
青森県中小企業者等事業継続支援金　事業継続計画確認機関一覧表 令和3年8月3日現在

市町村 法人名・屋号 住所 電話番号 受付対象

1 青森市 青森銀行本店営業部 青森市橋本一丁目9-30 017-777-1121

2 青森市 青森銀行新町支店 青森市新町二丁目2-7 017-723-2311

3 青森市 青森銀行古川支店 青森市古川一丁目16-16 017-722-6241

4 青森市 青森銀行栄町支店 青森市栄町一丁目13-16 017-741-0226

5 青森市 青森銀行油川支店 青森市油川大浜30 017-788-1138

6 青森市 青森銀行沖舘支店 青森市篠田二丁目11-4 017-781-1161

7 青森市 青森銀行石江支店 青森市石江字江渡77-1 017-781-2431

8 青森市 青森銀行問屋町支店 青森市問屋町二丁目16-1 017-738-4441

9 青森市 青森銀行浪打支店 青森市浪打一丁目2-2 017-741-2205

10 青森市 青森銀行浪館通支店 青森市浪館前田四丁目2-6 017-781-1736

11 青森市 青森銀行大野支店 青森市大野山下150-35 017-739-5515

12 青森市 青森銀行松原通り支店 青森市松原三丁目9-22 017-774-5551

13 青森市 青森銀行観光通支店 青森市青葉三丁目4-8 017-739-1515

14 青森市 青森銀行八重田支店 青森市東造道三丁目7-20 017-736-2811

15 青森市 青森銀行浜館支店 青森市虹ヶ丘一丁目12-7 017-744-6311

16 青森市 青森銀行浪岡支店 青森市浪岡大字浪岡細田150 0172-62-3011

17 青森市 みちのく銀行本店営業部 青森市勝田1丁目3－1 017-774-1135
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

18 青森市 みちのく銀行青森支店 青森市新町2丁目2－3 017-722-6211
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

19 青森市 みちのく銀行古川支店 青森市古川1丁目16－9 017-722-1541
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

20 青森市 みちのく銀行国道支店 青森市橋本1丁目4－10 017-722-1300
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

21 青森市 みちのく銀行沖館支店 青森市篠田1丁目28－6 017-766-5141
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

22 青森市 みちのく銀行浪打支店 青森市浪打1丁目3－23 017-743-3326
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

23 青森市 みちのく銀行桜川支店 青森市奥野3丁目1－1 017-774-2323
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

24 青森市 みちのく銀行問屋町支店 青森市第二問屋町3丁目4－25 017-739-1100
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

25 青森市 青い森信用金庫青森営業部 青森市橋本二丁目12-3 017-732-2223

26 青森市 青い森信用金庫古川支店 青森市古川一丁目15-11 017-723-1531

27 青森市 青い森信用金庫筒井支店 青森市奥野二丁目26-8 017-723-1435

28 青森市 青い森信用金庫浪岡支店 青森市浪岡大字浪岡字若松70-1 0172-62-3121

29 青森市 青い森信用金庫八重田支店 青森市八重田四丁目1-10 017-736-7888

30 青森市 青い森信用金庫大野支店 青森市大字大野字若宮141-3 017-762-3075

31 青森市 青い森信用金庫金沢支店 青森市大字大野字金沢5-48 017-762-2100

32 青森市 青い森信用金庫佃支店 青森市中佃二丁目19-34 017-743-1231

市町村別
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33 青森市 青い森信用金庫篠田支店 青森市篠田二丁目19-31 017-781-2862

