資金の融資実績は、15先、3,150万円となり、うち2先について
は、融資と併せて返済条件の緩和（1年間の元金返済猶予）により資金繰
り支援を実施しました。

取組事例

宮古島市

▼ 主な「セーフティネット関連貸付」の概要
ご融資の種類 ご利用いただける方 ご融資の限度額

中小企業資金
生業資金
生活衛生資金

経営環境変化対応資金

取引企業倒産対応資金

7億2,000万円
4,800万円
5,700万円

中小企業資金
生業資金
生活衛生資金

金融環境変化対応資金

農林漁業セーフティネット資金

沖縄農林漁業台風災害支援資金

別枠 3億円
別枠 4,000万円
別枠 4,000万円

中小企業資金
生業資金

別枠 1億5,000万円
別枠 3,000万円

農林漁業資金 一般 600万円
特認 年間経営費等の3／12

（平成29年4月現在）

一時的な売上高の減少等業況が悪化している方、社会的
な要因による業況悪化により資金繰りに支障を来してい
る方など

災害等により被害を受けた経営の再建に必要な資金又は
社会的、経済的な環境の変化等により資金繰りに支障を
来たしている方など

300万円

台風災害により被害を受けた農林漁業経営の再建を必要
としている方
【対象地域】宮古島市及び多良間村
【対象品目】葉たばこ

金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰り
が悪化している方

取引企業等の倒産により、資金繰りに影響が出ている方など
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▼ 「セーフティネット関連貸付」の融資実績と雇用喪失防止効果

融資額（各年度計） 雇用喪失防止効果（累計）

9,703 31,348 19,691 25,499 23,327 17,436 15,535 20,695 20,959
3,273

48,552

55,747

62,655

69,741

41,644

31,562

20,776

13,922

5,0461,125

説明会の様子（場所：宮古島漁業協同組合）

過去10年間の「セーフティ
ネット関連貸付」の雇用喪失

防止効果
（H19～28）

69,741人
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　離島県である沖縄は、景気変動、自然災害や急激な社会的・経済的環境の変化（P13上段の図参照）などによる影響を
大きく受けることから、「特別相談窓口」を機動的に開設し、影響を受けた企業や県民に対するきめ細やかな対応に努め、
影響を受けた皆さまのセーフティネットとしての役割を発揮しています。

「特別相談窓口」の開設など、セーフティネット機能を発揮

特別相談窓口による主なセーフティネット機能の発揮例

　「セーフティネット関連貸付」の融資実績は、平成19年度
から平成28年度の累計で4,764件、1,874億66百万円、
資金繰り支援等による雇用喪失防止効果（見込み）は、
69,741人となっています。
　平成20年9月のリーマンショック以降、セーフティネット
関連貸付が急増しました。また、平成23年度には、東日本
大震災及び大型台風で被害を受けた農林漁業者に対する
セーフティネット貸付の融資件数が急増（対22年度比約
24倍）しました。

「セーフティネット関連貸付」の実績

沖縄公庫は、経営環境や金融環境の変化などに対応し、
       影響を受けた企業の皆さまの資金繰りを支援しています。

例②　東日本大震災の復旧・復興に向けた政府の対策との連携
窓 口 名 東日本大震災に関する特別相談窓口／東日本大震災に関する中堅企業等特別相談窓口

平成23年3月12日～開設中開設期間

件数：423件　融資金額：116億円（平成29年5月31日現在）融資実績

開設理由
東日本大震災により被害を受けた中小・小規模事業者や農林漁業者およびこれらの方 と々お取引
のある中小企業等に加え、一時的に業況の悪化を来している中堅企業等の支援を図ることを目的に
設置しました。

