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(総合企画グループ) 
       〒690-0003 松江市朝日町 484 番地 19 

2021 年 7 月 26 日       ℡ （0852）24-1234 代表 
 

「デジタル化の推進及び利便性向上に向けた取組」ならびに「店舗ネットワークの見直し」について 
 
 
島根銀行（頭取 鈴木 良夫)では、コロナ禍を機に加速するデジタル化社会へ順応していくため、業務及

びサービスのデジタル化を進め、お客さまのニーズに応じたコミュニケーションツールとして、インターネット上に「しまぎ

んスマホ支店（仮称）」を開設いたします。 

また、あわせて、利便性向上や店舗運営の一層の効率化を図るため、店舗の移転及び統合を実施すること

といたしましたのでお知らせいたします。 

お客さまの利便性向上に向けた非対面チャネル（次世代型 Face to Face）の取組みにつきましては、6 月

22 日付ニュースリリース「しまぎんアプリの機能追加について」にてご案内いたしましたが、今後、プリペイドチャージ

機能や送金機能、定期預金預入機能など、段階的に機能拡充を図る予定としております。 

「しまぎんスマホ支店（仮称）の概要」および「店舗ネットワークの見直しに係る対象店舗」ならびに実施予定

日は下記のとおりです。 

 

記 

 

１．しまぎんスマホ支店（仮称）の開設 

（１）概要 

デジタル化の推進（通帳レス・印鑑レス・キャッシュレス・スマホ主体等）に積極的に取組むとともに、既存

の店舗やインターネットバンキングでは提供できなかった商品やサービスを提供いたします。 

また、少子高齢化の進む山陰地方が、デジタル化社会に取り残されないよう、高齢者のデジタルシニア化

に向けた育成にも取組む予定としております。 

 

支店名称 しまぎんスマホ支店（仮称）   ※パソコンやタブレットでも利用可能です。 

主な 

取り扱い業務 

取扱業務やサービスは以下を想定していますが、順次拡大していく予定です。 

・預金業務（口座開設、相続手続き、諸手続き） 

・融資業務（無担保ローン） 

・為替業務（振込・振替、口座振替） 

・資産運用業務（定期預金、投資信託、外貨預金） 

・その他サービス（地域通貨連携等） 

 

（２）開設予定日    2022 年度 上期中 
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２．倉吉支店の移転 

（１）内容 

築後 60 年近くが経過するなど、老朽化が激しく、耐震面でも不安のある現倉吉支店を、現店舗から約

1.5km 離れた場所に新築移転いたします。 

新店舗は、現店舗と倉吉駅のほぼ中間どころに位置し、市街地に向かう国道 179 号線にも近いことから、

車で来店される方にとっては、非常に利便性の高い場所となっています。 

これから設計を進めていく段階にあり、詳細については、別途ご案内いたします。 

現店舗 所在地 新店舗 所在地 

鳥取県倉吉市明治町 1021-2 鳥取県倉吉市見日町 433 

 

（２）移転予定日    2022 年春頃 

 

 

３．黒田出張所の統合および店舗の移転 

（１）内容 

隣接するショッピングセンター「キャスパル」の閉店に伴い、黒田出張所をブランチ・イン・ブランチ（店舗内

店舗）の形態で学園通支店の所在地に移転のうえ統合いたします。 

 

（２）実施予定日 

2021 年 10 月 1 日（金）【2021 年 9 月 30 日（木）をもって、現店舗での営業を終了いたします。】 

現店舗 
店名 学園通支店 黒田出張所 

住所 松江市黒田町 427 番地 

継承店 
店名 学園通支店 黒田出張所 

住所 松江市学園 1 丁目 17 番 32 号 

注１：現店舗のＡＴＭは、当面営業を継続いたします。 
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４．角盤町支店の統合および米子支店の移転 

（１）内容 

老朽化が進む米子支店を角盤町支店の所在地に移転し、角盤町支店をブランチ・イン・ブランチ（店舗内店

舗）の形態で統合いたします。 

 

（２）実施予定日 

2021 年 10 月 11 日（月）【2021 年 10 月 8 日（金）をもって、現店舗①での営業を終了いたします。】 

 

