2022 年３月１８日

「令和４年３月福島県沖地震にかかる相談窓口」の設置
このたび、2022 年３月１６日に発生した福島県沖を震源とする地震により被害に遭われた皆さ
まに心よりお見舞い申しあげます。
株式会社秋田銀行（頭取 新谷 明弘）では、このたびの地震により被害に遭われた皆さまの事業
や生活におけるご相談にお応えするため、下記のとおり相談窓口を設置いたします。
記
１ 設置期間
2022 年３月１８日（金）から４月１５日（金）
２ 設置場所および時間
(1) 窓口でのご相談
本店営業部および各支店の窓口でのご相談は、予約制（平日のみ）とさせていただきます。
あらかじめ、ご相談を希望される窓口へご予約をお願いいたします。
対 象

平 日

本店営業部および各支店（以下の支店および出張所を除く。
）

9:00～15:00

御所野ニュータウン支店

9:00～15:00

大潟支店、藤里支店、小坂支店（注）
八森支店（注）
札幌支店、宮の沢支店、旭川支店、弘前支店、東京支店（注）

9:00～11:30
12:30～15:00
9:00～12:30
13:30～15:00
9:00～12:00
13:00～15:00

（注） 昼の時間帯１時間が休業となります。また、札幌支店、宮の沢支店、旭川支店、弘前支店お
よび東京支店につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染状況により窓口開設時間が変
更となる場合もございます。

(2) 電話でのご相談、窓口でのご相談の予約
対 象
本店営業部および各支店
（以下の支店および出張所を除く。
）

平

御所野ニュータウン支店(注)１
大潟支店、藤里支店、小坂支店（注）2
八森支店（注）2
札幌支店、宮の沢支店、旭川支店、
弘前支店、東京支店（注）2
本店ローンプラザ、東中央ローンプラザ、
能代ローンプラザ、大館ローンプラザ、
大曲ローンプラザ、横手ローンプラザ、
本荘ローンプラザ（注）3、4
（注）１

日

土曜日

日曜日

9:00～17:00

－

－

9:00～17:00

－

10:00～16:00

－

－

－

－

－

－

9:00～16:00

9:00～16:00

9:00～11:30
12:30～17:00
9:00～12:30
13:30～17:00
9:00～12:00
13:00～17:00
9:00～16:00

御所野ニュータウン支店の休日の受付は日曜日のみとなります。

２

昼の時間帯１時間が休業となります。また、札幌支店、宮の沢支店、旭川支店、弘前支店

および東京支店につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染状況により窓口開設時間
が変更となる場合もございます。
３

ローンプラザは、窓口でのご相談予約のみの対応となります。

４

ローンプラザの平日の受付は水曜日を除きます。

(3) 店舗所在地・電話番号については「店舗・電話番号一覧」をご覧ください。
(4) 専用電話によるご相談

本店審査部

平 日

土曜日・日曜日

電話番号

9:00～17:00

－

018-863-1704

（以 上）

〈あきぎん〉店舗のご案内
秋田市内
店番
店舗名
111 本店営業部
112 秋田市役所支店
113 大町支店
115 馬口労町支店
116 県庁支店
117 新屋支店
118 泉支店
121 泉中央支店
122 寺内支店
124 八橋支店
125 割山支店
128 山王支店
131 南通り支店
143 楢山支店
132 秋田駅前支店
133 手形支店
134 牛島支店
135 卸町支店
137 広面支店
142 御野場支店
262 雄和支店
145 手形北支店
146 桜支店
147 秋田東中央支店
148 御所野ニュータウン支店
151 土崎支店
152 将軍野支店
154 港北支店
156 外旭川支店
261 河辺支店
男鹿・潟上・南秋地区
店番
店舗名
161 追分支店
171 男鹿支店
173 北浦出張所
172 船越支店
174 天王支店
181 大久保支店
182 五城目支店
183 大潟支店
県北地区
店番
店舗名
211 能代支店
213 八森支店
214 能代南支店
221 鹿渡支店
222 二ツ井支店
223 藤里支店
231 大館支店
232 大館駅前支店
233 大館西支店
243 田代支店
241 鷹巣支店
242 阿仁合支店
244 比内支店
251 小坂支店
252 毛馬内支店
253 大湯支店
254 花輪支店