34 青森市 青森県信用組合本店営業部 青森市大字浜田字玉川207-1 017-739-7117

35 青森市 青森県信用組合中央支店 青森市橋本1-3-4 017-723-2271

36 青森市 青森県信用組合駅前支店 青森市新町1-3-7 017-723-2671

37 青森市 青森県信用組合旭町支店 青森市旭町1-3-18 017-775-1935

38 青森市 青森県信用組合浪打支店 青森市浪打1-1-15 017-743-1504

39 青森市 青森県信用組合沖館支店 青森市篠田2-21-12 017-766-2368

40 青森市 青森県信用組合新城支店 青森市大字新城字平岡183-2 017-788-3641

41 青森市 農林中央金庫青森支店 青森市東大野2-1-15 017-762-4406
農林水産業を営む法
人

42 青森市 行政書士齋藤晴彦事務所 青森市自由ヶ丘1-16-13 017-765-1822

43 青森市 行政書士川村まさる事務所 青森市大字大矢沢字野田138-6 017-715-0233

44 青森市 新見　壽次 青森市桂木3-28-8 017-774-5928 会員のみ

45 青森市 青森青色申告会 青森市新町1-2-18 017-773-7132 会員のみ

46 青森市 赤石行政書士事務所
青森市浪岡大字浪岡字平野137-
39

0172-55-5906

47 青森市 行政書士佐々木法務事務所 青森市千刈1-14-15-102 017-783-2167

48 青森市 行政書士永瀨めぐみ事務所
青森市古館1-9-45 アネックス
ビューティー305号

080-3337-8285

49 青森市 あい行政書士事務所 青森市長島1-3-21長和ビルB棟1F 017-735-1480

50 青森市 よこうち行政書士事務所
青森市大字野尻今田53-14 ファ
ミール103号

090-1213-5804

51 青森市 行政書士仁綜合事務所 青森市新田2-24-20
017-772-7241
090-7560-1245

52 青森市 税理士法人NAVIS 青森市大字筒井字八ツ橋1372-1 017-738-8833 関与先様のみ

53 青森市 平野税理士・行政書士事務所 青森市合浦2-4-6 017-763-5210 事業関係業者

54 青森市 西村博税理士事務所 青森市平新田字森越28-11 017-726-0494

55 青森市 青森県中小企業団体中央会 青森市本町2-9-17 017-777-2325
原則、会員組合又は
その構成員

56 青森市 三浦實行政書士事務所 青森市大字大野字若宮46-45 017-739-8094

57 青森市 川村隆二税理士事務所 青森市佃2-3-25 017-743-5001 関与先のみ

58 青森市 南隆一郎税理士事務所 青森市はまなす1-1-10-2F 017-757-9525

59 青森市 黒田清孝税理士事務所
青森市本町2-9-10サンポートビ
ル3F

017-718-0671

60 青森市 阿部勝税理士事務所 青森市橋本3-11-5 017-773-5517 関与先のみ

61 青森市 今・兼平税理士法人　兼平会計 青森市青葉2-4-17 017-739-3655 関与先様のみ

62 青森市 今・兼平税理士法人　今会計 青森市三好1-5-17 017-782-1629 関与先様のみ

63 青森市 西谷俊広税理士事務所 青森市勝田2-6-18 017-774-2315 会員のみ

64 青森市 里村敏明税理士事務所 青森市松原3-2-1 017-777-3747 関与先様のみ
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65 青森市 成田修勝税理士事務所 青森市大字浜田字玉川212-3 017-739-0411

66 青森市 丹代英夫税理士事務所 青森市長島1-6-3 017-718-2907 関与先のみ

67 青森市 岩淵壽滿税理士事務所 青森市三内字稲元57-15 017-782-6887 事業者

68 青森市 木村裕税理士事務所
青森市本町1-2-20 青森柳町ビル
6F

017-721-5147 事務所顧問先様のみ

69 青森市 青森市漁業協同組合 青森市油川字岡田262-12 017-752-6650 漁業者のみ

70 青森市 天内行政書士事務所 青森市新城字山田587-226 017-787-2348

71 弘前市 青森銀行弘前支店 弘前市親方町19 0172-32-3161

72 弘前市 青森銀行津軽和徳支店 弘前市和徳町19-1 0172-32-7131

73 弘前市 青森銀行松森町支店 弘前市松森町88 0172-32-5331

74 弘前市 青森銀行弘前駅前支店 弘前市駅前町11-6 0172-32-4411

75 弘前市 青森銀行城東支店 弘前市城東二丁目2-3 0172-27-2131

76 弘前市 青森銀行堅田支店 弘前市田町五丁目6-1 0172-32-1115

77 弘前市 みちのく銀行弘前営業部 弘前市大字代官町39 0172-32-2111
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

