
第一生命保険

【お問合せ先】

■ESG・SDGs経営 ■ビジネスマッチング ■販路開拓・受注拡大
■海外展開 □起業・創業 ■技術・研究開発
□事業承継 □生産性向上 ■コスト削減・省エネ
■環境配慮型調達 ■資金調達・融資・助成制度 □与信管理手法
■健康経営 ■人事労務・働き方改革 □労働安全衛生
■雇用相談・人材確保 ■人材育成・各種研修
■その他 ＱＯＬ向上への貢献

【ＳＤＧｓ達成に向けたサポートメニュー】

第⼀⽣命保険株式会社 北九州総合⽀社 【担当】 鈴⽊（副⽀社⻑）
TEL︓ 093-541-3281
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東京海上日動火災保険

東京海上日動火災保険株式会社
北九州⽀店 北九州⽀社 【担当】 藤井 久原 規⼯川
TEL︓ 093-521-9642 FAX︓ 093-521-8137 mail︓ takaaki.fujii@tmnf.jp

【お問合せ先】

□ESG・SDGs経営 ■ビジネスマッチング ■販路開拓・受注拡大
■海外展開 （無料条件有）■起業・創業 ■技術・研究開発
■事業承継 □生産性向上 ■コスト削減・省エネ
□環境配慮型調達 □資金調達・融資・助成制度 □与信管理手法
■健康経営 ■人事労務・働き方改革 ■労働安全衛生（一部有料）
□雇用相談・人材確保 ■人材育成・各種研修（一部有料）
■その他

【ＳＤＧｓ達成に向けたサポートメニュー】

当社の事業目的は、「お客様や地域社会の“いざ”という時を⽀
えること」であり、社会課題の解決に貢献することは、当社の事業
そのものと考えております。

北九州においては、北九州市と2018年2⽉に地⽅創⽣に係る
包括連携協定を締結し、様々な分野で連携した取組みを実施
しています。

【取組例】
○販路開拓⇒2019年1⽉に当社本店にて、北九州産品や観
光資源のＰＲ⽀援を目的に北九州物産展を開催した。

○⼈材育成⇒地域活性化に向けた意⾒交換を通じた異業種
交流、⼈材育成、⼈脈構築を目的とした「地⽅創⽣研鑽会」を
2020年に開催予定。

ビジネスサポートにおいて、企業様のニーズが高い３つの⽀援に
ついてご紹介させていただきます。

①企業の海外展開⽀援

②健康経営⽀援

③事業継続計画策定⽀援

2018年10⽉に北九州商⼯会議所と健康経営に係る包括連携協定を締
結。北九州の企業に対して健康経営優良法⼈認定⽀援や健康経営セミ
ナー（2018年、2019年）を開催した。

2018年1⽉に北九州商⼯会議所会員向けにBCPワークショップを開催
した。

海外ネットワークは、海外拠点45の国・地域に展開している。
（駐在員数304名 現地スタッフ数約28,000名）

医療・介護事業者向けリスクマネジメント（実際に介護施設にて起
こった事故・賠償例等）の情報提供サービス（毎月）
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西日本シティ銀行

■ESG・SDGs経営 ■ビジネスマッチング ■販路開拓・受注拡大
■海外展開 ■起業・創業 □技術・研究開発
■事業承継（M＆A 成約時有料） ■生産性向上 ■コスト削減・省エネ
■環境配慮型調達 ■資金調達・融資・助成制度 ■与信管理手法
□健康経営 ■人事労務・働き方改革 □労働安全衛生
■雇用相談・人材確保（成約時有料）■人材育成・各種研修
□その他

【ＳＤＧｓ達成に向けたサポートメニュー】

弊行は2016年10月に「西日本フィナンシャルホールディングス」を
設立し、高度化・多様化する様々なお客さまのニーズにお応えします。
※グループ会社
「銀行業」、「クレジットカード業」、「証券業」、
「調査研究・経営相談業」、「情報システムサービ業」など

≪SDGｓ・ESGへの取組み（2018・2019年度実績）≫
◎「在庫の際流通支援サービス」取扱開始
◎「地元大学への講師派遣（金融分野）」実施
◎「傘のシェアリングサービス（アイカサ）」との協働開始
◎「NCB音楽祭2018～歓喜と喝采～」開催
◎「お金のがっこう（小中学生向け）」開催
◎「人材派遣業」への参入
◎「SDGｓ私募債」取扱開始 など