住 所
秋田市山王三丁目2番1号
秋田市山王一丁目1番1号（秋田市庁舎内）
秋田市大町二丁目4番44号
秋田市旭南三丁目5番3号
秋田市山王四丁目1番1号（秋田県庁舎内）
秋田市新屋扇町12番29号
秋田市泉南三丁目17番23号
秋田市泉中央一丁目3番8号
秋田市寺内堂ノ沢三丁目1番12号
秋田市八橋本町三丁目19番26号
秋田市新屋勝平町2番19号
秋田市山王六丁目3番16号
秋田市中通六丁目3番15号
秋田市中通六丁目3番15号（南通り支店内）
秋田市中通四丁目5番6号
秋田市手形字山崎160番1
秋田市牛島東一丁目11番1号
秋田市茨島四丁目7番26号
秋田市広面字蓮沼93番地
秋田市仁井田本町5丁目11番3号
秋田市仁井田本町5丁目11番3号（御野場支店内）
秋田市手形字上川原13番地の1
秋田市桜二丁目16番12号
秋田市広面字谷地田89番地1
秋田市御所野地蔵田二丁目1番50号
秋田市土崎港中央三丁目3番11号
秋田市土崎港中央三丁目3番11号（土崎支店内）
秋田市土崎港北二丁目1７番７１号
秋田市外旭川八柳三丁目14番52号
秋田市河辺和田字北條ヶ崎12番地の4
住 所
潟上市天王字追分20番地の1
男鹿市船川港船川字栄町27番地
男鹿市船川港船川字栄町27番地（男鹿支店内）
男鹿市船越字内子310番地２
潟上市天王字二田219番地の113
潟上市昭和大久保字虻川境3番地の10
南秋田郡五城目町字下夕町229番地
南秋田郡大潟村字中央2番地の12
住 所
能代市柳町１番１８号
山本郡八峰町八森字中浜60番地の3
能代市字寿域長根54番地の13
山本郡三種町鹿渡字片カリ橋236番
能代市二ツ井町字三千苅８０番１
山本郡藤里町藤琴字藤琴51番地
大館市字大町19番地
大館市御成町二丁目18番38号
大館市片山町二丁目3番12号
大館市片山町二丁目3番12号（大館西支店内）
北秋田市花園町2番２５号
北秋田市花園町2番２５号（鷹巣支店内）
大館市比内町扇田字上扇田80番地の3
鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平25番5
鹿角市十和田毛馬内字毛馬内121番地の1
鹿角市十和田毛馬内字毛馬内121番地の1（毛馬内支店内）
鹿角市花輪字下花輪1番地の1

1

電話番号
（018）863－1212
（018）862－3623
（018）823－3131
（018）823－3165
（018）860－3574
（018）828－2233
（018）863－2621
（018）864－7421
（018）845－6556
（018）866－0161
（018）823－3788
（018）824－3211
（018）832－4167
（018）833－8336
（018）834－2171
（018）834－4531
（018）862－1751
（018）835－8551
（018）839－0641
（018）833－6831
（018）834－1171
（018）836－5522
（018）826－1771
（018）845－0101
（018）846－3001
（018）868－4111
（018）882－2011

電話番号
（018）873－5455
（0185）23－3141
（0185）35－2211
（018）878－9211
（018）877－2122
（018）852－3120
（0185）45－2871

電話番号
（0185）52－7131
（0185）77－3111
（0185）54－6600
（0185）87－3115
（0185）73－3026
（0185）79一1115
（0186）42－2255
（0186）42－1950
（0186）49－3151
（0186）62－1451
（0186）55－2525
（0186）29－2121
（0186）35－3041
（0186）23－3003