78 弘前市 みちのく銀行下土手町支店 弘前市大字土手町36 0172-32-4211
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

79 弘前市 みちのく銀行上土手町支店 弘前市大字土手町211－1 0172-32-0411
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

80 弘前市 みちのく銀行城東支店 弘前市大字城東北１丁目9－1 0172-27-6701
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

81 弘前市 みちのく銀行松原支店 弘前市大字松原西2丁目2－3 0172-87-5511
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

82 弘前市 みちのく銀行堅田支店 弘前市大字宮川3丁目2－4 0172-35-1400
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

83 弘前市 東奥信用金庫本店 弘前市大字土手町81 0172-34-8400

84 弘前市 東奥信用金庫下町支店 弘前市大字新町167-21 0172-33-4700

85 弘前市 東奥信用金庫大町支店 弘前市大字大町3丁目2-1 0172-33-5100

86 弘前市 東奥信用金庫和徳支店 弘前市大字和徳町11-5 0172-35-0456

87 弘前市 東奥信用金庫岩木支店 弘前市大字賀田1丁目4-7 0172-82-3211

88 弘前市 東奥信用金庫富田支店 弘前市大字富田町197-1 0172-34-5669

89 弘前市 東奥信用金庫石川支店 弘前市大字石川字石川80-2 0172-92-3111

90 弘前市 東奥信用金庫浜の町支店 弘前市大字浜の町東3丁目2-22 0172-34-5221

91 弘前市 東奥信用金庫城東支店 弘前市大字外崎1丁目1-2 0172-27-2100

92 弘前市 東奥信用金庫茂森支店 弘前市大字茂森町124-1 0172-32-3400

93 弘前市 東奥信用金庫松原支店 弘前市大字松原3丁目7-20 0172-87-5700

94 弘前市 青い森信用金庫弘前支店 弘前市大字百石町1-1 0172-32-3421

95 弘前市 青い森信用金庫弘前駅前支店 弘前市大字駅前三丁目1-2 0172-33-3133

96 弘前市 青い森信用金庫城東支店 弘前市大字城東中央三丁目1-1 0172-26-1600
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97 弘前市 青い森信用金庫安原支店 弘前市大字泉野一丁目5-2 0172-87-0600