例①　米国同時多発テロ発生（平成13年9月11日）時の対応
窓 口 名 観光関連業界緊急経営支援特別相談窓口

平成13年10月11日～平成14年10月28日開設期間

件数：358件　融資金額：99億円融資実績

開設理由 米国で発生した同時多発テロの風評被害により、影響を受けている観光関連事業者等への経営支
援を図ることを目的に設置しました。

例③　賃金引上げにかかる政府の対策との連携
窓 口 名 賃金水準上昇対策特別相談窓口

平成27年7月28日～開設中開設期間

件数：24件　融資金額：34億円（平成29年5月31日現在）融資実績

開設理由 賃金引上げによって資金繰りに影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援を図ることを目的に
設置しました。

例④　台風災害時の対応
年　度 窓　口　名 開設期間

平成25年度

平成27年度

平成26年度

台風 第 7号 災害特別相談窓口 平成25年 7月16日～平成26年 3月31日
台風 第23号 災害特別相談窓口 平成25年10月 7日～平成26年 3月31日
台風 第24号 災害特別相談窓口 平成25年10月 9日～平成26年 3月31日
台風 第 8号 災害特別相談窓口 平成26年 7月 9日～平成27年 3月31日
台風 第19号 災害特別相談窓口 平成26年10月14日～平成27年 3月31日

融資実績 件数：96件　融資金額：4.6億円（平成29年5月31日現在）

台風 第 6号 災害特別相談窓口 平成27年 5月13日～平成28年 3月31日
台風 第 9号 災害特別相談窓口 平成27年 7月13日～平成28年 3月31日
台風 第13号 災害特別相談窓口 平成27年 8月10日～平成28年 3月31日
台風 第15号 災害特別相談窓口 平成27年 8月25日～平成28年 3月31日
台風 第21号 災害特別相談窓口 平成27年 9月29日～平成28年 3月31日

平成28年度
台風 第16号・17号 災害特別相談窓口 平成28年 9月20日～平成29年 3月31日
台風 第18号 災害特別相談窓口 平成28年10月 5日～平成29年 3月31日

セーフティネット機能の発揮

“セーフティネット機能を発揮”
収穫量が大幅に減少した養殖モズク生産者を迅速に支援　宮古支店

　宮古支店では、冬場の長雨や日照不足による発育不足から、収穫量が
大幅に減少した養殖モズク生産者の方々を対象に、宮古島漁業協同組合
や沖縄県、宮古島市と協力・連携し、平成28年6月に融資制度等説明会を
開催しました。
　宮古島市から罹災証明を受けた41名の生産者のうち、農林漁業セーフ
ティネット資金の融資実績は、15先、3,150万円となり、うち2先について
は、融資と併せて返済条件の緩和（1年間の元金返済猶予）により資金繰
り支援を実施しました。

取組事例

宮古島市

▼ 主な「セーフティネット関連貸付」の概要
ご融資の種類 ご利用いただける方 ご融資の限度額

中小企業資金
生業資金
生活衛生資金

経営環境変化対応資金

取引企業倒産対応資金

7億2,000万円
4,800万円
5,700万円

中小企業資金
生業資金
生活衛生資金

金融環境変化対応資金

農林漁業セーフティネット資金

沖縄農林漁業台風災害支援資金

別枠 3億円
別枠 4,000万円
別枠 4,000万円

中小企業資金
生業資金

別枠 1億5,000万円
別枠 3,000万円

農林漁業資金 一般 600万円
特認 年間経営費等の3／12
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融資事例

　沖縄県内においても、社会的・経済的環境の急激な変化などにより、
抜本的な経営改善や事業の再生に取り組む中小企業等への支援は重
要であることから、経営改善や事業再生を支援する仕組みが求められて
います。
　沖縄公庫では、「企業再生貸付」による融資やリスケジュールなどによ
り事業再生に取り組む企業を積極的に支援しております。

