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Ⅲ 郵便局の設置、移転及び廃止の状況 

 

平成１５年度における郵便局の設置、移転及び廃止の状況は、設置１６局（普通局１０局、特定局

２局、簡易局４局）、移転３３２局（普通局４局、特定局２６９局、簡易局５９局）、廃止５１局（普

通局１１局、特定局５局、簡易局３５局）となっています。 

 

１ 設置 

(1) 普通郵便局（１０局） 

設置日 都道府県 集・無 局   名 位      置 

4月10日 長崎 無 こんごう船内 海上自衛隊護衛艦「こんごう」内 

4月10日 長崎 無 はまな船内 海上自衛隊補給艦「はまな」内 

7月15日 京都 無 はるな船内 海上自衛隊護衛艦「はるな」内 

7月15日 広島 無 とわだ船内 海上自衛隊補給艦「とわだ」内 

10月28日 神奈川 無 ときわ船内 海上自衛隊補給艦「ときわ」内 

10月28日 広島 無 ひえい船内 海上自衛隊護衛艦「ひえい」内 

10月28日 広島 無 あけぼの船内 海上自衛隊護衛艦「あけぼの」内 

1月28日 京都 無 みょうこう船内 海上自衛隊護衛艦「みょうこう」内 

2月15日 広島 無 さみだれ船内 海上自衛隊護衛艦「さみだれ」内 

3月14日 広島 無 とわだ船内 海上自衛隊補給艦「とわだ」内 

※ 「集・無」の欄は、集：集配郵便局、無：無集配郵便局の別を表す。（以下同様） 

 

(2) 特定郵便局（２局） 

設置日 都道府県 集・無 局   名 位      置 

10月20日 千葉 無 松戸河原塚 
〒270-2254 
松戸市河原塚 147-5 

3月15日 神奈川 無 横浜北山田 
〒224-0021 
横浜市都筑区北山田 2 丁目 2-15 

 

(3) 簡易郵便局（４局） 

設置日 都道府県 局   名 位      置 

4月1日 山口 野島 
〒747-0832 
防府市野島 547 

4月28日 宮城 赤井畑 
〒989-0233 
白石市小原赤井畑 21-6 

8月26日 神奈川 ポスタルローソン青葉台局店 
〒227-0062  
横浜市青葉区青葉台 1-13-1 

11月10日 新潟 鵜川 
〒945-1252   
柏崎市女谷 4799-1 
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２ 移転 

(1) 普通郵便局（４局） 

位       置 
移転日 都道府県 集・無 局 名 

移転元 移転先 

9月22日 山梨 集 田富 
〒409-3899 
中巨摩郡田富町布施 2127-2 

〒409-3899 
中巨摩郡田富町臼井阿原 270-1 

9月29日 北海道 集 中標津 
〒086-1199 
標津郡中標津町西1条北1丁目2

〒086-1199 
標津郡中標津町西5条南1丁目1-6

9月29日 広島 集 廿日市 
〒738-8799 
廿日市市桜尾 2 丁目 2-62 

〒738-8799 
廿日市市新宮 1 丁目 16-10 

10月14日 兵庫 集 長田 
〒653-8799 
神戸市長田区細田町 6 丁目 1-28

〒653-8799 
神戸市長田区細田町 7 丁目 1-1 

 

(2) 特定郵便局（２６９局） 

位      置 
移転日 

都道 
府県 

集・無 局 名 
移転元 移転先 

4月 7日 岐阜 無 表佐 
〒503-2122 
不破郡垂井町表佐 1552-2 

〒503-2122 
不破郡垂井町表佐三番屋敷 1545-5

4月 7日 富山 無 富山開 
〒930-0944 
富山市開 396 

〒930-0944 
富山市開 446 

4月 7日 愛知 無 春日井勝川 
〒486-0945 
春日井市勝川町 7 丁目 4 

〒486-0943 
春日井市角崎町 107-3 

4月 7日 静岡 無 坂部 
〒421-0412 
榛原郡榛原町坂部 3784-2 

〒421-0412 
榛原郡榛原町坂部 3783-1 

4月 7日 埼玉 無 
川越南大塚
駅前 

〒350-1165 
川越市南台 2 丁目 1-19 

〒350-1165 
川越市南台 2 丁目 4-34 

4月 7日 広島 無 五日市 
〒731-5127 
広島市佐伯区五日市 1 丁目 2-24

〒731-5127 
広島市佐伯区五日市 1 丁目 2-16 

4月 7日 東京 無 
汐留シティ
センター 

〒100-0011 
千代田区内幸町 2 丁目 2-1 

〒105-7190 
港区東新橋 1 丁目 5-2 

4月 7日 東京 無 
六本木ヒル
ズ 

〒106-0032 
港区六本木 2 丁目 3-1 

〒106-6106 
港区六本木 6 丁目 10-1 

4月14日 埼玉 無 川越松江町 
〒350-0056 
川越市松江町一丁目 10-1 

〒350-0056 
川越市松江町一丁目 12-17 

4月14日 長崎 無 川内 
〒859-5132 
平戸市川内町宮崎 1174-2 

〒859-5132 
平戸市川内町宮崎 1216-32 

4月14日 高知 無 高知比島 
〒780-0066 
高知市比島 2 丁目 1-7 

〒780-0066 
高知市比島 1 丁目 9-21-1 

4月14日 愛知 集 豊根 
〒449-0499 
北設楽郡豊根村下黒川上ﾉ平 8-5

〒449-0499 
北設楽郡豊根村下黒川上ﾉ平 39 

4月14日 岩手 無 
いわて沼宮
内駅前 

〒028-4303 
岩手郡岩手町江刈内 7-5-7 

〒028-4303 
岩手郡岩手町江刈内 7-5-6 

4月21日 群馬 無 高崎中川 
〒370-0072 
高崎市大八木町 654-7 

〒370-0071 
高崎市小八木町 775-2 

4月21日 大分 無 野津原 
〒870-1299 
大分郡野津原町野津原 759 

〒870-1299 
大分郡野津原町野津原 919-1 

4月21日 鳥取 無 倉吉福庭 
〒682-0021 
倉吉市上井 298-1 

〒682-0018 
倉吉市福庭町 1 丁目 46 

4月21日 広島 無 
福山ばら公
園前 

〒720-0805 
福山市御門町 1 丁目 1-16 

〒720-0803 
福山市花園町 1 丁目 1-30 
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位      置 
移転日 