98 弘前市 青森県信用組合弘前支店 弘前市大字元寺町17 0172-35-0225

99 弘前市
行政書士アップル経営コンサル事
務所

弘前市末広2-1-1　佐藤惣ビル2
階1号

0172-40-3707

100 弘前市 行政書士大溝コンサルティング
弘前市大字神田1-8-11 カーサカ
ルム神田103号

090-6855-0975

101 弘前市 香取行政書士事務所 弘前市東城北3-1-8 0172-55-7882

102 弘前市 弘前青色申告会 弘前市高田1-5-1 0172-55-5546 会員のみ

103 弘前市 福士一税理士事務所 弘前市大字野田1-6-3 0172-32-6777 顧客のみ

104 弘前市 青木公認会計士税理士事務所 弘前市徒町8-1 0172-32-4381 関与先に限る

105 弘前市 岩谷泰彦税理士事務所 弘前市早稲田3-8-3 0172-26-0774 顧客のみ

106 弘前市 髙地豊人行政書士事務所 弘前市大字浜の町北1-18-1 0172-36-5646

107 八戸市 青森銀行八戸支店 八戸市堀端町3-1 0178-43-0111

108 八戸市 青森銀行湊支店 八戸市小中野八丁目8-12 0178-22-0131

109 八戸市 青森銀行鮫支店 八戸市白銀三丁目6-1 0178-33-1121

110 八戸市 青森銀行城下支店 八戸市城下四丁目6-27 0178-44-2512

111 八戸市 青森銀行白銀支店
八戸市白銀三丁目6-1(鮫支店
内）

0178-33-1121

112 八戸市 青森銀行旭ヶ丘支店 八戸市旭ヶ丘一丁目8-10 0178-25-1171

113 八戸市 青森銀行卸市場支店
八戸市尻内町八百刈19-1（八戸
駅前支店内）

0178-27-7811

114 八戸市 青森銀行根城支店 八戸市根城三丁目23-19 0178-44-6141

115 八戸市 青森銀行石堂支店 八戸市石堂一丁目31-9 0178-28-7751

116 八戸市 青森銀行類家支店 八戸市南類家一丁目3-1 0178-24-3455

117 八戸市 青森銀行八戸駅前支店 八戸市尻内町八百刈19-1 0178-27-7811

118 八戸市 みちのく銀行八戸営業部 八戸市大字八日町27 0178-43-3141
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

119 八戸市 みちのく銀行柳町支店 八戸市大字湊町字柳町2－1 0178-33-0117
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

120 八戸市 みちのく銀行城下支店 八戸市沼館1丁目4－13 0178-45-7321
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

121 八戸市 みちのく銀行河原木支店 八戸市下長4丁目10－12 0178-20-2511
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

122 八戸市 みちのく銀行類家支店 八戸市青葉3丁目3－20 0178-46-3155
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

123 八戸市 みちのく銀行根城支店 八戸市売市3丁目2－8 0178-47-8800
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

124 八戸市 青い森信用金庫本店営業部 八戸市大字八日町18 0178-44-3321

125 八戸市 青い森信用金庫湊支店 八戸市小中野八丁目12-26 0178-22-1151

126 八戸市 青い森信用金庫鍛冶町支店 八戸市大字類家字縄手下1 0178-22-1161

127 八戸市 青い森信用金庫白銀支店 八戸市大字白銀町字三島上26-1 0178-33-1511

128 八戸市 青い森信用金庫鮫支店 八戸市大字鮫町字住吉町13-1 0178-33-1521
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129 八戸市 青い森信用金庫廿三日町支店 八戸市大字廿三日町40-2 0178-22-6165