≪国や自治体などからの認定、表彰≫
◎長崎市：当行提供TV番組「まちが★スキー」の「長崎創生プロジェ

クト事業認定制度」への認定
◎福岡県：継続的なニセ電話詐欺の被害防止への貢献により、「ニセ

電話きづかせ隊」の優績団体として、福岡県知事より表彰
を受けた

株式会社 ⻄日本シティ銀⾏
北九州総本部 【担当】 ⽵久（たけひさ） 徳永（とくなが）

TEL︓ 093-511-0926

【お問合せ先】
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日本政策金融公庫

■ESG・SDGs経営 ■ビジネスマッチング □販路開拓・受注拡大
■海外展開 ■起業・創業 □技術・研究開発
■事業承継 □生産性向上 □コスト削減・省エネ
□環境配慮型調達 ■資金調達・融資・助成制度 □与信管理手法
□健康経営 □人事労務・働き方改革 □労働安全衛生
□雇用相談・人材確保 □人材育成・各種研修
□その他

【ＳＤＧｓ達成に向けたサポートメニュー】

日本公庫は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、
以下の機能を担うことにより、国民生活の向上に寄与することを目的と
する政策金融機関です。

国民一般向け業務（国民生活事業）
① 小口の事業資金融資
② 創業支援、事業再生支援、事業承継支援、ソーシャルビジネス支援、

海外展開支援
③ 国の教育ローン、恩給・共済年金等を担保とする融資

農林水産業者向け業務（農林水産事業）
① 担い手を育て支える農林水産業者向け融資
② 食の安全の確保、農食連携を支える加工流通分野向け融資
③ コンサルティングやビジネスマッチング等の経営支援サービス

中小企業者向け業務（中小企業事業）
① 中小企業への長期事業資金の融資
② 新事業支援、事業再生支援、事業承継支援、海外展開支援
③ 証券化支援
④ 信用保証協会が行う債務の保証に係る保険引受等
⑤ ビジネスマッチング等による経営課題解決支援

日本政策⾦融公庫 北九州⽀店 【担当】 逆瀬川
TEL︓ 093-531-9191

【お問合せ先】

- 11 -



日本生命保険

■ESG・SDGs経営 ■ビジネスマッチング ■販路開拓・受注拡大
■海外展開 ■起業・創業 □技術・研究開発
■事業承継 □生産性向上 □コスト削減・省エネ
□環境配慮型調達 ■資金調達・融資・助成制度 □与信管理手法
■健康経営 ■人事労務・働き方改革 □労働安全衛生
□雇用相談・人材確保 ■人材育成・各種研修
□その他

【ＳＤＧｓ達成に向けたサポートメニュー】

日本⽣命保険相互会社 北九州⽀社 【担当】 増⽥ 中川
TEL ︓ 093-541-9165
mail︓ masuda01792@nissay.co.jp（増⽥） nakagawa48255@nissay.co.jp（中川）

【お問合せ先】

健康経営の推進に向けた従業員様向けイベントやセミナーの提供
■従業員様向けイベント・セミナーを通して、健康やリスクについての気づきや学びの機会を提供
■健康診断と併せての実施や社員食堂でのブース設置など、様々な開催⽅式に対応

＜イベント形式＞
・ＶＲ体験
（動体視⼒判定、目の症状疑似体験他）
・⾎管年齢測定
・肌診断 ほか

＜メニューの一部紹介＞
＜セミナー形式＞
・⽣活習慣病リスク
・就業不能リスク
・介護 ほか

※その他、将来設計に役⽴つ年⾦・iDeCoセミナーなど、各種セミナーをご⽤意しております。
お気軽にご相談ください。※⼀部有料となる場合もございます。

NISSAYビジネスマッチングのご案内

■当社ビジネスマッチング専⽤サイト*の中で、商品・サービスなどを「売りたい」「提供したい」 お客様と、
「買いたい」「探したい」お客様をマッチング （*当社職員が閲覧できる専⽤サイト）

■日本⽣命の取引先ネットワークや全国の営業網等、日本生命の強みを活⽤した企業様向けの
無償サービス

約24万社

取引先企業数⼤企業や地場有⼒企業等、
多くの⼤企業との幅広い取引

全国
108ヵ所

支社等 営業拠点
全国

1,536ヵ所

全国47都道府県をカバー
する営業網

※結果としてご紹介できない場合がございます。
※その他の留意点については、下記担当者へご確認ください。

※2017年度末時点

特徴 全国ネットワークを活用した日本生命ならではの企業紹介サービスです

無料

販19-42317,19/12/20(期限20/12)
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広島銀⾏ 北九州⽀店 【担当】 高橋
TEL︓ 093-541-3431

広島銀行

【お問合せ先】

■ESG・SDGs経営（有料） □ビジネスマッチング □販路開拓・受注拡大
□海外展開 □起業・創業 □技術・研究開発
□事業承継 □生産性向上 □コスト削減・省エネ
□環境配慮型調達 □資金調達・融資・助成制度 □与信管理手法
□健康経営 □人事労務・働き方改革 □労働安全衛生
□雇用相談・人材確保 □人材育成・各種研修
■その他 ＰＲ支援（有料）