都道 
府県 

集・無 局 名 
移転元 移転先 

4月21日 新潟 集 千手 
〒948-0199 
中魚沼郡川西町中屋敷 320 

〒948-0199 
中魚沼郡川西町水口沢 76-4 

4月21日 長野 無 温田 
〒399-1801 
下伊那郡秦阜村 8372-1 

〒399-1801 
下伊那郡秦阜村 8374-4 

4月21日 埼玉 無 大宮奈良 
〒331-0822 
さいたま市北区奈良町 153-47 

〒331-0822 
さいたま市北区奈良町 150-5 

4月21日 千葉 無 八千代台西 
〒276-0034 
八千代市八千代台西9丁目19-14

〒276-0034 
八千代市八千代台西 8 丁目 16-1 

4月21日 大阪 無 
箕面粟生外
院 

〒562-0025 
箕面市粟生外院 1 丁目 11-26 

〒562-0025 
箕面市粟生外院 1 丁目 21 

4月28日 埼玉 無 鳩ヶ谷里 
〒334-0005 
鳩ヶ谷市里 159 

〒334-0005 
鳩ヶ谷市里 1018 

4月28日 奈良 無 王寺駅前 
〒636-0003 
北葛城郡王寺町久度 2 丁目 8-11

〒636-0003 
北葛城郡王寺町久度2丁目3-1-101

4月28日 神奈川 無 川崎鷺沼 
〒216-0005 
川崎市宮前区土橋 3 丁目 3-1 

〒216-0005 
川崎市宮前区土橋 3 丁目 3-12 

4月28日 福岡 無 八幡高槻 
〒805-0023 
北九州市八幡東区宮の町 2 丁目
3-2 

〒805-0023 
北九州市八幡東区宮の町2丁目1-5

4月28日 福島 無 熊倉 
〒966-0024 
喜多方市熊倉町熊倉熊倉 780-1 

〒966-0024 
喜多方市熊倉町熊倉壇ﾉ前 1532 

4月28日 福島 無 三本松 
〒969-6184 
北会津郡北会津村三本松上大川
向 2987-1 

〒969-6186 
北会津郡北会津村古舘舘ﾉ内 9-5 

4月28日 秋田 無 浜口 
〒018-2407 
山本郡八竜町浜田後野 59-2 

〒018-2407 
山本郡八竜町浜田東浜田 322-2 

4月28日 島根 無 出雲駅前 
〒693-0001 
出雲市今市町 954-5 

〒693-0001 
出雲市今市町 971 

4月28日 青森 無 七和 
〒037-0622 
五所川原市原子山元 55-2 

〒037-0622 
五所川原市原子山元 158-10 

4月28日 福島 集 只見 
〒968-0499 
南会津郡只見町只見宮前 1334-1

〒968-0499 
南会津郡只見町只見田中 1269 

5月 6日 熊本 無 荒尾四ツ山 
〒864-0052 
荒尾市四ﾂ山町 2 丁目 8-20 

〒864-0052 
荒尾市四ﾂ山町 3 丁目 7-34 

5月 6日 岐阜 無 土田 
〒509-0206 
可児市土田 1914-8 

〒509-0206 
可児市土田 1359-5 

5月 6日 静岡 無 原田 
〒436-0105 
掛川市原里萩 942 

〒436-0105 
掛川市原里中野 1123-1 

5月 6日 広島 無 川根 
〒739-1801 
高田郡高宮町川根 2138-1 

〒739-1801 
高田郡高宮町川根 2268-1 

5月 6日 福岡 無 行橋西宮市 
〒824-0031 
行橋市西宮市 1 丁目 7-16 

〒824-0031 
行橋市西宮市 2 丁目 5-33 

5月 6日 和歌山 無 岩代 
〒645-0014 
日高郡南部町西岩代 1640-2 

〒645-0014 
日高郡南部町西岩代 1650-2 

5月 6日 山梨 無 新倉 
〒403-0012 
富士吉田市旭 1 丁目 4-2 

〒403-0012 
富士吉田市旭 1 丁目 4-15 

5月12日 新潟 無 福戸 
〒940-2059 
長岡市大荒戸町南原 503-3 

〒940-2059 
長岡市大荒戸町南原 498-2 

5月12日 東京 無 
練馬平和台
一 

〒179-0083 
練馬区平和台 1 丁目 38-20 

〒179-0083 
練馬区平和台 1 丁目 38-25 
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位      置 
移転日 