130 八戸市 青い森信用金庫八戸桔梗野支店 八戸市大字市川町字桔梗野35-65 0178-28-3231

131 八戸市 青い森信用金庫類家支店 八戸市小中野二丁目8-21 0178-43-7211

132 八戸市 青い森信用金庫沼館支店 八戸市沼館一丁目3-37 0178-44-5131

133 八戸市 青い森信用金庫根城支店 八戸市根城五丁目2-1 0178-44-5001

134 八戸市 青い森信用金庫八戸駅通支店 八戸市大字尻内町字八百刈12-1 0178-27-0511

135 八戸市 青い森信用金庫河原木支店 八戸市下長四丁目10-3 0178-20-2121

136 八戸市 青い森信用金庫中居林支店 八戸市大字中居林字蓋名池3-3 0178-96-5041

137 八戸市 青い森信用金庫新井田支店 八戸市大字新井田字山道19-1 0178-25-2151

138 八戸市 青い森信用金庫湊高台支店 八戸市湊高台五丁目2-1 0178-35-6611

139 八戸市 青い森信用金庫南類家支店 八戸市南類家二丁目2-2 0178-44-7007

140 八戸市 青森県信用組合八戸支店 八戸市小中野1-4-56 0178-43-0611

141 八戸市 市川漁業協同組合 八戸市大字市川町字浜29-5 0178-52-2052 組合員のみ

142 八戸市 梅内法務行政書士事務所 八戸市下長1-13-18
090-3361-8426
0178-20-6502

143 八戸市 神子澤章裕税理士事務所 八戸市類家5-3-4 0178-45-1062 顧客のみ

144 八戸市 行政書士磯島事務所 八戸市日計2-6-13 090-2978-3644

145 八戸市 かけ行政書士事務所 八戸市中居林字仕替場12-3 080-6020-0088

146 八戸市 桑添正寛税理士事務所 八戸市大字白銀町字久保下18-48 0178-32-4607
三八地方の飲食店業中心
にいずれの業種も可

147 八戸市 あらい行政書士事務所 八戸市湊高台3-2-16 0178-38-1174

148 八戸市 えちご行政書士事務所 八戸市大字白銀町字田端8-4 0178-85-6006

149 八戸市 山道かなこ行政書士事務所 八戸市根城7-1-1 080-6017-1155

150 八戸市 税理士法人つばさ会計 八戸市沼館1-3-36 0178-47-0171 関与先様のみ

151 八戸市 行政書士八戸いちい事務所 八戸市根城5-1-16-D 0178-20-0662

152 八戸市 こうせい法務行政書士事務所 八戸市大字沢里字鍋久保40-14 0178-38-9030

153 八戸市 八戸みなと漁業協同組合 八戸市大字白銀町字三島下101 0178-33-3311 組合員のみ

154 八戸市 タカシ行政書士事務所
八戸市大字上組町29-9 サンヴィ
レッジB号

0120-561-309

155 八戸市 三八城税理士法人 八戸市内丸1-1-47 0178-44-8225 関与先様のみ

156 八戸市 近田雄一税理士事務所 八戸市根城8-6-11 0178-43-7051

157 八戸市 佐野会計事務所 八戸市大字尻内字家口田4-1 0178-27-1110

158 八戸市 藤井一税理士事務所 八戸市大字湊町字大沢16-1 0178-31-0140 会員のみ

159 八戸市 丸橋弘税理士事務所 八戸市売市1-12-5 0178-32-0170 顧客のみ

160 八戸市 八戸鮫浦漁業協同組合 八戸市大字鮫町字鮫90-17 0178-33-0556 組合員のみ
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161 八戸市 長嶺康廣税理士事務所 八戸市石堂2-9-9 0178-28-9140

162 八戸市 戸川晃税理士事務所 八戸市江陽2-2-5 0178-22-1860

163 黒石市 青森銀行黒石支店 黒石市上町58 0172-52-4131

164 黒石市 みちのく銀行黒石支店 黒石市大字内町64 0172-52-2155
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

165 黒石市 東奥信用金庫黒石支店 黒石市大字前町6-1 0172-52-4231

166 黒石市 東奥信用金庫温湯支店 黒石市大字温湯字村岸15-2 0172-54-8239

167 黒石市 青い森信用金庫黒石支店 黒石市大字油横丁7-1 0172-52-2227

168 黒石市 青森県信用組合黒石支店 黒石市旭町8-5 0172-52-8341

169 五所川原市 青森銀行五所川原支店 五所川原市布屋町47-3 0173-34-2161

170 五所川原市 青森銀行金木支店 五所川原市金木町朝日山189-1 0173-53-2121

171 五所川原市 みちのく銀行五所川原支店 五所川原市字本町50 0173-35-2101
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

172 五所川原市 東奥信用金庫五所川原支店 五所川原市字布屋町10-6 0173-35-6161

173 五所川原市 青い森信用金庫五所川原支店 五所川原市字大町508-10 0173-35-2323

174 五所川原市 青い森信用金庫金木支店 五所川原市金木町朝日山195-3 0173-53-2125

175 五所川原市 青森県信用組合五所川原支店 五所川原市字敷島町66-4 0173-35-3020

176 五所川原市
行政書士五所川原サポートオフィ
ス井上寿夫事務所

五所川原市中央4-82
0173-26-6681
090-2790-7937

177 五所川原市 増田行税理士事務所 五所川原市字一ッ谷522-7
0173-35-6264（事務所）
080-1808-5976（携帯）

178 十和田市 青森銀行十和田支店 十和田市稲生町15-1 0176-23-3141

179 十和田市 青森銀行十和田南支店 十和田市西四番町1-45 0176-22-4611

180 十和田市 みちのく銀行十和田支店 十和田市東一番町4－63 0176-23-3161
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

