2020 年 9 月 24 日
お客様各位
東北労働金庫
社会福祉協議会「緊急小口資金(特例貸付)」の申込取次ぎの終了について
平素は〈東北ろうきん〉をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
当金庫では、都道府県社会福祉協議会が行う「緊急小口資金(特例貸付)」のお電話等による申込書類の請
求受付について、2020 年 9 月 30 日（水）をもちまして終了いたします。
また、お客様より当金庫へ郵送された申込書類につきましては、2020 年 10 月 7 日（水）到着分をもっ
て受付を終了いたしますので、当金庫でのお申込みをご希望の方は、お早めにお手続きをお願いいたしま
す。
なお、緊急小口資金の特例貸付制度は、2020 年 12 月末まで延長されることとなっておりますので、2020
年 10 月以降のお申込みは、お住いの市区町村社会福祉協議会へご相談ください。
※引き続き、お客様の健康・安全を最優先とし、原則、電話または当金庫ホームページによる申込書類
請求の受付け、申込書類については郵送でのお申込みとなりますのでご了承願います。
記
１．申込書類のご請求
(１)ご請求方法
ご自宅あてに郵送させていただきますので、下記のとおり、お電話または当金庫ホームページ（資
料請求フォーム）よりご請求ください。
なお、ご請求の時間帯によっては、申込書類の発送が翌営業日となる場合がございますのでご了
承願います。
①お電話でのご請求
次ページに掲載の最寄りの店舗またはお客さまサービスセンターまでお電話でご請求く
ださい。なお、受付時間は、平日の9:00～17:00までとさせていただきます。
②当金庫ホームページからのご請求
下記ＵＲＬ(資料請求フォーム)にアクセスいただきご請求ください。
https://www.tohoku-rokin.or.jp/contact/request.html

(２)請求期間
2020 年 9 月 30 日（水）まで
２．申込書類のご郵送
(１)ご郵送方法
申込書類に同封した返信用封筒にてご返信ください。
(２)郵送受付期間
2020 年 10 月 7 日（水）当金庫必着
※書類の記載漏れや添付書類の不足などがあった場合、または受付期間を過ぎて到着した申込書類
等につきましては、郵送等にてご返却させていただきますので、期日に余裕をもってお申込みくだ
さい。

３．
「緊急小口資金(特例貸付)」に関するお問い合わせ先
厚生労働省に設置されている下記のコールセンターにご連絡願います。
厚生労働省【個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター】
☎ 0120−46−1999（9：00～21:00／土日・祝日含む）

以 上

東北労働金庫 お問合せ店舗一覧
店舗名

店舗所在地

電話番号

店舗名

店舗所在地

電話番号

青森支店

青森市本町3-3-11

017-777-6161

秋田支店

秋田市山王4-4-13

018-866-1311

八戸支店

八戸市沼館1-6-1

0178-22-8221

大館支店

大館市清水4-4-46

0186-42-6464

弘前市大字萱町44-1

0172-33-4441

能代支店

能代市万町9-25

0185-54-4520

むつ市金谷1-5-24

0175-22-7272

大仙市大曲通町6-20

0187-63-4100

十和田市稲生町11-20

0176-22-5321

横手市梅の木町17-7

0182-32-6112

五所川原支店

五所川原市柏原町32-1

0173-34-6161

湯沢支店

湯沢市字小豆田133-15

0183-73-2110

黒石支店

黒石市大字内町62-17

0172-53-4441

本荘支店

由利本荘市瓦谷地1-2

0184-23-3850

盛岡支店

盛岡市長田町6-7

019-629-1111

土崎支店

秋田市土崎港中央3-12-7

018-847-1231

釜石支店

釜石市中妻町2-1-7

0193-25-2311

山形支店

山形市木の実町12-37

023-631-0511

大船渡支店

大船渡市大船渡町字笹崎250-7

0192-27-6110

酒田支店

酒田市千石町1-12-30

0234-22-0321

一関支店

一関市三関字神田17-1

0191-23-4540

米沢支店

米沢市金池2-2-14

0238-23-2601

花巻支店

花巻市大通り1-9-25

0198-23-6241

鶴岡支店

鶴岡市末広町1-12

0235-22-3147

宮古支店

宮古市栄町1-30

0193-62-6843

新庄支店

新庄市大手町1-39

0233-22-7151

北上市大通り4-1-25

0197-64-2225

長井市本町2-2-3

0238-84-1100

青 弘前支店
森 むつ支店
県 十和田支店

岩
手 北上支店
県 奥州支店

秋 大曲支店
田
県 横手支店

山 長井支店
形
県 寒河江支店

奥州市水沢佐倉河字後樋78-2

0197-24-7722

寒河江市幸町2-20

0237-86-2210

二戸支店

二戸市石切所字川原60-2

0195-25-4911

上山支店

上山市栄町2-6-2

023-672-6688

遠野支店

遠野市中央通り4-3

0198-62-2020

村山支店

村山市楯岡新町3-9-5

0237-55-5115

高田支店

陸前高田市高田町字鳴石34-1

0192-55-5300

山形北支店

山形市五十鈴1-1-7

023-641-1331

久慈支店

久慈市新中の橋第37地割60-2

0194-52-4700

南陽支店

南陽市椚塚1607-4

0238-40-3511

盛岡北支店

盛岡市西青山2-18-55

019-646-3000

天童支店

天童市東久野本2-9-3

023-653-2020

本店営業部

仙台市青葉区北目町1-15【Ace21ﾋﾞﾙ2階】

022-227-1311

福島支店

福島市仲間町4番8号

024-522-3176

新塩釜支店

塩竈市港町1-1-16

022-364-3115

平支店

いわき市平字堂ノ前22

0246-24-2525

石巻支店

石巻市穀町16-6

0225-22-3355

郡山支店

郡山市虎丸町1-27

024-933-2387

古川支店

大崎市古川駅前大通2-4-13

0229-24-1400

若松支店

会津若松市千石町9-34

0242-24-1800

気仙沼支店

気仙沼市本郷10-6

0226-24-2222

原町支店

南相馬市原町区錦町1-68-1

0244-23-6136

大河原支店

柴田郡大河原町大谷字末広132-7

0224-53-2278

白河支店

白河市昭和町3

0248-22-6521

仙台市太白区あすと長町3-3-46

022-248-0151

須賀川支店

須賀川市弘法坦31-2

0248-73-2177

栗原市築館伊豆2-13-24

0228-22-1211

いわき市小名浜字道珍59-14

0246-53-5155

仙台東支店

仙台市宮城野区五輪2-13-5

022-291-2551

喜多方市字西四ツ谷69

0241-24-2111

仙台北支店

仙台市青葉区柏木1-2-45

022-271-3151

勿来支店

いわき市錦町中央2-8-12

0246-63-2441

白石支店

白石市兎作3-3

0224-25-0321

相馬支店

相馬市中村字桜ケ丘85-2

0244-36-3511

迫支店

登米市迫町佐沼字天神前81-14

0220-22-6511

二本松支店

二本松市向原256-10

0243-23-3111

岩沼支店

岩沼市末広2-4-15

0223-29-2222

郡山東支店

郡山市西ノ内二丁目10-24

024-954-7111

石川支店

石川郡石川町字当町50-12

0247-26-7177

保原支店

伊達市保原町字宮下157-7

024-576-4141

宮
城 長町支店
県 築館支店

東北労働金庫 お客さまサービスセンター

0120-1919-62

福
島 小名浜支店
県 喜多方支店

