
令和元年度ＪＡおおふなと店舗統廃合に伴う各種お手続きについて

長年にわたり皆さまにご利用いただいております下記店舗につきまして、下記日程のとおり閉店し、

継承店舗へ統合することとなりました。また、継承店舗となる大船渡支店につきましては、新築し、大

船渡町茶屋前地内（下記住所参照）に移転いたしますのでお知らせいたします。なお、現在盛町で営業

しております本店事務所につきましても新築大船渡支店の２階および３階へ移転いたします。

これまでご利用くださいましたお客様に感謝申し上げます。引き続き、継承店舗において、お取引さ

せていただくことになりますが、これまでと変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

なお、各事業における取扱いにつきまして、別紙の通りといたしますので、お手数をおかけいたしま

すが、ご確認お願いいたします。

 移転店舗

現住所 新住所 移転後営業開始日

本店

大船渡市盛町字下舘下７-16

本店（２階・３階）

☎0192-26-5211（代表）

大船渡市大船渡町字茶屋前 61-６

令和元年

９月 17 日（火）

大船渡支店

大船渡市大船渡町字野々田 29-22

大船渡支店（１階）

☎0192-26-4121

大船渡市大船渡町字茶屋前 61-６

令和元年

９月 24 日（火）

 廃止店舗および継承店舗

廃止店舗 廃止店舗最終営業日時 継承店舗

末崎支店

☎0192-29-3211

大船渡市末崎町平林 48-１

令和元年

10 月 11 日（金）

15 時まで

大船渡支店

☎0192-26-4121

大船渡市大船渡町字茶屋前 61-６
赤崎支店

☎0192-26-4188

大船渡市赤崎町字山口 80-11



信用事業

お手元の通帳に記載の「お取引店」が、今回廃止となる店舗となっているお客様は、下記のお手続

きが必要となります。「お取引店」のご確認は下記を参照願います。

また、一部のお客様につきましては、口座番号が変更となる場合がございますので、該当するお客様

へ対しまして、統廃合後速やかにご連絡を差し上げます。

①貯金通帳について

【ＪＡ窓口でご利用する場合】

お手数ではございますが、令和元年 10 月 15 日（火）以降に、お手元の貯金通帳を、当ＪＡ各支店へ

ご持参のうえ、お手続き（通帳の読み替え）をお願いいたします。

※通帳の読み替えのお手続きは、当ＪＡ全支店の窓口で承ります。

※通帳の読み替えを行わなければ、支店窓口での通帳取引ができません。

【ＡＴＭでご利用する場合】

・お手元の貯金通帳は、令和元年 10月 15日（火）以降もそのままご利用いただけます。

※なお、管外（大船渡市・陸前高田市・住田町以外）に居住している方など、ご来店いただけないお客

様につきましては、郵送にて対応いたしますので、お手数をおかけいたしますが、お手持ちの通帳を継

承店舗までお送りください。

（配達事故を防ぐため、送付の際は簡易書留や配達記録証明等のご利用をお願いいたします。）

※通帳の表紙を１枚めくったページ（イメージ）

お 客 様 番 号 123456789

お な ま え ﾉｳｷｮｳ ﾀﾛｳ

お 取 引 店 大船渡市農業協同組合

○○支店

電 話 番 号 0192-99-9999

通 帳 発 行 店 ●●支店

この支店名が

・末崎支店

・赤崎支店

の通帳につきましては、

お手続きが必要

となります。

※通帳発行店が上記支店でも、お取引店

が上記以外の場合はお手続不要です。
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ＪＡバンク通帳イメージ



②定期貯金・定期積金証書について

継続してご利用いただけますので、お客様ご自身によるお手続きの必要はございません。

③キャッシュカードについて

継続してご利用いただけますので、お客様ご自身によるお手続きの必要はございません。

ただし、口座番号が変更となるお客様へは、統廃合後速やかに、新キャッシュカードを発行（郵送）

いたしますので、新キャッシュカードをご利用願います。

㊟ 新キャッシュカードを初めてご利用になるまでは、現在のキャッシュカードをご利用いただけます。

ただし、新キャッシュカードをご利用になりますと、現在のキャッシュカードはご利用できなくなり

ます。

㊟ 新キャッシュカードがお手元に届きましたら、現在のキャッシュカードの回収はいたしませんので、

お手数ですがお客様ご自身でハサミ等により切り込みを入れ、廃棄願います。

④金融移動店舗車の運行について

下記スケジュールで、当該統廃合対象地区へ金融移動店舗車を運行いたしますので、ご利用賜ります

ようお願いいたします。

地域 運行場所 運行日 運行時間 運行開始日

末崎地区 旧ＪＡ末崎支店前 毎週水曜日 13：00～15：00 令和元年 10 月 16 日（水）

赤崎地区 旧ＪＡ赤崎支店前 毎週金曜日 13：00～15：00 令和元年 10 月 18 日（金）

※運行日が祝日の場合は運行いたしません。

※広報ＪＡおおふなと誌面にて、毎月運行スケジュールを掲載いたします。

金融移動店舗車取扱い業務

・貯金の入出金（キャッシュカードは不可・現金払戻し限度額 30万円まで）

・定期貯金（通帳式に限る）記帳・繰越・定期積金の掛込

・共済掛金、購買未収金、県税・市税・町税・水道料・電話料金等の収納

・振込（午後２時受付分まで）

・年金・融資相談

≪お問合せ先≫信用共済部貯金課☎26-5215または各支店まで

共済事業

廃止店舗の共済契約につきましては、契約支店、掛金引落口座等、自動で継承店舗に引き継がれます

ので、お客様ご自身によるお手続きの必要はございません。

また、今後の共済契約に関するお手続き、お問合せ（新規・継続・異動等）は最寄りの支店窓口にご

連絡いただきますようご案内申し上げます。

自動車事故に関するお問合せも、従来通り、当ＪＡ全支店、本店信用共済部事故相談課（☎0192-26-5213）、
事故受付フリーダイヤル（℡0120-258-931）までお願いいたします。