事業再生に取り組む中小企業を支援

　沖縄公庫は、地域密着型金融機能強化の一環として、県内４行庫と
「業務連携・協力に関する覚書」を締結し、民間金融機関と協調した事
業再生の取組を推進しています。また、中小企業の再生支援を目的に設
置されている「沖縄県中小企業再生支援協議会」や、沖縄公庫を含む金
融機関や専門家、支援機関等が加盟する「おきなわ中小企業経営支援
連携会議」において開催される「おきなわ経営サポート会議」へ関与す
る等、関係機関と連携した取組も行っています。
　今後も引き続き、事業再生等で連携強化を図り、円滑な中小企業金
融と地域経済の活性化のために地域密着型金融機能を一層強化して
いきます。

地域密着型金融機能を一層強化

▼ 再生支援のスキーム（イメージ）

▼ 実抜計画※の策定に基づくリスケジュールの実施状況

再生支援協議会等

● 支援効果

● 支援内容

● 事業概要

▼ 再生支援協議会等との連携実績（平成28年度末）

152先 113先

沖縄県中小企業再生
支援協議会の再生計画
策定完了案件数（累計）

沖縄公庫が関与した
案件数（累計）

197先 139先

おきなわ経営サポート
会議の活用案件数（累計）

沖縄公庫が関与した
案件数（累計）

市中銀行との協調融資により再生を支援　
牛育成業A社（従業員33人）

A社は、沖縄県内で牛育成業（肥育業）を営み、独自に取引先を開拓し、県内外に系統外の多くの取引
先を有しています。近年の素牛価格の高騰により、仕入資金に窮したことから、中小企業再生支援協議
会に対して経営改善計画策定支援を要請し、同協議会関与の下で、持続可能性の高い抜本的な経営
改善計画が策定され、現在は同計画に基づいた経営改善に取り組んでいます。

沖縄公庫は、A社の財務基盤の強化を図るために、経営改善計画に基づき、既往借入に対して長期負
債整理資金の融資を実行しました。また、協調行は、A社の成長可能性を評価し、円滑な素牛導入を進
めるために、素牛のABL担保融資を実行しました。

関係金融機関と協調融資を実行したことにより、A社の財務基盤の強化と円滑な資金繰り等を図るこ
とができ、従業員の雇用を維持した事業再生が期待されます。

再生支援事例

事業再生支援

※ 実現可能性の高い抜本的な経営改善計画の略

平成26 27 28年度

47先 32先 31先先　　　数

専門家 アドバイス

沖縄公庫

民間金融機関

協
調

【事業再生をサポート】
・関係機関の調整
・計画策定支援

【公庫の支援メニュー】
・リスケジュール
・企業再生貸付
・資本性ローン など

経営改善計画

支援先企業

財務体質を強化・事業再生を加速！

金融支援

実行

ひとり親家庭・人材育成の支援

ご利用いただける方
①　特定就職困難者雇用開発助成金のうち母子家庭の母等又は父子家庭の父の雇用により助成を受ける方（助成を受けている方を含む。）
②　キャリアアップ助成金の助成を受けている方
③　仕事と子育てを両立する世帯の子どもを預かる事業所内保育施設等を設置又は増改築する方

3．沖縄創業者支援貸付
　ひとり親家庭の親の方で新規開業する方（開業後概ね7年以内を含む）が、対象になりました（制度拡充）。
※ひとり親家庭の親で本貸付をご利用の方は「挑戦支援資本強化特例制度（資本性ローン）」の条件によるご利用も可能です。