都道 
府県 

集・無 局 名 
移転元 移転先 

5月12日 広島 無 廿日市住吉 
〒738-0015 
廿日市市本町 4-28 

〒738-0013 
廿日市市廿日市 1 丁目 8-11 

5月12日 大阪 無 堺東駅前 
〒590-0074 
堺市北花田口町 3 丁 2-27 

〒590-0074 
堺市北花田口町 3 丁 1-19 

5月12日 青森 無 川部和泉 
〒038-1141 
南津軽郡田舎館村川部村元 78-2

〒038-1141 
南津軽郡田舎館村川部村元 77-8 

5月12日 奈良 無 四郷 
〒633-2433 
吉野郡東吉野村三尾 718-2 

〒633-2433 
吉野郡東吉野村三尾 1097-1 

5月19日 福岡 無 底井野 
〒809-0003 
中間市上底井野熊山 836-4 

〒809-0003 
中間市上底井野御座ﾉ瀬 720-1 

5月19日 愛知 無 名古屋菊井 
〒451-0044 
名古屋市西区菊井 1 丁目 3-14 

〒451-0044 
名古屋市西区菊井 2 丁目 3-2 

5月19日 宮城 無 小原 
〒989-0233 
白石市小原湯元 14 

〒989-0233 
白石市小原中倉 30-1 

5月26日 長崎 無 鈴田 
〒856-0845 
大村市大里町 1549-6 

〒856-0845 
大村市大里町 1540-26 

5月26日 茨城 無 平潟 
〒319 ｰ 1701 
北茨城市平潟町 367-1 

〒319 ｰ 1701 
北茨城市平潟町 516 

5月26日 東京 無 足立梅田 
〒123-0851 
足立区梅田 7 丁目 19 

〒123-0851 
足立区梅田 6 丁目 32-1 

5月26日 山口 集 安岡 
〒759-6699 
下関市横野町 1 丁目 13-9 

〒759-6699 
下関市安岡駅前 1 丁目 9-8 

5月26日 埼玉 無 浦和大谷口 
〒336-0042 
さいたま市南区大谷口 2523-3 

〒336-0042 
さいたま市南区大谷口 2500-1 

6月 2日 大分 無 溝部 
〒871-0702 
下毛郡山国町草本 569-2 

〒871-0702 
下毛郡山国町草本 569-1 

6月 2日 愛媛 無 大谷 
〒797-1507 
愛媛県喜多郡肱川町大谷 2945 

〒797-1507 
愛媛県喜多郡肱川町大谷 2940 

6月 9日 熊本 無 都呂々 
〒863-2611 
天草郡苓北町都呂々1212-4 

〒863-2611 
天草郡苓北町都呂々1276-17 

6月 9日 三重 無 古山 
〒518-1142 
上野市古山界外 102-1 

〒518-1142 
上野市古山界外 97-1 

6月 9日 福岡 無 馬場山 
〒807-1131 
北九州市八幡西区馬場山東 1 丁
目 212-76 

〒807-1131 
北九州市八幡西区馬場山東 1 丁目
3-31 

6月 9日 神奈川 無 西秦野 
〒259-1331 
秦野市堀西 912 ｰ 3 

〒259-1331 
秦野市堀川 609 ｰ 2 

6月 9日 山口 無 宇部居能 
〒755-0055 
宇部市居能町 2 丁目 10-33 

〒755-0055 
宇部市居能町 3 丁目 13-43 

6月16日 神奈川 無 松輪 
〒238-0104 
三浦市南下浦町松輪 1616 

〒238-0104 
三浦市南下浦町松輪 1617-1 

6月16日 神奈川 無 横浜高田 
〒223-0065 
横浜市港北区高田東4丁目12-35

〒223-0065 
横浜市港北区高田東 1 丁目 46-7 

6月16日 神奈川 無 福浦 
〒259-0311 
足柄下郡湯河原町福浦 321-1 

〒259-0311 
足柄下郡湯河原町吉浜 378-1 

6月16日 愛知 無 神戸 
〒441-3415 
渥美郡田原町神戸前畑 20-1 

〒441-3415 
渥美郡田原町神戸前畑 6-7 

6月16日 島根 無 中条 
〒685-0027 
隠岐郡西郷町原田 446-1 

〒685-0027 
隠岐郡西郷町原田 435 ｰ 1 

6月16日 大阪 無 吹田山田 
〒565-0821 
吹田市山田東 1 丁目 16-13 

〒565-0821 
吹田市山田東 1 丁目 25-14 
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位      置 
移転日 

都道 
府県 

集・無 局 名 
移転元 移転先 

6月30日 岐阜 集 上原 
〒509-2499 
益田郡下呂町田口 507-1 

〒509-2499 
益田郡下呂町田口 45-6 

6月30日 宮城 無 宮床 
〒981-3624 
黒川郡大和町宮床八坊原 31-2 

〒981-3624 
黒川郡大和町宮床下小路 39-1 

6月30日 大阪 無 八尾教興寺 
〒581-0874 
八尾市教興寺 3 丁目 65-2 

〒581-0874 
八尾市教興寺 1 丁目 212 

7月 7日 群馬 無 前橋高花台 
〒371-0131 
前橋市鳥取町番城 421-2 

〒371-0131 
前橋市高花台 1 丁目 3-1 

7月 7日 大分 無 阿南 
〒879-5405 
大分郡庄内町東長宝 452-4 

〒879-5406 
大分郡庄内町西長宝臼杵原 1876-6

7月 7日 山口 集 小野 
〒754-1399 
宇部市小野区下小野 

〒754-1399 
宇部市小野 3910-8 

7月 7日 富山 無 富山太田口 
〒930-0063 
富山市太田口通り 3 丁目 4-6 

〒930-0063 
富山市太田口通り 1 丁目 5-6 

7月14日 秋田 無 子吉 
〒015-0041 
本荘市薬師堂深持 40-1 

〒015-0041 
本荘市薬師堂堤下 3-1 

7月14日 岐阜 無 牧田 
〒503-1603 
養老郡上石津町牧田上野 2673-5

〒503-1603 
養老郡上石津町牧田上野 2687-1 

7月14日 長野 無 軽井沢駅前 
〒389-0104 
北佐久郡軽井沢町軽井沢東 12-1

〒389-0104 
北佐久郡軽井沢町軽井沢東 12-11

7月22日 千葉 無 
九十九里西
野 

〒283-0116 
山武郡九十九里町西野北新田
626-3 

〒283-0100 
山武郡九十九里町大沼 839-6 

7月22日 福岡 無 新延 
〒807-1305 
鞍手郡鞍手町新延 1585-4 

〒807-1305 
鞍手郡鞍手町新延 1814-15 

7月22日 山形 無 成生 
〒994-0006 
天童市成生 917-1 

〒994-0006 
天童市成生 675 

7月22日 福井 無 三国中元 
〒913-0044 
坂井郡三国町山王 2 丁目 9-7 

〒913-0044 
坂井郡三国町山王 2 丁目 9-3 

7月22日 岩手 無 赤沢 
〒028-3533 
紫波郡紫波町赤沢坂ﾉ上 48-10 

〒028-3533 
紫波郡紫波町赤沢坂ﾉ上 48-5 

7月22日 青森 無 驫木 
〒038-2412 
西津軽郡深浦町驫木亀ｹ崎 91 

〒038-2412 
西津軽郡深浦町驫木鶴緑 33-9 

7月22日 宮城 無 仙台富沢 
〒982-0034 
仙台市太白区西多賀 2 丁目 5-57

〒982-0036 
仙台市太白区富沢南 2 丁目 5-1 

7月28日 栃木 無 宇都宮小幡 
〒320-0036 
宇都宮市小幡 1 丁目 1-27 

〒320-0036 
宇都宮市小幡 1 丁目 1-21 

7月28日 岩手 無 鍬ケ崎 
〒027-0006 
宮古市鍬ｹ崎上町 8-11 

〒027-0006 
宮古市鍬ｹ崎上町 6-19 

7月28日 福島 無 月輪 
〒969-2273 
耶麻郡猪苗代町関都北杉 797 

〒969-2273 
耶麻郡猪苗代町関都菱沼東 78-2 

7月28日 奈良 無 辰市 
〒630-8453  
奈良市西九条町 2 丁目 1-1 

〒630-8144 
奈良市東九条町 429 

8月 4日 埼玉 無 八潮古新田 
〒340-0823 
八潮市古新田 931-8 

〒340-0822 
八潮市大瀬 1507-2 

8月 4日 神奈川 無 川崎中野島 
〒214-0012 
川崎市多摩区中野島1丁目216-5

〒214-0012 
川崎市多摩区中野島 1 丁目 27-1 

8月 4日 大分 無 和間 
〒872-0015 
宇佐市松崎 790-13 

〒872-0015 
宇佐市松崎 790-65 

8月 4日 福岡 無 岩津 
〒839-0214 
三池郡高田町今福字町 152-4 

〒839-0223 
三池郡高田町岩津 875-1 
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8月 4日 熊本 無 八代松高 
〒866-0885 
八代市永碇町 949-3 

