
募　集　要　項

公庫の業務内容

公庫のあらまし

　応募資格

1993年（平成5年）4月2日以降に生まれた方で次に掲げる方（全学部・
全学科対象）

（1）4年制大学・大学院を令和2年4月から令和3年3月までに卒業・終了
見込みの方

（2）4年制大学・大学院を令和２年3月までに卒業・終了した方

　採用人数

総合職　若干名（採用実績：令和2年度 ５名）

　勤務条件

初 任 給　4年制大学卒／198,000円（平成31年4月実績）

昇　　給　年１回

賞　　与　年２回

諸 手 当　住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特別都市手当など

勤 務 地　沖縄県（那覇市、沖縄市、名護市、宮古島市、石垣市）及び
東京都

休　　日　完全週休2日制、祝日、年末年始

休　　暇　年次有給休暇、特別有給休暇、介護休暇、育児休暇など

勤務時間　平日9：00～17：15（東京本部は、9：30～17：45）

　福利厚生

職員宿舎　単身用・世帯用宿舎り

諸 制 度　社会保険完備

　研修制度

内部研修／新入職員研修、業務・階層別研修など

外部研修／中小企業診断士養成課程、政府関係金融機関等への派遣
など

海外研修／生産性の船など

　選考の流れ

　エントリーに必要な書類（マイページから提出）

（1）Webエントリーシート

（2）成績証明書（大学院在籍者は、学部在籍時の成績証明書も提出し
てください。）

（3）４年制大学の卒業証明書（既卒者のみ）

　選考会場

一 次 選 考：全国のテストセンター会場

二次・最終選考：沖縄及び東京（いずれか選択）

令和2年
　3月1日～

公庫ホームページから
プレエントリー

3月～4月下旬 Webエントリーシートの提出
（本エントリー）

3月～5月上旬 一次選考（テストセンター）

6月上旬～中旬 二次選考・最終選考（個人面接）

＊産業開発資金
地域開発・産業金融としての
役割を発揮し、沖縄におけ
る産業の振興開発を支援。

＊農林漁業資金
農林水産業の生産基盤の整
備と生産力の維持・向上を
支援。

◉沖縄公庫と SDGs
　SDGsは、2015 年 9月の国連サミットで採択された2016 年から2030 年までの国際目標で、
持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成されています。
　沖縄公庫は、沖縄における唯一の総合政策金融機関として、SDGsに貢献していきます。

▼沖縄公庫による政策金融とSDGs（主なもの）

＊中小企業資金
安定的な長期資金の供給に
より、中小企業の成長・発展
を支援。

＊住宅資金
ゆとりと豊かさを実感でき
る住生活の実現を支援。

＊生業資金
小規模事業者の経営の安定
と成長を支援。

＊教育資金
向上心ある子どもたちの学
ぶ機会の確保を金融面から
支援。

＊生活衛生資金
生活衛生関係営業者の衛生
水準の向上と近代化・合理
化を支援。

＊出資（　　　　　　　）
地域開発、地域企業の成長
を長期安定資金の供給によ
り支援。

＊医療資金
医療施設の整備推進や医療
技術の高度化、質の向上を
支援。

＊出資（　　　　　）
沖縄における新たな事業の
創出を積極的に支援。

産業基盤整備・リー
ディング産業支援

新事業創出促進

環境にやさしい植物油インキと古紙パルプ配合率70%再生紙を使用しています。

設　　立　昭和 47年５月15日

資 本 金　783億円（平成 31年 3月末現在）全額政府出資

役職員数　役員5名、職員215名（平成 31年度予算定員）

店 舗 数　6店舗（本店、東京本部、中部支店、北部支店、
　　　　　宮古支店、八重山支店）

業務内容　（1）産業開発資金、中小企業資金、生業・教育・恩給担保資金、
住宅資金、農林漁業資金、医療資金及び生活衛生資金等の
貸付け

               （2）民間企業等に対する出資

応募方法や、合同企業説明会・会社
説明会の日程については、ホームページ
からご確認ください。

こちらから詳しくご覧になれます。⬆

お問い合わせ 沖縄振興開発金融公庫 【本店】
那覇市おもろまち1-2-26
（庶務部庶務課） 電話：098-941-1700

沖縄振興開発金融公庫 【東京本部】
東京都港区西新橋2-1-1 （興和西新橋ビル10階）
（総務部総務課） 電話：03-3581-3241

東京

沖縄

成長を支え、笑顔をふやす。
沖縄だから、できることがある。

令和3年度RECRUITGUIDE
職員募集案内職員募集案内



　沖縄公庫は、沖縄のみを対象とする唯一の総合政策金融機関として、大規模プロジェ
クト向けの融資から創業者支援、教育資金等の小口資金まで、多岐にわたる金融支援
を行なっています。
　自分の取り組み方に対して上司や先輩から直接アドバイスがもらえ、他部署とのコ
ミュニケーションも多いことから、創意工夫次第では日々成長できる環境です。
　沖縄の事業者の皆様に寄り添い、成長を支え、日々の笑顔をお客様と共有できる職
場。そこにはやりがいと確かな喜びがあります。

