
 

  

ＪＡ板野郡金融店舗統廃合のお知らせ 

組合員様・ご利用者様 各位 

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜

り、厚く御礼申し上げます。 

ＪＡ板野郡は平成 28 年 5月より店舗統廃合を進めてまいりました。 

この度、平成２８年１１月１１日（金）をもって阿波市・藍住町管内の 6支店

の業務を終了し、平成２８年１１月 1４日（月）より阿波市管内の店舗は「阿

波支店」へ、藍住町管内の店舗は「藍住支店」へお取引を継承いたします。 

なお、「北島支店」の共済業務は「藍住支店」が継承いたします。金融業務は、

引き続き「北島支店」をご利用いただけます。現在お持ちの通帳・証書・キャッ

シュカード等も引き続きご利用いただけます。 

店舗統廃合により、ご不便をおかけいたしますが、さらなるサービスの向上に努

めますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

ＪＡ板野郡は、農業振興を通じて、「食」と「農」と「緑」を守り、かけがえの

ない自然を次世代に引継ぐＪＡとして、また『ありがとう』といわれるＪＡとし

て、笑顔と心の通う地域づくりに貢献するため、役職員一同、より一層の努力を

する所存でございます。 

今後とも「板野郡農業協同組合」をご利用下さいますようお願い申しあげます。 

 

板 野 郡 農 業 協 同 組 合 

代表理事組合長 中野 健二 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店舗統廃合にかかる Q＆A 

Q1 現在使用している口座の通帳・口座番号はどうなるのか？ 

A 

口座番号は一部を除き変更ありません。 
現在お持ちいただいております通帳は、そのままご利用いただけま

す。なお、継承支店に統合後、ご希望のお客様には新通帳に切替させ

ていただきますので、お客様の都合の良いときに店舗まで通帳をお持

ちいただくか、渉外（営業）担当者にお申し出いただきますようお願

い申し上げます。 

口座番号が変更になるお客様には別途ご連絡いたします。 

職員が訪問・電話等でお客様にご連絡させていただく場合がござい

ます。 

Q3 

A 

定期貯金証書（通帳）・定期積金証書等はどうなるのか？ 

現在お持ちいただいております定期貯金証書（通帳）・定期

積金証書等をそのままお持ち下さい。 

A 

Q4 公共料金等の自動振替や年金・給与の受取はどうなるの

か？何か手続が必要になるのか？ 

一部の取引を除き、お客様による変更手続きは必要ありま

せん。 
公共料金、各種クレジットの自動振替や、公的年金、基金年金等、給

与振込につきましては当 JA から一括して手続をいたしますのでお

客様による変更手続きは必要ありません。 

ただし、家賃や駐車場代、配当金等、その他振込の受取口座になって

いる場合はお客様よりお振込み人様へ新しい店舗名・店舗コードを

ご連絡いただきますようお願いいたします。 

本  店 TEL(088)694-7200         板野支所 TEL(088)672-1181  

藍園支店 TEL(088)692-2621         住吉支店 TEL(088)692-2231 

北島支店 TEL(088)698-2511         土成支店 TEL(088)695-2356  

御所支店 TEL(088)695-2002         柿島支店 TEL(088)696-2211 

一条支店 TEL(088)696-2015         上板支店 TEL(088)694-2717       

   本店金融共済部 金融課 TEL(088)694-7206 共済課 TEL(088)694-7207 

その他ご不明な点がありましたら、お近くの JA 板野郡までお尋ねください。 

キャッシュカード（ローンカード）はどうなるのか？ 

現在ご使用のキャッシュカード（ローンカード）をご利用い

ただけます。 
 

Q2 

A 



 

 

 

外 観 住所・電話番号 業務のご案内 

 本店(店舗コード：101) 

〒771-1320 

板野郡上板町神宅字宮ノ北 22 

TEL(088)694-7200（代） 

FAX(088)694-7201（代） 

総務部・金融共済部・営農経済部・監査

室の各部・室が業務を行っています。 

営業時間 平日 8:30～17:00 

 (但し、金融窓口業務は 15:00 まで) 

※共済業務については照会業務のみ可能。 

 藍住支店(店舗コード：106) 

〒771-1262 

板野郡藍住町笠木字中野 165-2 

TEL(088)692-2231（代） 

FAX(088)692-8278（代） 

金融業務・共済業務を行っています。 

営業時間 平日 8:30～15:00 

店舗併設ＡＴＭ 平日 8:45～19:00 

        土日祝 9:00～17:00 

貸 金 庫 平日 8:30～17:30 

 板野支店(店舗コード：104) 