金融移動店舗車
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営農事業  

これまでと変更はございません。

≪お問合せ先≫営農部☎0192-22-7520

購買事業

これまでと変更はございません。

≪お問合せ先≫大船渡購買センター☎26-4044
高田購買センター☎54-2029
世田米ふれあいセンター☎46-3664

ＪＡおおふなと店舗・施設・ＡＴＭ一覧            令和元年 10 月 15 日以降

電話番号 ＦＡＸ番号 郵便番号 住所

総務部

監査室

信用共済部(信用部門） 0192-26-5215 0192-26-5214

信用共済部(共済部門） 0192-26-5213 0192-26-5218

リスク管理室 0192-22-7432 0192-26-5214

0192-26-4121 0192-26-4124 022-0002 大船渡市大船渡町字茶屋前61-６

0192-26-2138 0192-26-2139 022-0004 大船渡市猪川町字前田5-16

0192-44-2131 0192-44-3267 022-0101 大船渡市三陸町越喜来肥の田29-3

0192-54-3290 0192-54-5191 029-2206 陸前高田市米崎町字樋の口40-1

0192-55-3121 0192-55-3124 029-2203 陸前高田市竹駒町字滝の里21-8

0192-46-2155 0192-46-2156 029-2311 気仙郡住田町世田米字川向77-2

0192-26-4044 0192-26-4052 022-0007 大船渡市赤崎町字石橋前1-9

0192-54-2029 0192-54-2631 029-2203 陸前高田市竹駒町字下壺33-1

0192-46-3664 0192-46-2101 029-2311 気仙郡住田町世田米字川向77-2

0192-27-6932 0192-27-6942 022-0004 大船渡市猪川町字前田13-7

0192-54-5000 0192-54-4213 029-2206 陸前高田市米崎町字道の上24-1

0192-46-2665 0192-46-2775 029-2311 気仙郡住田町世田米字赤畑16-1

0192-28-2061 0192-28-2113 022-0005 大船渡市日頃市町字上宿39-1

0192-29-4187 0192-29-4189 022-0001 大船渡市末崎町字大浜280-1

0192-26-1231 0192-26-1233 022-0006 大船渡市立根町字関谷45-1

0192-28-2900 0192-28-2919 022-0005 大船渡市日頃市町字関谷45-3

0192-27-5940 0192-27-5944 022-0004 大船渡市猪川町字前田14-25

0192-54-5940 0192-54-5942 029-2203 陸前高田市竹駒町字滝の里149

平日 土曜・日曜・祝日

9：00～19：00 9：00～19：00 022-0003 大船渡市盛町字町10-11

8：45～21：00 9：00～17：00 022-0002 大船渡市大船渡町字茶屋前61-６

8：45～19：00 9：00～17：00 022-0001 大船渡市末崎町字平林48-1

8：45～21：00 9：00～17：00 022-0004 大船渡市猪川町字前田5-16

8：45～19：00 9：00～17：00 022-0005 大船渡市日頃市町字関谷45-3

8：00～19：00 休止 022-0002 大船渡市大船渡町字山馬越10-1

8：45～19：00 9：00～17：00 022-0211 大船渡市三陸町綾里字清水217-1

8：45～19：00 9：00～17：00 022-0101 大船渡市三陸町越喜来字所通26-7

8：45～21：00 9：00～17：00 029-2206 陸前高田市米崎町字樋の口40-1

8：45～21：00 9：00～17：00 029-2203 陸前高田市竹駒町滝の里21-8

8：00～19：00 9：00～17：00 029-2311 気仙郡住田町世田米字川向77-2

8：45～19：00 9：00～17：00 029-2501 住田町下有住字中上105

上記のＡＴＭのほか、各コンビニ（ローソン・セブンイレブン・ファミリーマート）や、ゆうちょ銀行のＡＴＭでも入出金が可能です。

※稼働時間はＡＴＭにより異なり、時間帯によってはご利用手数料が発生いたします。

綾里ＡＴＭ

県立大船渡病院ＡＴＭ

日頃市ＡＴＭ

猪川支店ＡＴＭ

末崎ＡＴＭ

有住ＡＴＭ（下有住地区公民館前）

世田米支店ＡＴＭ

竹駒支店ＡＴＭ

高田支店ＡＴＭ

越喜来診療所前ＡＴＭ

葬祭会館ごくよう高田店

葬祭センターごくよう

日頃市デイサービスセンター

介護支援センター(立根)

大船渡支店

サン・リア　ショッピングセンター内ＡＴＭ

営業時間
ＡＴＭ名称 郵便番号 設置住所

店舗・施設名

0192-26-5211

（代表）

高田購買センター

大船渡購買センター

世田米支店

竹駒支店

高田支店

三陸支店

猪川支店

大船渡支店

世界の椿館・碁石

本店 022-8507 大船渡市大船渡町字茶屋前61-６

せたまいＳＳ

セルフたかたＳＳ

おおふなとＳＳ

世田米ふれあいセンター

（陸前高田市総合営農指導センター）

0192-26-5214

陸前高田市米崎町川崎238-1029-22060192-55-11520192-22-7520

生産管理センター

営農部
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