●●現在の仕事内容

　私が所属する融資第二部 生衛・創業融資班では、飲食店・喫茶店・美

容業等の生活衛生環境営業を営む方々への設備導入等に係る融資や、新

規開業予定者の開業資金の融資を行っており、私は融資相談から審査・

契約まで一連の業務を行っています。融資相談時には、相談者の経営状

況や融資希望額の使途、顧客のターゲット層や事業の強みなどを伺い、

決算書や事業計画を確認します。審査時には、事業計画の妥当性を過去

の経営データ等をもとに査定するとともに、実際に開業予定地や事業所

に足を運び、立地条件の確認等も行います。融資決定後の契約時には、

担当してもらって良かったと感謝の言葉を頂くことも多く、何ヶ月にも

わたり相談を重ねてきた案件の融資が決定した際には、私自身もお客様

と一緒に非常に喜びを感じます。

●●やりがいを感じる時

　融資、そして資金交付が決定し、喜びとやる気に満ちたお客様の顔が

見られた時に一番やりがいを感じます。

　長年の夢を実現されようとするお客様の人生の一大イベントともいえ

る場面に、新人の頃から携わることに入庫当初は戸惑いや不安もありま

したが、現在では、若いうちから沢山の経験を積むことができる沖縄公

庫ならではの環境に感謝しながら、日々業務に励んでいます。

　担当したお客様の飲食店を街中で見る度に、お客様の長年の夢である

開業という場面に立ち会え、それを支援できる自身の業務に誇りを感じ、

これからも頑張ろうと私自身が励まされます。

●●現在の仕事内容

　私が所属する融資第一部産業開発融資班は、主に沖縄の新たな発展

のために重要な都市基盤整備、交通基盤整備、情報通信網整備、流通

施設整備などの大規模プロジェクトに対し、民間企業や第三セクター

事業へ融資を行っております。

　近年は観光リゾート産業の拡大等による県内経済の盛り上がりを背

景に、これまでにない多額の資金需要や多様な資金調達ニーズが高まっ

ております。当班ではこれらの資金ニーズに対し、独自のノウハウや

外部機関との連携を最大限活用しながら、安定的な長期固定金利によ

る融資を通して、プロジェクトの実現を支援しております。

●●やりがいを感じる時

　当班で取り扱うプロジェクトには、県内経済に大きなインパクトを与える

ものや地域の新たなランドマークとなるような設備投資等が数多くあります。

これら大規模プロジェクトをマクロ的な視点も折り込みながら中長期的な実

現可能性を検証し、実行していくことが私のミッションです。携わる案件は

営業開始までに２～３年を要することも珍しくないのですが、プロジェクト

が形となり地域に溶け込んでいく様子をみた時には感慨深いものがあります。

　公庫全体のファイナンス業務において、お客様は個人・法人、業種や企業

規模を問いませんし、また出資業務も取り扱っておりますので、様々なお客

様の資金調達ニーズに応じたファイナンスを提案することが可能です。

　又、職員数が少人数であるがゆえに比較的早い段階から重要な業務や案件

を任されることも多く、日々の業務を通じて沖縄経済に貢献していることが

実感できます。

お客様が喜ぶ様子を見ることが、
　　　　何よりも大きな励みになります。
お客様が喜ぶ様子を見ることが、
　　　　何よりも大きな励みになります。

融資第二部
生衛・創業融資班

樋口 真由子
＊平成31年度入庫

6：00 起床
8：30 出社
9：00 当日の予定や、
　　　 メールを確認

9：15 班内ミーティング
10：00 窓口での融資相談
11：00 融資相談記録の作成
12：00 昼食

13：00 新規開業予定地の訪問
　　　 （立地条件等を確認）

15：00 訪問記録や
　　　  審査資料等の作成

16：30 上司と案件の調査
18：00 退社
19：00 大学時代の友人と夕食
23：00 就寝

ある１日のスケジュール

融資第一部
産業開発融資班

伊集 盛志郎
＊平成24年度入庫

政策金融という枠組みを通して企業を支援する仕事に、
　　　　　　　　　　ここでしか味わえない働きがいがある。
政策金融という枠組みを通して企業を支援する仕事に、
　　　　　　　　　　ここでしか味わえない働きがいがある。

6：15 起床
7：45 子供を
　　　 保育園に送迎

8：45 出社
10：00 検討事項を
　　　 上司と協議

12：00 昼食

13：00 顧客訪問

15：00 帰社後、
　　　 応対レポート作成
　　　 及び上司報告

16：00 ミーティング
16：30 事務処理
18：00 退社
19：00 家族と食事及び団欒
23：30 就寝

ある１日のスケジュール

入社後も安心・充実のバックアップ入社後も安心・充実のバックアップ

沖縄公庫では、仕事と家庭の両立をサポートする体制が
整っています。産休・育休制度に加え、育休復帰後の
支援体制、子の看護休暇や時差勤務制度もあり、
子育てをしながら仕事に専念できる環境があります。

日本政策投資銀行へ２年間出向しました。出向
中は様々な金融手法に関わる機会や、刺激的な
仲間との出会いがあり、自身の大きな財産とな
りました。

人や社会の変化に柔軟に
対応できる人材の育成。

働きやすい職場を目指し
徹底サポート。

MESSAGEMESSAGE

MESSAGEMESSAGE

・新人研修　・階層別研修
・中小企業診断士養成課程への派遣
・沖縄県や他の政府関係金融機関への派遣

主な
研修・派遣
制度

新しい可能性を見つけよう! ・育児休業制度
・育児関連の特別休暇制度
・育児又は介護のための時差勤務制度
・介護休業制度

主な
育児・介護
の

支援制度

県民・企業に寄り添い、成長を支える。
そこには確かな喜びがあります。

※１

※１ 厚労省が認定する「子育てサポート企業」に県内金融機関では初の認定