〒866-0885 
八代市永碇町 949-1 

8月 4日 茨城 無 稲戸井 
〒302-0035 
取手市上高井 396-5 

〒302-0033 
取手市米ﾉ井 1-1 

8月 4日 埼玉 無 浦和上木崎 
〒330-0071 
さいたま市浦和区上木崎 4 丁目
9-11 

〒330-0071 
さいたま市浦和区上木崎 5 丁目
2-23-106 

8月11日 福岡 無 古川 
〒833-0012 
筑後市溝口 1135-1 

〒833-0012 
筑後市溝口下庄ﾉ後 949-3 

8月11日 岩手 無 遠野新町 
〒028-0524 
遠野市新町 2-19 

〒028-0524 
遠野市新町 5-3 

8月11日 宮城 無 枝野 
〒981-1504 
角田市枝野辻 66-3 

〒981-1504 
角田市枝野畑中 156-5 

8月11日 宮城 無 仙台荒浜 
〒984-0033 
仙台市若林区荒浜南丁 4 

〒984-0033 
仙台市若林区荒浜南丁 1 

8月11日 広島 集 神田 
〒729-1499 
加茂郡大和町下徳良 2222-3 

〒729-1499 
加茂郡大和町下徳良 1806 

8月11日 岡山 無 正田 
〒718-0013 
新見市正田 188-9 

〒718-0013 
新見市正田 228-21 

8月18日 東京 無 
東村山市役
所前 

〒189-0014 
東村山市本町 3 丁目 11 

〒189-0014 
東村山市本町 4 丁目 7 

8月18日 神奈川 無 小田原栄町 
〒250-0011 
小田原市栄町 3 丁目 8-14 

〒250-0011 
小田原市栄町 3 丁目 8-10 

8月25日 奈良 無 橿原菖蒲 
〒634-0042 
橿原市菖蒲町 4 丁目 1-20 

〒634-0042 
橿原市菖蒲町 3 丁目 3-11 

8月25日 埼玉 無 所沢北野 
〒359-1152  
所沢市北野 639-1 

〒359-1152 
所沢市北野 608-1 

9月 1日 熊本 無 竜峰 
〒869-4614 
八代市興善寺町 1891 

〒869-4613 
八代市岡町谷川谷川 1060-4 

9月 1日 青森 無 弘前笹森町 
〒036-8021 
弘前市和徳町 30-1 

〒036-8342 
弘前市笹森町 40-7 

9月 1日 福島 無 郡山開成 
〒963-8851 
郡山市開成 2 丁目 39-22 

〒963-8851 
郡山市開成 2 丁目 39-1 

9月 1日 山形 無 吉島 
〒999-0214 
東置賜郡川西町吉田 3519-3 

〒999-0214 
東置賜郡川西町吉田 5896-6 

9月 1日 山口 無 宇部常盤台 
〒755-0097 
宇部市常盤台 2 丁目 8-1 

〒755-0097 
宇部市常盤台 2 丁目 13-7 

9月 1日 兵庫 無 
尼崎長洲本
通 

〒660-0803 
尼崎市長洲本通 1 丁目 6-14 

〒660-0803 
尼崎市長洲本通 1 丁目 6-17 

9月 8日 埼玉 無 金杉 
〒343-0102 
北葛飾郡松伏町築比地 1690-1 

〒343-0102 
北葛飾郡松伏町築比地 1692-1 

9月 8日 東京 無 青梅霞台 
〒198-0036 
青梅市川辺町 10 丁目 13-7 

〒198-0031 
青梅市師岡町 4 丁目 5-2 

9月 8日 山形 無 戸沢 
〒999-6311 
最上郡戸沢村津谷 61-3 

〒999-6313 
最上郡戸沢村名高 1593-247 

9月 8日 福島 無 群岡 
〒969-4512 
耶麻郡西会津町上野尻西林崎
3163-9 

〒969-4512 
耶麻郡西会津町上野尻上沖ﾉ原
2518-6 

9月 8日 青森 集 陸奥平舘 
〒030-1499 
東津軽郡平舘村根岸湯の沢
158-4 

〒030-1499 
東津軽郡平舘村根岸湯の沢 163-16
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9月16日 新潟 無 米山寺 
〒949-3373 
中頸城郡柿崎町米山寺 244 