181 十和田市 青い森信用金庫十和田営業部 十和田市西三番町1-10 0176-23-3111

182 十和田市 青い森信用金庫穂並支店 十和田市西四番町2-2 0176-22-1110

183 十和田市 青い森信用金庫大学通支店 十和田市東十二番町21-16 0176-22-8711

184 十和田市 青森県信用組合十和田支店 十和田市稲生町14-12 0176-23-5265

185 十和田市 大久保輝彦税理士事務所 十和田市西一番町13-6 0176-22-0404 関与先のみ

186 十和田市 矢倉陽悦税理士事務所 十和田市東四番町4-9 0176-23-2412 関与先のみ

187 十和田市 高野事務所
十和田市稲生町15-24 とわだパ
ルコビル4F

0176-25-3770

188 十和田市 髙岡和人税理士事務所
十和田市大字三本木字千歳森
131-1

0176-25-4140

189 三沢市 青森銀行三沢支店 三沢市中央町一丁目2-3 0176-53-2191

190 三沢市 青森銀行松園町支店 三沢市松園町三丁目4-3 0176-52-2252

191 三沢市 みちのく銀行三沢支店 三沢市中央町3丁目7－26 0176-53-3121
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

192 三沢市 青い森信用金庫三沢支店 三沢市中央町四丁目11-42 0176-53-4131
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193 三沢市 青森県信用組合三沢支店 三沢市幸町2-2-12 0176-53-4161

194 三沢市 三沢市漁協 三沢市三川目4-145-552 0176-54-2202 漁業者

195 三沢市 山本秀典税理士事務所 三沢市堀口2-1-6 0176-53-4774 原則、関与先様のみ

196 むつ市 青森銀行むつ支店 むつ市本町2-11 0175-22-1311

197 むつ市 青森銀行大湊支店 むつ市大湊新町1-1 0175-29-2511

198 むつ市 みちのく銀行むつ支店 むつ市中央2丁目10－1 0175-31-1130
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

199 むつ市 青い森信用金庫下北営業部 むつ市柳町一丁目4-3 0175-22-8181

200 むつ市 青い森信用金庫大湊支店 むつ市大湊浜町8-4 0175-24-1151

201 むつ市 青森県信用組合むつ営業部 むつ市柳町1-1-10 0175-22-1221

202 むつ市 青森県信用組合川内支店 むつ市川内町川内296-2 0175-42-3221

203 むつ市 青森県信用組合大湊支店 むつ市大湊新町6-3 0175-24-2251

204 むつ市 青森県信用組合大畑支店 むつ市大畑町新町63-3 0175-34-3425

205 むつ市 川内町漁業協同組合 むつ市川内町川内無番地 0175-42-3210 組合員のみ

206 むつ市 赤松行政書士事務所 むつ市新町8-22 2階 0175-34-0725

207 むつ市 畠山善光税理士事務所 むつ市小川町1-13-52 0175-23-2113 関与先のみ

208 つがる市 青森銀行木造支店 つがる市木造若宮11-6 0173-42-3131

209 つがる市 みちのく銀行木造支店 つがる市木造千代町54 0173-42-2145
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