〒779-0102 

板野郡板野町川端字惣徳田 70 

TEL(088)672-1181（代） 

FAX(088)672-3619（代） 

金融業務・共済業務を行っています。 

営業時間 平日 8:30～15:00 

店舗併設ＡＴＭ 平日 8:30～19:00 

        土日祝 9:00～17:00 

貸 金 庫 平日 8:30～17:30 

 上板支店(店舗コード：113) 

〒771-1302 

板野郡上板町七條字元原 97-1 

TEL(088)694-2717（代） 

FAX(088)694-2487（代） 

金融業務・共済業務を行っています。 

営業時間 平日 8:30～15:00 

店舗併設ＡＴＭ 平日 8:30～19:00 

        土日祝 9:00～17:00 

貸 金 庫 平日 8:30～17:30 

 阿波支店(店舗コード：109) 

〒771-1506 

阿波市土成町土成字寒方 64-1 

TEL(088)695-2356（代） 

FAX(088)695-3269（代） 

金融業務・共済業務を行っています。 

営業時間 平日 8:30～15:00 

店舗併設ＡＴＭ 平日 8:00～19:00 

        土日祝 9:00～17:00 

貸 金 庫 平日 8:30～17:30 

 北島支店(店舗コード：107) 

〒771-0203 

板野郡北島町中村字日開野 6-1 

TEL(088)698-2511（代） 

FAX(088)698-8277（代） 

金融業務（貯金・為替）を行っています。 

営業時間 平日 8:30～15:00 

店舗併設ＡＴＭ 平日 8:45～19:00 

        土日祝 9:00～17:00 

※共済業務は取り扱っておりません。 

 東部事業所 

〒779-0102 

板野郡板野町川端字惣徳田 49 

TEL(088)672-7870（代） 

FAX(088)637-5122（代） 

営農指導業務・購買事業・販売事業業

務を行っています。 

営業時間 平日 8：30～17：00 

 西部事業所 

〒771-1506 

阿波市土成町土成字寒方 73-1 

TEL(088)637-8222（代） 

FAX(088)637-8022（代） 

営農指導業務・購買事業・販売事業業

務を行っています。 

営業時間 平日 8：30～17：00 

JA 板野郡 店舗・施設一覧 平成 28 年 11 月 14 日より 



外 観 住所・電話番号 業務のご案内 

 松坂集荷場 

板野郡板野町那東字大道下 34-1 

TEL(088)679-6503 

農作物荷受・出荷及び出荷資材取扱業務

を行っています。 

営業時間 平日 8：30～17：00 

 栄集荷場 

板野郡板野町西中富字西新田 42-1 

TEL(088)678-2945 

農作物荷受・出荷及び出荷資材取扱業務

を行っています。 

営業時間 平日 8：30～17：00 

 板西集荷場 

板野郡板野町大寺字野神 129-3 

TEL(088)679-9957 

農作物荷受・出荷及び出荷資材取扱業務

を行っています。 

営業時間 平日 8：30～17：00 

 藍園集荷場 

板野郡藍住町奥野字和田 100-1 

TEL(088)692-1515 

農作物荷受・出荷及び出荷資材取扱・米

集出荷・検査業務を行っています。 

営業時間 平日 8：30～17：00 

 住吉集荷場 

板野郡藍住町笠木字中野 164-4 

TEL(088)678-8415 

農作物荷受・出荷及び出荷資材取扱・米

集出荷・検査業務を行っています。 

営業時間 平日 8：30～17：00 

 北島集荷場 

板野郡北島町中村字日開野 6-1 

TEL(088)679-7563 

農作物荷受・出荷及び出荷資材取扱・米

集出荷・検査業務を行っています。 

営業時間 平日 8：30～17：00 

 御所集荷場 

阿波市土成町吉田字城根木 60-1 

TEL(088)695-4811 

農作物荷受・出荷及び出荷資材取扱・米

集出荷・検査業務を行っています。 

営業時間 平日 8：30～17：00 

 土成集荷場 

阿波市土成町成当 984-3 

TEL(088)695-3070 

農作物荷受・出荷及び出荷資材取扱業務

を行っています。 

営業時間 平日 8：30～17：00 

 柿島集荷場 

阿波市吉野町柿原字二条 59-5 

TEL(088)696-4711 

農作物荷受・出荷及び出荷資材取扱・米

集出荷・検査業務を行っています。 

営業時間 平日 8：30～17：00 

 一条集荷場 

阿波市吉野町西条字原市 182-7 