【ＳＤＧｓ達成に向けたサポートメニュー】
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福岡銀行

□ESG・SDGs経営 ■ビジネスマッチング（有料） ■販路開拓・受注拡大（有料）
■海外展開（有料） □起業・創業 □技術・研究開発
■事業承継（有料） □生産性向上 □コスト削減・省エネ
□環境配慮型調達 ■資金調達・融資・助成制度 □与信管理手法
□健康経営 □人事労務・働き方改革 □労働安全衛生
■雇用相談・人材確保（有料）□人材育成・各種研修
□その他

【ＳＤＧｓ達成に向けたサポートメニュー】

【ビジネスマッチング】【販路開拓・受注拡⼤】
お客様の様々なビジネスマッチングニーズに対して、グループ4⾏（福岡銀
⾏・熊本銀⾏・親和銀⾏・⼗⼋銀⾏）のネットワークを背景とした豊富な情報
を活用し、地域を越えてスムーズなマッチングに努めます。

【人材確保】
事業性評価を通じてお客様を抱えるʻʼヒトʻʼのニーズを収集し、そのニーズに
あった最適な人材を紹介します。人材紹介サービスを通じて企業価値向上につ
なげ、地元の「産業育成」「地方創生」につなげます。

■企業がＳＤＧｓに取り組むメリット等を周知する
セミナーの開催、ＳＤＧｓ私募債の取扱いなどＳＤＧｓ
普及に努めております。

福岡銀⾏ 北九州営業部 【担当】 桃川
TEL ︓ 093-533-8021

【お問合せ先】
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福岡ひびき信用金庫

□ESG・SDGs経営 ■ビジネスマッチング（一部有料） ■販路開拓・受注拡大
□海外展開 ■起業・創業 ■技術・研究開発
■事業承継（一部有料）■生産性向上 ■コスト削減・省エネ
□環境配慮型調達 ■資金調達・融資・助成制度 □与信管理手法
□健康経営 □人事労務・働き方改革 □労働安全衛生
■雇用相談・人材確保（有料） □人材育成・各種研修
□その他

【ＳＤＧｓ達成に向けたサポートメニュー】

＜アピールポイント＞
■地域金融機関としてFace to Faceで地域企業の皆様の課題解決に取り組みます。
■多くの専門家や企業と提携しており、幅広くお客様の課題解決のお手伝いが可能です。
■高校・大学等と連携を広げ、地域人材の育成に取り組み、地元就職を応援します。

＜企業課題解決の取り組み＞
■企業課題解決支援（Ｍ＆Ａ、事業承継、開放特許活用・知財マッチング支援、新現役交流会）
■全国にネットワークを持つ信用金庫業界の強みを活かした販路拡大支援
（ひびしんビジネスフェア、しんきん合同商談会、よい仕事おこしネットワーク）

■新規創業支援（ひびしん女性創業塾）
■地域企業と地域の学生とのマッチング（日本財団「わがまち基金」を活用した地域創生支援
スキーム「ひびしん」地元企業就職応援事業）

＜地域活性化への取組み＞
■異業種交流・勉強会（ひびしん同友会、ひびしんニューリーダー会）
■福岡ひびき経営大学（令和２年度は「SDGｓ」をテーマに年４回の講義を開催）
■地域企業の社会貢献支援（CSR私募債「輝く未来」の取り扱い）
■金融リテラシー向上・職業意識醸成など未来を担う人材の育成（北九州ゆめみらいワークなど）

九州北部信用金庫協会主催
第５回しんきん合同商談会

若手経営者と地域学生との交流事業
ひびしんニューリーダー会

×北九州市立大学４２１Lab.

福岡ひびき信⽤⾦庫 地域創⽣室 【担当】 ⼩茅
TEL ︓ 093-661-2417

【お問合せ先】
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みずほ銀行

□ESG・SDGs経営 ■ビジネスマッチング（有料） □販路開拓・受注拡大
■海外展開（有料） ■起業・創業（有料） □技術・研究開発
■事業承継 □生産性向上 □コスト削減・省エネ
■環境配慮型調達（有料） ■資金調達・融資・助成制度（有料） □与信管理手法
□健康経営 □人事労務・働き方改革 □労働安全衛生
■雇用相談・人材確保（有料）□人材育成・各種研修
□その他

【ＳＤＧｓ達成に向けたサポートメニュー】

みずほ銀⾏ 北九州⽀店 公⾦部 【担当】 ⾓⽥
TEL︓ 093-521-4371
（なお、個別対応となるため、対応致しかねる場合もございます）

【お問合せ先】

・みずほ銀行は、国内464拠点、海外87拠点（2019年6月30日時点）
のネットワークにより築き上げた強固な事業基盤を活かして、
グローバルに展開しています。

・また、銀行、信託、証券、シンクタンク等を持つ金融グループとして
お客さまのお役に立つ幅広い各種サービスを提出しています。
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