ご利用いただける方 ひとり親家庭の親で、自ら入学又は在学するための資金を必要とする方

2．「教育ひとり親利率特例」（教育一般資金）
　ひとり親家庭の親の学び直し（就労に向けたスキルアップ等）を支援するため、貸付利率を低減する制度です。

◯学ぶ機会の確保と離島地域における人材の育成等と
いった政策的な観点から貸付利率を優遇する利率特例
制度を設けています（P46、47）。

◯経済的理由により高等教育機関への進学を断念するこ
となどを極力防ぐことを目的に、沖縄人材育成資金を創
設し、教育機会の向上に努めています（P46）。

◯「教育ひとり親利率特例」制度を創設（上記）し、ひとり
親家庭の親の「学び直しの機会の確保」に努めています。

人材育成の支援（国の教育ローン）　ー学ぶ機会の確保と経済的負担の軽減ー

障がい児のための放課後等デイサービスを支援
株式会社ニライハート 沖縄市

新事業所開設により、収益機会の増加及び福祉サービスの充実に寄与しています。● 融資効果

沖縄公庫は、沖縄ひとり親雇用等促進貸付利率
特例制度を適用し、事業所開設に係る融資を行
いました。

● 融資内容

当社は平成21年5月設立の障がい児向け放課
後等児童デイサービス事業者です。

● 事業概要

1．「沖縄ひとり親雇用等促進貸付利率特例」
　ひとり親家庭の就労支援、非正規雇用者の処遇改善及び保育サービスの利用促進による子育て支援に必要な資金（住
宅資金等を除く）の貸付けに関し、金利負担を軽減する制度です。

　沖縄公庫では、沖縄県における子どもの貧困対策・ひとり親家庭の支援を総合的に推進するため、事業資金や教育資金
の金利負担を軽減する特例制度等を設けています。

ひとり親家庭への支援

▼ 「教育資金（教育一般資金・沖縄人材育成資金）」の融資実績
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融資・出資制度の概要

　沖縄公庫では、沖縄の社会開発・産業構造・企業経営などの主要テーマについて最新情報の収集分析を行い、調査結果
を各種のレポート等によって提供しています。

情報サービスで企業活動をサポート

各種産業経済調査
　地域社会や産業の動向について各種の調査分析を行い、
地域産業経済の成長発展のための提言を行っています。
　以下は最近の調査事例です。

●県内主要ホテルの動向分析
　第一部　2015年度県内主要ホテルの稼働状況
　第二部　沖縄県内主要ホテルの人手不足に関する調査
　　　　　報告
●「沖縄における若年雇用問題ーミスマッチを生む意識
　構造の分析を中心にー」に関する調査報告
●定住・交流人口の維持・増加に向けた考察
　第一部　沖縄への移住意向に関する調査報告
　第二部　沖縄の離島観光に関する意識調査報告

上記のレポート・広報紙等については、沖縄公庫のホームページ
（http://www.okinawakouko.go.jp/）からダウンロードできます。

経済ハンドブック
　沖縄県の産業経済に関する主要な統計等を網羅した
「沖縄経済ハンドブック」を発行し、取引先や一般事業者
等、ご希望の方に提供しています。

県内企業景況調査
　県内における企業の景況を、毎年4回、約370社の県内
企業を対象にアンケートを行って分析し、「景況トレンド」と
して発行しており、景気判断の情報を提供しています。

設備投資動向調査
　沖縄における主要企業の設備投資計画の動向を、毎年2
回（3月、9月）約260社を対象にアンケートを行って分析
し、「公庫レポート」として発行しており、産業界や行政機関
の客観的な施策判断資料として活用されています。

広報紙「櫓舵（ルカジ）」
　沖縄公庫では、一歩先の情報を提供するため、広報紙
「櫓舵（ルカジ）」を平成28年4月に創刊しました。沖縄が
自立型経済モデルを構築するための道しるべを探るため、
斯界のビジネスパーソンを招いてのセッション等を紹介し
ています。

経済講演会の開催・講師派遣
　沖縄公庫では、地域経済の活性化のため、地元企業の
事情を踏まえた「経済講演会」の開催や各種講演会への
講師派遣を行っています。

最近1年間の講演会・講師派遣実績

○講演会開催
平成28年12月　海外展開セミナー
平成29年 2月　沖縄公庫フォーラム（那覇、宮古、八重山）
平成29年 2月　出資企業向け講演会　
平成29年 2月　海外展開セミナー

○講師の派遣
平成28年 5月　  琉球大学「沖縄経済ハンドブックで読み
　　　　　　　　 解く沖縄経済」
平成28年 6月　  那覇商工会議所 「創業塾」
平成28年度後期　沖縄国際大学 「政策金融論」など

情報サービス
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