〒949-3373 
中頸城郡柿崎町米山寺 220-1 

9月16日 広島 集 川鳥 
〒729-5499 
比婆郡東城町森 1515-1 

〒729-5499 
比婆郡東城町森 52-9 

9月16日 群馬 無 前橋平和 
〒371-0027 
前橋市平和町 2 丁目 18-15 

〒371-0027 
前橋市平和町 2 丁目 18-13 

9月16日 東京 無 練馬関一 
〒177-0053 
練馬区関町南 1 丁目 5-5 

〒177-0053 
練馬区関町南 1 丁目 6-1 

9月16日 兵庫 無 神戸青木 
〒658-0027 
神戸市東灘区青木 5 丁目 6-8 

〒658-0027 
神戸市東灘区青木 5 丁目 5-7 

9月16日 青森 無 三沢大津 
〒033-0022 
三沢市三沢横沢 64 

〒033-0134 
三沢市大津 1 丁目 272-7 

9月16日 島根 無 朝倉 
〒699-5523 
鹿足郡六日市町朝倉 700-4 

〒699-5523 
鹿足郡六日市町朝倉 2146 

9月16日 福島 無 福島伏拝 
〒960-8154 
福島市伏拝台田 17-2 

〒960-8151 
福島市太平寺毘沙門堂 3-2 

9月22日 千葉 無 船橋三山 
〒274-0072 
船橋市三山 5 丁目 20-7 

〒274-0072 
船橋市三山 7 丁目 10-2 

9月22日 岩手 集 薄衣 
〒029-0299 
東磐井郡川崎村薄衣町裏 28-2 

〒029-0299 
東磐井郡川崎村薄衣法道地 21-7 

9月29日 鹿児島 無 大島松原 
〒891-7602  
大島郡天城町松原伊宝 1386-6 

〒891-7602  
大島郡天城町松原大兼久 377-1 

9月29日 石川 無 宝立 
〒927-1222 
珠洲市宝立町鵜飼 2-70 

〒927-1222 
珠洲市宝立町鵜飼卯 43-5 

9月29日 埼玉 無 
川越南大塚
駅前 

〒350-1165 
川越市南台 2 丁目 4-34 

〒350-1165 
川越市南台 2 丁目 1-19 

9月29日 茨城 無 新宮 
〒311-1512 
鹿島郡鉾田町白塚 219 

〒311-1512 
鹿島郡鉾田町白塚 222-1 

9月29日 福岡 無 八幡高槻 
〒805-0023 
北九州市八幡東区宮の町 2 丁目
1-5 

〒805-0023 
北九州市八幡東区宮の町2丁目3-2

9月29日 広島 無 桜尾 
〒738-0023 
廿日市市下平良 1 丁目 4-21 

〒738-0004 
廿日市市新宮 1 丁目 8-4 

9月29日 福島 無 文知摺 
〒960-8204 
福島市岡部高畑 17-4 

〒960-8204 
福島市岡部前田 50-3 

10月 6日 長野 無 温田 
〒399-1801 
下伊那郡秦阜村 8374-4 

〒399-1801 
下伊那郡秦阜村 8372-1 

10月 6日 新潟 無 越後猿沢 
〒958-0261 
岩船郡朝日村猿沢 2584-5 

〒958-0261 
岩船郡朝日村猿沢 2656-2 

10月 6日 大阪 無 
箕面粟生外
院 

〒562-0025 
箕面市粟生外院 1 丁目 21 

〒562-0025 
箕面市粟生外院 1 丁目 11-26 

10月 6日 宮城 無 仙台緑ケ丘 
〒982-0021 
仙台市太白区緑ｹ丘 3 丁目 3-11 

〒982-0021 
仙台市太白区緑ｹ丘 3 丁目 3-12 

10月 6日 宮城 無 
仙台花京院
通 

〒980-0014 
仙台市青葉区本町 1 丁目 12-12 

〒980-0014 
仙台市青葉区本町 1 丁目 11-1 

10月 6日 神奈川 無 平塚横内 
〒254-0002 
平塚市横内 3785-5 

〒254-0002 
平塚市横内 3785-1 

10月 6日 千葉 無 鎌ヶ谷駅前 
〒273-0113 
鎌ヶ谷市道野辺中央 2 丁目 3-20

〒273-0113 
鎌ヶ谷市道野辺中央 2 丁目 8-39 

10月14日 群馬 無 高崎貝沢 
〒370-0042 
高崎市貝沢町 944-2 

〒370-0042 
高崎市貝沢町 945-18 
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10月14日 千葉 無 八千代台西 
〒276-0034 
八千代市八千代台西 8 丁目 16-1

〒276-0034 
八千代市八千代台西 9 丁目 19-14

10月14日 埼玉 無 妻沼長井 
〒360-0212 
大里郡妻沼町江波 415 

〒360-0212 
大里郡妻沼町江波 294 

10月14日 福岡 無 八幡萩原 
〒806-0059 
北九州市八幡西区萩原 2 丁目
1-14 

〒806-0059 
北九州市八幡西区萩原 2 丁目 1-25

10月14日 大分 無 臼杵辻 
〒875-0041 
臼杵市臼杵 100-9 

〒875-0041 
臼杵市臼杵片町 192-6 

10月14日 高知 無 田野浦 
〒789-1933 
幡多郡大方町田野浦 963 

〒789-1933 
幡多郡大方町田野浦土居 963-49 

10月14日 石川 無 倉光 
〒924-0028 
松任市相川新町 2321 

〒924-0865 
松任市倉光 7 丁目 112-1 

10月14日 兵庫 無 川西清和台 
〒666-0143 
川西市清和台西 1 丁目 5-11 

〒666-0143 
川西市清和台西 2 丁目 2-2 

10月14日 兵庫 無 神戸福田 
〒655-0013 
神戸市垂水区福田 3 丁目 3-17 

〒655-0013 
神戸市垂水区福田 4 丁目 3-25 

10月14日 和歌山 無 海南室山 
〒642-0011 
海南市黒江 1-25 

〒642-0011 
海南市黒江 1-101 

10月14日 岩手 無 薄衣矢作 
〒029-0202  
東磐井郡川崎村薄衣須崎 75-1 

〒029-0202 
東磐井郡川崎村薄衣須崎 82-4 

10月14日 愛知 無 春日井篠木 
〒486-0851 
春日井市篠木町 5 丁目 1313 

〒486-0851 
春日井市篠木町 3 丁目 13-2 

10月14日 岩手 無 和井内 
〒028-2105 
下閉伊郡新里村和井内第 21地割
4-15 

〒028-2105 
下閉伊郡新里村和井内第21地割三
十刈 22-1 

10月14日 広島 無 広島翠一 
〒734-0005 
広島市南区翠 1 丁目 2-33 

〒734-0005 
広島市南区翠 1 丁目 2-32 

10月14日 島根 無 大塚 
〒692-0042 
安来市大塚町 350-2 

〒692-0042 
安来市大塚町 382-2 

10月14日 山梨 無 新倉 
〒403-0012 
富士吉田市旭 1 丁目 4-15 

〒403-0012 
富士吉田市旭 1 丁目 4-2 

10月14日 新潟 無 岩船 
〒958-0043 
村上市岩船下大町 5-5 

〒958-0051 
村上市岩船上町 4-24 

10月14日 静岡 無 中村 
〒437-1405 
小笠郡大東町中 875 

〒437-1405 
小笠郡大東町中 845 

10月14日 静岡 無 沼津西島 
〒410-0835 
沼津市西島町 5-15 

〒410-0835 
沼津市吉田町 38-21 

10月14日 広島 無 福山多治米 
〒720-0091 
福山県神島町 1-1 

〒720-0824 
福山市多治米町 3 丁目 7-18 

10月14日 熊本 無 九品寺東 
〒862-0976 
熊本市九品寺 3 丁目 17-21 

〒862-0976 
熊本市九品寺 5 丁目 1-41 

10月20日 埼玉 無 大宮奈良 
〒331-0822 
さいたま市北区奈良町 150-5 

〒331-0822 
さいたま市北区奈良町 153-47 

10月20日 大阪 無 松原別所 
〒580-0006 
松原市大堀 3 丁目 6-35 

〒580-0005 
松原市別所 7 丁目 13-25 

10月20日 北海道 無 札幌緑ケ丘 
〒003-0028 
札幌市白石区平和通 2 丁目南
5-12 

〒004-0805 
札幌市清田区里塚緑ｹ丘 2 丁目 7-1

10月20日 北海道 無 清田 
〒004-0841 
札幌市清田区清田1条2丁目2-2

〒004-0841 
札幌市清田区清田 1 条 4 丁目 5-48
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10月20日 鹿児島 集 国上 
〒891-3299 
西之表市国上谷ヶ添 2443-4 