〈あきぎん〉店舗のご案内
県南地区
店番
店舗名
311 大曲支店
313 角間川支店
312 大曲駅前支店
321 刈和野支店
322 協和支店
323 神宮寺支店
324 長野支店
325 角館支店
326 田沢湖支店
327 美郷支店
341 横手支店
342 横手条里支店
351 十文字支店
352 増田支店
353 浅舞支店
361 湯沢支店
364 稲川支店
362 西馬音内支店
由利地区
店番
店舗名
381 本荘支店
383 岩城町支店
382 本荘東支店
392 矢島支店
393 象潟支店
391 金浦支店
394 仁賀保支店
秋田県外
店番
店舗名
411 札幌支店
414 宮の沢支店
412 旭川支店
431 八戸支店
432 青森支店
433 弘前支店
441 盛岡支店
451 仙台支店
452 仙台南支店
453 仙台泉中央支店
471 福島支店
472 郡山支店
473 いわき支店
475 郡山北支店
476 郡山南支店
481 新潟支店
511 東京支店

住 所
大仙市大曲須和町一丁目1番3号
大仙市大曲須和町一丁目1番3号（大曲支店内）
大仙市大曲通町7番15号
大仙市刈和野字本町５番地 西仙北庁舎1階
大仙市刈和野字本町５番地

西仙北庁舎1階（刈和野支店内）

大仙市神宮寺字本郷野76番地の9
大仙市長野字柳田48番地
仙北市角館町田町上丁4番5
仙北市田沢湖生保内字街道ノ上96番地の1
仙北郡美郷町六郷字上町63番地
横手市田中町1番3号
横手市条里一丁目12番21号
横手市十文字町字本町9番地の2
横手市増田町増田字石神84番地の2
横手市平鹿町浅舞字浅舞246番地の1
湯沢市柳町二丁目1番48号
湯沢市柳町二丁目1番48号（湯沢支店内）
雄勝郡羽後町西馬音内字本町33番地の1
住 所
由利本荘市本荘23番地
由利本荘市本荘23番地（本荘支店内）
由利本荘市中梵天101番地の1
由利本荘市矢島町七日町字七日町43番地の4
にかほ市象潟町字四丁目塩越69番地の3
にかほ市象潟町字四丁目塩越69番地の3（象潟支店内）
にかほ市平沢字旭町5番地
住 所
札幌市中央区大通西四丁目６番地１
札幌市西区発寒６条11丁目１－１新道北口ビル１階
旭川市四条通九丁目1704番地１2朝日生命旭川ビル９階
八戸市大字八日町25番地
青森市新町二丁目5番11号
弘前市大字代官町26番地の1
盛岡市中央通二丁目2番1号
仙台市青葉区中央三丁目2番1号
仙台市太白区長町八丁目２２番１号
仙台市泉区泉中央一丁目23番地の5
福島市大町3番30号
郡山市中町14番29号
いわき市平字一町目16番地
郡山市桑野三丁目12番38号
郡山市安積荒井二丁目５７番地
新潟市中央区万代四丁目1番2号
東京都中央区京橋三丁目13番1号

2

電話番号
（0187）63－1321
（0187）63－1315
（0187）75－1005
（0187）72－3111
（0187）56－4116
（0187）53－3111
（0187）43－1311
（0187）84－1011
（0182）32－3150
（0182）32－2081
（0182）42－0081
（0182）45－5271
（0182）24－0550
（0183）73－3111
（0183）62－1131

電話番号
（0184）22－0921
（0184）24－3363
（0184）55－3122
（0184）43－5456
（0184）35－2525

電話番号
（011）241－9291
（011）213－7370
（0166）23－9111
（0178）43－5121
（017）777－6221
（0172）34－3240
（019）624－3221
（022）225－8541
（022）246－3711
（022）371－3113
（024）522－4175
（024）932－6400
（0246）23－1051
（024）922－6800
（024）946－0211
（025）243－5041
（03）3567－8411