TEL(088)696-2248 

農作物荷受・出荷及び出荷資材取扱・米

集出荷・検査業務を行っています。 

営業時間 平日 8：30～17：00 

 松島集荷場 

板野郡上板町七条字門田 80-1 

TEL(088)694-3550 

農作物荷受・出荷及び出荷資材取扱・米

集出荷・検査業務を行っています。 

営業時間 平日 8：30～17：00 

 高志集荷場 

板野郡上板町高瀬 228-3 

TEL(088)694-4544 

農作物荷受・出荷及び出荷資材取扱・米

集出荷・検査業務を行っています。 

営業時間 平日 8：30～17：00 

 大山集荷場 

板野郡上板町神宅字堂床 87 

TEL(088)694-6278 

農作物荷受・出荷及び出荷資材取扱・米

集出荷・検査業務を行っています。 

営業時間 平日 8：30～17：00 



営業時間 
7:00～21:00 

東部ｾﾙﾌは 

20:00まで 

 

 

 

 

住  所 営業時間 

松坂犬伏集荷場 ATM 

〒779-0108 板野郡板野町犬伏字大坪 34-2 

平 日 9：00 ～ 19：00 

土日祝 9：00 ～ 17：00 

西中富 ATM 

〒779-0119 板野郡板野町西中富字喜多居地 79 

平 日 9：00 ～ 19：00 

土日祝 9：00 ～ 17：00 

旧藍園支店 ATM 

〒771-1202 板野郡藍住町奥野字和田 100-1 

平 日 9：00 ～ 19：00 

土日祝 9：00 ～ 17：00 

御所の郷 ATM 

〒771-1507 阿波市土成町吉田字梨木原 1 

平 日 9：00 ～ 19：00 

土日祝 9：00 ～ 17：00 

土成集荷場 ATM 

〒771-1504 阿波市土成町成当 974-1 

平 日 9：00 ～ 19：00 

土日祝 9：00 ～ 17：00 

柿原 ATM 

〒771-1401 阿波市吉野町柿原北二条 21-9 

平 日 9：00 ～ 19：00 

土日祝 9：00 ～ 17：00 

吉野西条 ATM 

〒771-1402 阿波市吉野町西条字西大竹 34-2 

平 日 9：00 ～ 19：00 

土日祝 9：00 ～ 17：00 

松島倉庫 ATM 

〒771-1301 板野郡上板町鍛冶屋原字西北原 19-1 

平 日 9：00 ～ 19：00 

土日祝 9：00 ～ 17：00 

旧高志支所 ATM 

〒771-1347 板野郡上板町高瀬 228-1 

平 日 9：00 ～ 19：00 

土日祝 9：00 ～ 17：00 

大山給油所東隣 ATM 

〒771-1320 板野郡上板町神宅字新宮前 11-1 

平 日 9：00 ～ 19：00 

土日祝 9：00 ～ 17：00 

店舗外ＡＴＭ一覧 

11 月 14 日より稼動 

11 月 14 日より稼動 

11 月 14 日より稼動 

産直市・資材館 

新鮮な野菜等の産直品のほか

生産資材等も取扱っています 

JA ｸﾞﾘｰﾝｱｸﾞﾘ板野 
（板野支店隣） 

JA ｸﾞﾘｰﾝどなりﾏﾙｼｪ 
（阿波支店隣） 

営業時間 

4 月～9 月 8:30～19:30 

10 月～3 月 8:30～18:30 

定休日 1 月 1 日～3 日 

その他の施設 
東部サブセンター 営業時間 8:30～17:00 〒771-1202 板野郡藍住町奥野字和田 100-1 TEL(088)692-1515 

西部サブセンター 営業時間 8:30～17:00 〒771-1302 板野郡上板町七條字橋本 20-1  TEL(088)694-3360  

農機具センター  営業時間 8:30～17:00 〒771-1202 板野郡藍住町奥野字和田 106-1 TEL(088)692-0823 

ライスセンター  営業時間 8:30～17:00 〒779-0104 板野郡板野町吹田字池の奥 41  TEL(088)672-5257 

関連子会社 
株式会社 JA 板野郡ｱｸﾞﾘｻﾎﾟｰﾄ 〒771-1347 板野郡上板町高瀬字國仲 623-1 TEL(088)694-3782 

JA 板野郡ｻｰﾋﾞｽ株式会社  〒779-0104 板野郡板野町吹田字池の奥 41 TEL(088)672-5266   

JASS-PORT 土成ｾﾙﾌ JASS-PORT 上板ｾﾙﾌ JASS-PORT 東部ｾﾙﾌ 

※JA ｸﾞﾘｰﾝｱｸﾞﾘ板野の 

産直市は水曜日定休日 

となります。 

TEL(088)672-7873 TEL(088)637-8228 

TEL(088) 

637-8553 

TEL(088) 

694-4760 

TEL(088) 

612-7009 