〒891-3299 
西之表市国上谷ヶ添 2440-29 

10月20日 秋田 集 金浦 
〒018-0399 
由利郡金浦町金浦十二林 23-4 

〒018-0399 
由利郡金浦町金浦金浦 105 

10月20日 青森 無 七和 
〒037-0622 
五所川原市原子山元 158-10 

〒037-0622 
五所川原市原子山元 55-2 

10月20日 青森 集 泊 
〒039-4399 
上北郡六ヶ所村泊村の内 29-1 

〒039-4399 
上北郡六ヶ所村泊川原 186-1 

10月27日 新潟 無 新潟南浜通 
〒951-8061 
新潟市西堀通六番町 884 

〒951-8061 
新潟市南浜通一番町 364-1 

10月27日 兵庫 無 三田上野 
〒669-1515 
三田市大原 1314-1 

〒669-1513  
三田市三輪 1294-44 

10月27日 宮城 無 陸前大貫 
〒989-4302 
遠田郡田尻町大貫砂待井下 41-3

〒989-4302 
遠田郡田尻町大貫上長根 1-4 

10月27日 愛知 無 名古屋白金 
〒466-0059 
名古屋市昭和区福江1丁目25-15

〒466-0059 
名古屋市昭和区白金 1 丁目 1907 

11月 4日 福井 無 加斗 
〒917-0045 
小浜市加斗 37-7-6 

〒917-0045 
小浜市加斗 39-14 

11月 4日 愛媛 無 喜木 
〒796-0111 
西宇和郡保内町喜木 3-3 

〒796-0112 
西宇和郡保内町須川 60-1 

11月 4日 鹿児島 集 入来 
〒895-1499 
薩摩郡入来町副田馬渡 5627-66 

〒895-1499 
薩摩郡入来町副田釣尾 5864-12 

11月 4日 福岡 無 磯光 
〒823-0004 
鞍手郡宮田町磯光綾角 1235-3 

〒823-0004 
鞍手郡宮田町磯光 1235-1 

11月 4日 大分 無 別府観海寺 
〒874-0839 
別府市南立石川原端 2064 

〒874-0839 
別府市南立石川原端 2061-1 

11月 4日 福岡 無 瀬高上庄 
〒835-0025 
山門郡瀬高町上庄松原 1243-3 

〒835-0025 
山門郡瀬高町上庄 679-1 

11月 4日 沖縄 集 平安座 
〒904-2499 
中頭郡与那城町平安座 259 

〒904-2499 
中頭郡与那城町平安座 8146-9 

11月 4日 東京 無 東松原駅前 
〒156-0043 
世田谷区松原 5 丁目 58-6 

〒156-0043 
世田谷区松原 5 丁目 4-11 

11月 4日 島根 集 都万 
〒685-0199 
隠岐郡都万村都万 2092-2 

〒685-0199 
隠岐郡都万村都万 2040 

11月 4日 奈良 無 四郷 
〒633-2433 
吉野郡東吉野村三尾 1097-1 

〒633-2433 
吉野郡東吉野村三尾 718-2 

11月 4日 千葉 無 
船橋前原団
地内 

〒274-0825 
船橋市前原西 6 丁目 1-15 

〒274-0825 
船橋市前原西 6 丁目 1-22 

11月10日 長野 無 上久堅 
〒399-2611 
飯田市上久堅 3772-6 

〒399-2611 
飯田市上久堅 4079-1 

11月10日 徳島 集 昼間 
〒771-2599 
三好郡三好町昼間羽祢田 1185-5

〒771-2599 
三好郡三好町昼間 1613-1 

11月10日 長崎 無 佐世保赤崎 
〒857-0064 
佐世保市赤崎町 595-3 

〒857-0064 
佐世保市赤崎町 596-47 

11月10日 長崎 無 鈴田 
〒856-0845 
大村市大里町 1540-26 

〒856-0845 
大村市大里町 1549-14 

11月10日 福島 無 草野 
〒970-0101 
いわき市平下神谷内宿 63 

〒970-0112 
いわき市平泉崎砂田 58-3 

11月10日 山口 無 下関幡生 
〒751-0828  
下関市幡生宮の下町 2-1 

〒751-0828 
下関市幡生町 2 丁目 3-34 
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移転日 
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移転元 移転先 

11月10日 埼玉 無 春日部小渕 
〒344-0007   
春日部市小渕 476-6 

〒344-0007 
春日部市小渕 595-1 

11月17日 長野 無 松本渚 
〒390-0841 
松本市渚 4 丁目 3-1 

〒390-0841 
松本市渚 3 丁目 9-4 

11月17日 福島 集 只見 
〒968-0499 
南会津郡只見町只見田中 1269 

〒968-0499 
南会津郡只見町只見宮前 1334-1 

11月17日 秋田 無 上新城 
〒010-0135 
秋田市上新城五十丁大村屋敷
218-5 

〒010-0136 
秋田市上新城中稲荷田 53-2 

11月17日 大阪 無 吹田山田 
〒565-0821 
吹田市山田東 1 丁目 25-14 

〒565-0821 
吹田市山田東 1 丁目 16-13 

11月17日 三重 無 津藤枝 
〒514-0814 
津市藤枝町 25 

〒514-0815 
津市藤方 2238 

11月25日 長野 無 高丘 
〒383-0052 
中野市安源寺 545 

〒383-0052 
中野市安源寺 554-2 

11月25日 岐阜 集 白鳥 
〒501-5199 
郡上郡白鳥町白鳥宮林 414-3 

〒501-5199 
郡上郡白鳥町白鳥長藤 191-1 

11月25日 石川 無 尾口 
〒920-2335 
石川郡尾口村女原ﾎ 55-2 

〒920-2335 
石川郡尾口村瀬戸申 27-1 

11月25日 富山 無 富山太田口 
〒930-0063 
富山市太田口通り 1 丁目 5-6 

〒930-0063 
富山市太田口通り 3 丁目 4-6 

11月25日 静岡 無 島田東町 
〒427-0058 
島田市祇園町 8373-1 

〒427-0011 
島田市東町 1178-2 

11月25日 新潟 無 三郷 
〒943-0139 
上越市天野原新田 179-3 

〒943-0139 
上越市天野原新田 10-5 

11月25日 山梨 無 宝 
〒402-0045  
都留市大幡 64-2 

〒402-0046 
都留市中津森 862-1 

11月25日 東京 無 新中野駅前 
〒164-0012 
中野区本町 4 丁目 47-9 

〒164-0011 
中野区中央 5 丁目 6-2 

11月25日 東京 無 台東入谷 
〒110-0013 
台東区入谷 2 丁目 23-15 

〒110-0013 
台東区入谷 1 丁目 17-2 

11月25日 千葉 集 九十九里 
〒283-0199 
山武郡九十九里町片貝 4092-6 

〒283-0199 
山武郡九十九里町片貝 2983 

11月25日 広島 集 永野 
〒729-3699 
神石郡神石町永野 2373-1 

〒729-3699  
神石郡神石町永野 2549-1 

11月25日 岡山 集 豊永 
〒719-2799 
新見市豊永佐伏 514-1 

〒719-2799 
新見市豊永佐伏 894-1 

11月25日 兵庫 無 尼崎築地 
〒660-0874 
尼崎市西本町 3-64 

〒660-0852 
尼崎市築地北浜 1 丁目 3-3 

11月25日 奈良 集 天の川 
〒638-0399 
吉野郡天川村川合 273-2 

〒638-0399 
吉野郡天川村沢谷 116-1 

11月25日 宮城 無 宮床 
〒981-3624 
黒川郡大和町宮床下小路 39-1 

〒981-3624 
黒川郡大和町宮床八坊原 31-2 

11月25日 青森 集 野辺地 
〒039-3199 
上北郡野辺地町野辺地 1-51 

〒039-3199 
上北郡野辺地町野辺地 28-1 

11月25日 福島 集 明和 
〒968-0699 
南会津郡只見町小林上照岡
1293-1 

〒968-0699 
南会津郡只見町小林上照岡 810-1

12月 1日 神奈川 無 横浜六角橋 
〒221-0802 
横浜市神奈川区六角橋 1 丁目
15-5 

〒221-0802 
横浜市神奈川区六角橋 1 丁目 4-1
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12月 1日 沖縄 無 平良西里 
〒906-0007 
宮古郡平良市西里 183 