210 つがる市 青森県信用組合木造支店 つがる市木造千代町30-3 0173-42-2166

211 平川市 青森銀行平川支店 平川市柏木町藤山27-1 0172-44-2601

212 平川市 東奥信用金庫尾上支店 平川市尾上栄松86-1 0172-57-3311

213 平川市 東奥信用金庫平賀支店 平川市本町平野16-5 0172-44-3151

214 平川市 津軽みらい農業協同組合 平川市本町北柳田23-8 0172-40-2280
農業者のみ、組合員
のみ

215 平内町 青森銀行小湊支店 東津軽郡平内町小湊字小湊74-2 017-755-2221

216 平内町 平内町漁業協同組合
東津軽郡平内町大字浅所字浅所
浅所91-56

017-755-4111 漁業

217 今別町 竜飛今別漁業協同組合
東津軽郡今別町大字今別字今別
113-3

0174-35-2049 漁業組合員のみ

218 外ヶ浜町 青森銀行蟹田支店 東津軽郡外ヶ浜町蟹田101 0174-22-2255

219 外ヶ浜町 外ヶ浜漁業協同組合
東津軽郡外ヶ浜町字平舘今津尻
高15-3

0174-25-2322 組合員のみ

220 外ヶ浜町 三厩漁業協同組合 東津軽郡外ヶ浜町字三厩本町9 0174-37-2007 当漁協組合員のみ

221 鰺ヶ沢町 青森銀行鯵ヶ沢支店 西津軽郡鰺ヶ沢町本町87 0173-72-2161

222 鰺ヶ沢町 青い森信用金庫鰺ヶ沢支店
西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字
上富田63-1

0173-72-2467

223 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町漁業協同組合 西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町200 0173-72-3001

224 深浦町 青森銀行深浦支店 西津軽郡深浦町深浦浜町139 0173-74-2211
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225 深浦町 新深浦町漁業協同組合
西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢字
塩見形406-1

0173-76-2511 漁業者のみ

226 深浦町 風合瀬漁業協同組合
西津軽郡深浦町大字風合瀬字上
砂子川145-7先

0173-76-3086

227 深浦町 深浦漁業協同組合
西津軽郡深浦町大字深浦字浜町
364-2

0173-74-2411 漁業者のみ

228 藤崎町 青森銀行藤崎支店 南津軽郡藤崎町藤崎横松1-1 0172-75-3001

229 藤崎町 東奥信用金庫藤崎支店
南津軽郡藤崎町大字藤崎字舘岡
1-2

0172-75-4101

230 大鰐町 青森銀行大鰐支店 南津軽郡大鰐町大鰐字大鰐5-1 0172-48-3211

231 大鰐町 東奥信用金庫大鰐支店
南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田
63-1

0172-48-2227

232 田舎館村 東奥信用金庫田舎館支店
南津軽郡田舎館村大字畑中字上
野170-1

0172-58-2131

233 田舎館村 玉田中小企業診断士事務所
南津軽郡田舎館村川部中西田30-
17

090-9030-7165

234 板柳町 青森銀行板柳支店 北津軽郡板柳町板柳土井319-2 0172-73-3211

235 板柳町 みちのく銀行板柳支店
北津軽郡板柳町大字板柳字土井
325－1

0172-73-2121
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

236 板柳町 青い森信用金庫板柳支店
北津軽郡板柳町大字板柳字土井
108-1

0172-73-2211

237 鶴田町 青森銀行鶴田支店 北津軽郡鶴田町鶴田生松114-1 0173-22-3105

238 鶴田町 青い森信用金庫鶴田支店
北津軽郡鶴田町大字鶴田字生松
79-2

0173-22-3138

239 野辺地町 青森銀行野辺地支店 上北郡野辺地町野辺地8-4 0175-64-2211

240 野辺地町 みちのく銀行野辺地支店 上北郡野辺地町字野辺地199－3 0175-64-3121
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

241 野辺地町 野辺地町漁業協同組合 上北郡野辺地町字野辺地568 0175-64-2264 漁業者のみ

242 野辺地町 柴崎秀作税理士事務所 上北郡野辺地町字種川7-14 0175-64-0980 顧客先のみ

243 七戸町 青森銀行七戸支店 上北郡七戸町七戸154-2 0176-62-2151

244 七戸町 みちのく銀行七戸支店 上北郡七戸町字荒熊内216-1 0176-62-2181
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