 

５．参考資料 

現行と見直し後のそれぞれの店舗一覧は以下のとおりです。 

 

（１）現行（2021年 6月 30日時点）：22店舗（本店 1・支店 19・出張所 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現店舗 

① 

店名 米子支店 

住所 米子市米原 4 丁目 5 番 39 号 

現店舗 

② 

店名 角盤町支店 

住所 米子市錦町 3 丁目 68 番地 8 

新店舗 

継承店 

店名 米子支店 

住所 米子市錦町 3 丁目 68 番地 8 

注 1：現店舗①のＡＴＭは、当面営業を継続いたします。 

注 2：現時点でブランチ・イン・ブランチとなっている「根雨出張所」、「米子駅前出張所」、「米子東出張所」に 

ついても、新住所となります。 

店舗名 所在地 ブランチ・イン・ブランチ店舗

本店営業部 松江市朝日町484番地19 松江駅前支店、南出張所

津田支店 松江市西津田２丁目15番24号

松江卸団地支店 松江市嫁島町3番32号 上乃木出張所

学園通支店 松江市学園1丁目17番32号 北出張所

西郷支店 隠岐郡隠岐の島町西町八尾の壱21番地1

安来支店 安来市安来町1535番地1

雲南支店 雲南市三刀屋町下熊谷1678番地1 大東出張所

出雲支店 出雲市姫原1丁目5番地1 出雲中央出張所、出雲東出張所

大社支店 出雲市大社町杵築南1364番地8

平田支店 出雲市平田町2368番地

斐川支店 出雲市斐川町直江5081番地

大田支店 大田市大田町大田イ302番地5

江津支店 江津市嘉久志町2306番地2

浜田支店 浜田市新町12番地

益田支店 益田市あけぼの西町8番13

米子支店 米子市米原4丁目5番39号 米子東出張所、根雨出張所、米子駅前出張所

角盤町支店 米子市錦町3丁目68番地8

境支店 境港市浜ノ町122番地

倉吉支店 倉吉市明治町1021の2番地

鳥取支店 鳥取市興南町1番2 鳥取駅南出張所

山代出張所 松江市山代町482番地10

黒田出張所 松江市黒田町427番地

本店・支店（20店舗）

出張所（2店舗）
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（２）見直し後：2021年 7月から順次実施 

21店舗（本店 1・支店 18・インターネット支店 1・出張所 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 

 

 
本件に関するお問い合わせ先 
島根銀行 総合企画グループ 

担当：森脇・島村 ℡(0852)24-1239 

店舗名 所在地 ブランチ・イン・ブランチ店舗 備考

本店営業部 松江市朝日町484番地19 松江駅前支店、南出張所

津田支店 松江市西津田２丁目15番24号

松江卸団地支店 松江市嫁島町3番32号 上乃木出張所

学園通支店 松江市学園1丁目17番32号 黒田出張所、北出張所 2021年10月1日予定

西郷支店 隠岐郡隠岐の島町西町八尾の壱21番地1

安来支店 安来市安来町1535番地1

雲南支店 雲南市三刀屋町下熊谷1678番地1 大東出張所

出雲支店 出雲市姫原1丁目5番地1 出雲中央出張所、出雲東出張所

大社支店 出雲市大社町杵築南1364番地8

平田支店 出雲市平田町2368番地

斐川支店 出雲市斐川町直江5081番地

大田支店 大田市長久町土江97番地 2021年7月12日　イオン大田店へのインストアブランチ

江津支店 江津市嘉久志町2306番地2

浜田支店 浜田市新町12番地

益田支店 益田市あけぼの西町8番13

米子支店 米子市錦町3丁目68番地8 角盤町支店、米子東出張所、根雨出張所、米子駅前出張所 2021年10月11日予定

境支店 境港市浜ノ町122番地

倉吉支店 倉吉市見日町433 2022年春頃予定

鳥取支店 鳥取市興南町1番2 鳥取駅南出張所

山代出張所 松江市山代町482番地10

しまぎんスマホ支店（仮称） － 2022年度上期中

本店・支店（19店舗）

出張所（1店舗）

インターネット支店（1店舗）