〒906-0007 
宮古郡平良市西里 142 

12月 8日 石川 無 正院 
〒927-1206 
珠洲市正院町正院 19-4 

〒927-1206 
珠洲市正院町正院 21-67 

12月 8日 大分 無 津房 
〒872-0711 
宇佐郡安心院町六郎丸石田
679-5 

〒872-0711 
宇佐郡安心院町六郎丸 548-1 

12月 8日 神奈川 無 横浜上大岡 
〒233-0002 
横浜市港南区上大岡西 1 丁目
18-24 

〒233-0002 
横浜市港南区上大岡西 1 丁目 15-1

12月 8日 福岡 無 底井野 
〒809-0003 
中間市上底井野御座ﾉ瀬 720-1 

〒809-0003 
中間市上底井野熊山 836-4 

12月 8日 福島 無 静川 
〒967-0025 
南会津郡田島町静川風下甲
176-1 

〒967-0025  
南会津郡田島町静川豆渡 214-1 

12月 8日 静岡 無 清水大曲 
〒424-0819  
静岡市清水元城町 7-40 

〒424-0841 
静岡市清水追分 1 丁目 6-5 

12月15日 埼玉 無 所沢北野 
〒359-1152 
所沢市北野 608-1 

〒359-1152 
所沢市北野 639-5 

12月15日 三重 無 古山 
〒518-1142 
上野市古山界外 97-1 

〒518-1142 
上野市古山界外 102-1 

12月15日 熊本 無 文政 
〒869-4223 
八代郡鏡町貝洲 284-4 

〒869-4222 
八代郡鏡町両出 1397-1 

12月22日 千葉 無 新浦安駅北 
〒279-0011 
浦安市美浜 3 丁目 25-18 

〒279-0011   
浦安市美浜 1 丁目 7-105 

1月13日 熊本 無 北里 
〒869-2505 
阿蘇郡小国町北里奴留場 2442 

〒869-2505 
阿蘇郡小国町北里 2442-1 

1月13日 熊本 無 八代松高 
〒866-0885 
八代市永碇町 949-1 

〒866-0885 
八代市永碇町 949-3 

1月13日 大分 無 菅生 
〒879-6184 
竹田市菅生 1126-5 

〒879-6184 
竹田市菅生 1178-1 

1月13日 東京 無 新宿大久保 
〒169-0072 
新宿区大久保 2 丁目 1-9 

〒169-0072 
新宿区大久保 2 丁目 13-10 

1月13日 静岡 無 静岡柳新田 
〒420-0881 
静岡市北安東 4 丁目 5-20 

〒420-0805 
静岡市城北 63-2 

1月13日 奈良 無 辰市 
〒630-8144   
奈良市東九条町 429 

〒630-8453 
奈良市西九条 2 丁目 1-1 

1月19日 埼玉 無 浦和大谷口 
〒336-0042 
さいたま市南区大谷口 2500-1 

〒336-0042 
さいたま市南区大谷口 2523-3 

1月19日 福井 無 富田 
〒912-0813 
大野市上野 69-9 

〒912-0813 
大野市上野 69-5-1 

1月19日 千葉 無 睦岡 
〒289-1223 
山武郡山武町埴谷 734-3 

〒289-1223 
山武郡山武町埴谷 732-1 

1月19日 京都 無 
京都大和大
路 

〒605-0817 
京都市東山区大和大路通松原上
ﾙ弓矢町 3 

〒605-0815 
京都市東山区大和大路通松原下ﾙ
北御門町 251 

1月19日 熊本 無 内田 
〒861-0414 
鹿本郡菊鹿町上内田 583-5 

〒861-0414 
鹿本郡菊鹿町上内田 557-6 

1月26日 熊本 無 田島 
〒861-1214 
菊池郡泗水町田島 174 

〒861-1214 
菊池郡泗水町田島 214-3 
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1月26日 石川 集 能都 
〒927-0499 
鳳至郡能都町宇出津ｳ 44 

〒927-0499 
鳳至郡能都町宇出津ﾅ 34-1 

2月 2日 熊本 無 人吉新町 
〒868-0057 
人吉市土手町 33 

〒868-0057 
人吉市土手町 20-1 

2月 2日 岐阜 無 岐南 
〒501-6019 
羽島郡岐南町みやまち 1 丁目 33

〒501-6011 
羽島郡岐南町八剣北 6 丁目 83 

2月12日 福島 無 昭和 
〒968-0103  
大沼郡昭和村下中津川沖 960 

〒968-0103 
大沼郡昭和村下中津川沖 375-2 

2月16日 兵庫 無 西古佐 
〒669-2221 
篠山市西古佐 954 

〒669-2221 
篠山市西古佐 956-1 

2月23日 埼玉 無 浦和上木崎 
〒330-0071 
さいたま市浦和区上木崎 5 丁目
2-23-106 

〒330-0071 
さいたま市浦和区上木崎 4 丁目
9-11 

2月23日 宮崎 集 山陰 
〒883-0199 
東臼杵郡東郷町山陰丙 1639-2 

〒883-0199 
東臼杵郡東郷町山陰丙 1458-2 

2月23日 鳥取 無 古長 
〒689-2332 
東伯郡東伯町古長 193-4 

〒689-2332 
東伯郡東伯町古長 201-4 

2月23日 愛知 無 
名古屋自由
ケ丘 

〒464-0044  
名古屋市千種区自由ｹ丘 2 丁目
16-A112 

〒464-0044 
名古屋市千種区自由ｹ丘3丁目2-27

3月 1日 千葉 無 鎌ヶ谷駅前 
〒273-0113 
鎌ヶ谷市道野辺中央 2 丁目 8-39

〒273-0113 
鎌ヶ谷市道野辺中央 2 丁目 3-20 

3月 1日 長崎 無 大草 
〒859-0414 
西彼杵郡多良見町元釜名崎の谷
152-6 

〒859-0414 
西彼杵郡多良見町元釜名 95-12 

3月 1日 山形 集 楯山 
〒990-2299 
山形市風間 940-4 

〒990-2299 
山形市風間 935-4 

3月 8日 福井 無 疋田 
〒914-0302 
敦賀市疋田 26-10-1 

〒914-0302 
敦賀市疋田 11-8-5 

3月 8日 埼玉 無 秩父高篠 
〒368-0004 
秩父市山田 1851-4 

〒368-0004 
秩父市山田 1848-1 

3月 8日 埼玉 無 加須久下 
〒347-0012 
加須市多門寺 74-4 

〒347-0063 
加須市久下 4 丁目 9-9 

3月 8日 鹿児島 集 市来 
〒899-2199 
日置郡市来町湊町 3346-2 

〒899-2199 
日置郡市来町湊町 3029 

3月 8日 群馬 無 前橋平和 
〒371-0027 
前橋市平和町 2 丁目 18-13 

〒371-0027 
前橋市平和町 2 丁目 18-15 

3月 8日 鹿児島 無 秋名 
〒894-0333 
大島郡龍郷秋名 1698-1 

〒894-0333 
大島郡龍郷秋名 1215-1 

3月 8日 鹿児島 無 
瀬戸内阿木
名 

〒894-1511 
大島郡瀬戸内町阿木名阿木名
149-1 

〒894-1511 
大島郡瀬戸内町阿木名阿木名
509-1 

3月 8日 福島 無 夜ノ森 
〒979-1161  
双葉郡富岡町夜の森北 1 丁目
34-3 

〒979-1162 
双葉郡富岡町桜 1 丁目 3 

3月 8日 兵庫 無 新長田駅前 
〒653-0038  
神戸市長田区若松町 4 丁目 4-8 

〒653-0037 
神戸市長田区大橋町 4 丁目 4-9 

3月15日 島根 無 知井宮 
〒693-0033 
出雲市知井宮町嘉儀 971  

〒693-0033 
出雲市知井宮町嘉儀 991-2 

3月15日 北海道 無 帯広大通 
〒080-0010  
帯広市大通南 12 丁目 2 

〒080-0010 
帯広市大通南 11 丁目 2 
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3月15日 愛知 無 西尾米津 
〒445-0802  
西尾市米津町渡場 56-4 