245 七戸町 青森県信用組合七戸支店 上北郡七戸町字七戸218-3 0176-62-2175

246 六戸町 青い森信用金庫六戸支店
上北郡六戸町大字犬落瀬字後田
50-5

0176-55-3131

247 横浜町 横浜町漁業協同組合 上北郡横浜町字下川原123 0175-78-2006

248 東北町 青森銀行乙供支店 上北郡東北町上笹橋1-4 0175-63-2711

249 東北町 青森銀行上北町支店 上北郡東北町上北北一丁目32-44 0176-56-3131

250 東北町 青森県信用組合上北町支店 上北郡東北町上北南1-22-10 0176-56-3121

251 六ヶ所村 青森銀行六ヶ所支店 上北郡六ヶ所村尾駮野附473-1 0175-72-2304

252 六ヶ所村 みちのく銀行六ヶ所支店
上北郡六ケ所村大字尾駮字野附
333

0175-72-2231
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

253 六ヶ所村 青森県信用組合六ヶ所支店
上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附
269

0175-72-2234

254 おいらせ町 青森銀行百石支店 上北郡おいらせ町上明堂89-6 0178-52-2221

255 おいらせ町 青い森信用金庫おいらせ支店 上北郡おいらせ町中下田135-11 0178-56-2880

256 おいらせ町 青森県信用組合百石支店 上北郡おいらせ町上明堂107-1 0178-52-2520
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257 大間町 青森銀行大間支店 下北郡大間町大間字大間50-1 0175-37-2221

258 大間町 青い森信用金庫大間支店 下北郡大間町大字大間字冷水3-7 0175-37-2228

259 大間町 奥戸漁業協同組合
下北郡大間町大字奥戸字奥戸村
173地先

0175-37-2217

260 東通村 猿ヶ森漁業協同組合
下北郡東通村大字猿ヶ森字村中
34

0175-48-2829 組合員のみ

261 東通村 花部行政書士事務所
下北郡東通村大字白糠字明神ノ
上7-36

090-4889-9088 制限なし

262 風間浦村
風間浦漁業協同組合本所（下風
呂）

下北郡風間浦村大字下風呂字下
風呂127

0175-36-2211 所属組合員のみ

263 風間浦村 風間浦漁業協同組合易国間支所
下北郡風間浦村大字易国間字新
町46

0175-35-2011 所属組合員のみ

264 風間浦村 風間浦漁業協同組合蛇浦支所
下北郡風間浦村大字蛇浦字蛇浦
96

0175-35-2311 所属組合員のみ

265 佐井村 佐井村漁業協同組合
下北郡佐井村大字佐井字糠森
144-1

0175-38-4111 組合員のみ

266 三戸町 青森銀行三戸支店 三戸郡三戸町二日町2 0179-22-0221

267 三戸町 みちのく銀行南部支店
三戸郡三戸町大字川守田字沖中
54-1

0179-23-3118
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

268 三戸町 青森県信用組合三戸支店 三戸郡三戸町大字二日町66 0179-22-0231

269 五戸町 青森銀行五戸支店 三戸郡五戸町下大町22-1 0178-62-2121

270 五戸町 みちのく銀行五戸支店 三戸郡五戸町字下大町17－1 0178-62-2251
事業性融資のお取引
があるお客様のみ

271 五戸町 青い森信用金庫五戸支店 三戸郡五戸町字上大町37-5 0178-62-3131

272 田子町 青森銀行田子支店 三戸郡田子町田子字田子58-1 0179-32-3211

273 田子町 青森県信用組合田子支店 三戸郡田子町大字田子字田子21 0179-32-3320

274 南部町 青森銀行南部支店 三戸郡南部町平字広場28-1 0178-32-0875

275 南部町 青森県信用組合名川支店 三戸郡南部町大字平字広場20-2 0178-76-2204

276 階上町 青森銀行階上支店 三戸郡階上町道仏天当平1-130 0178-88-2441