〒445-0802  
西尾市米津町渡場 53-6 

3月22日 神奈川 無 横浜桂南町 
〒247-0014 
横浜市栄区公田町 905-3 

〒247-0005 
横浜市栄区桂町 197-1 

3月22日 石川 集 押水 
〒929-1399 
羽咋郡押水町今浜ﾍ 310 

〒929-1399 
羽咋郡押水町今浜ﾄ 141-2 

3月22日 石川 無 西島 
〒926-0223  
鹿島郡能登島町半浦 17-19 

〒926-0223 
鹿島郡能登島町半浦 17-19-4 

3月22日 神奈川 無 小田原栄町 
〒250-0011  
小田原市栄町 3 丁目 8-10 

〒250-0011 
小田原市栄町 3 丁目 8-14 

3月29日 広島 無 広島白島 
〒730-0004 
広島市中区東白島町 19-61 

〒730-0004 
広島市中区東白島町 19-8 

3月29日 神奈川 無 藤沢羽鳥 
〒251-0056 
藤沢市羽鳥 3 丁目 1-2 

〒251-0042 
藤沢市辻堂新町 1 丁目 11-23 

3月29日 長野 無 松本巾上 
〒390-0817  
松本市巾上 4-26 

〒390-0817 
松本市巾上 5-3 

3月29日 佐賀 無 佐賀大学前 
〒840-0042 
佐賀市赤松町 12-22 

〒840-0021  
佐賀市鬼丸町 18-34 

3月29日 大阪 無 寝屋川八坂 
〒572-0838  
寝屋川市八坂町 9-18 

〒572-0839 
寝屋川市平池町 22-6 

※ 移転と同時に改称した郵便局については、改称後の局名を記載。 

 

(3) 簡易郵便局（５９局） 

位       置 
移転日 

都道 
府県 

局  名 
移転元 移転先 

4月 1日 福井 小樟 
〒916-0315 
丹生郡越前町小樟 8-28 

〒916-0315 
丹生郡越前町小樟 8-7-3 

4月 1日 京都 高野女布 
〒624-0835 
舞鶴市高野由里 459-2 

〒624-0831 
舞鶴市女布新町 791-40 

4月 1日 京都 神崎 
〒624-0961 
舞鶴市西神崎 273 

〒624-0961 
舞鶴市西神崎 545-1 

4月 2日 島根 角井 
〒690-3314 
飯石郡頓原町角井中廻 478 

〒690-3314 
飯石郡頓原町角井 420 

4月 7日 三重 石名原 
〒515-3533 
一志郡美杉村石名原 623 

〒515-3533 
一志郡美杉村石名原 1681 

4月 7日 福岡 鞍手山口 
〒822-0153 
鞍手郡若宮町山口 2557 

〒822-0153 
鞍手郡若宮町山口 2558 

4月28日 兵庫 小畑 
〒679-2318 
神崎郡市川町小畑 15-3 

〒679-2316 
神崎郡市川町東川辺 224-7 

4月28日 長崎 馬ノ元 
〒859-4813 
北松浦郡田平町深月免堀田 157 

〒859-4813 
北松浦郡田平町深月免堀田 158-1

5月 1日 和歌山 打田下井坂 
〒649-6426 
那賀郡打田町下井坂 367 

〒649-6426 
那賀郡打田町下井坂 492-10 

5月 1日 新潟 入塩川 
〒940-0143 
栃尾市入塩川 2510 

〒940-0143 
栃尾市入塩川 2460 甲 

5月 6日 大分 長洲中浜 
〒872-0001 
宇佐市長洲 4051 

〒872-0001 
宇佐市長洲 3868-1 

5月12日 大分 国東北江 
〒873-0501 
東国東郡国東町北江 4368-1 

〒873-0501 
東国東郡国東町北江 4126-1 
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位       置 
移転日 

都道 
府県 

局  名 
移転元 移転先 

5月19日 千葉 内田 
〒290-0503 
市原市宿 174-12 

〒290-0503 
市原市宿 174-10 

5月26日 兵庫 狭戸 
〒671-2423 
宍栗郡安富町狭戸 234 

〒671-2423 
宍栗郡安富町狭戸 230 

6月 1日 岡山 広野 
〒708-1113 
津山市田熊 2007-2 

〒708-1113 
津山市田熊 1291-7 

6月 2日 愛媛 大谷 
〒797-1507 
喜多郡肱川町大谷 2945 

〒797-1507 
喜多郡肱川町大谷 2940 

6月30日 福岡 夏吉 
〒825-0004 
田川市夏吉 2119-1 

〒825-0004 
田川市夏吉 1849-1 

7月 1日 熊本 健軍自衛隊前 
〒862-0910 
熊本市健軍本町 28-12 

〒862-0910 
熊本市健軍本町 31-15 

7月 1日 長野 松本流通団地内 
〒399-0033  
松本市笹賀 7600-41 

〒399-0033  
松本市笹賀 7600-20 

7月22日 福岡 岩屋 
〒828-0083 
豊前市岩屋川原 127-2 

〒828-0083 
豊前市岩屋川原 143 

8月 4日 静岡 菅山 
〒421-0514 
榛原郡相良町菅ｹ谷 1239-4 

〒421-0514 
榛原郡相良町菅ｹ谷 872-2 

8月 4日 秋田 森岳温泉 
〒018-2303  
山本郡山本町森岳木戸ﾉ沢 90-2 

〒018-2303  
山本郡山本町森岳木戸ﾉ沢 48-61 

8月 4日 山形 矢口 
〒999-7781  
東田川郡余目町余目矢口 47 

〒999-7757  
東田川郡余目町払田村東 74-2 

8月11日 長崎 五島小串 
〒857-4601  
長崎県南松浦郡新魚目町小串郷
420-3 

〒857-4601  
長崎県南松浦郡新魚目町小串郷
378-17 

9月 1日 長野 三溝 
〒390-1401  
東筑摩郡波田町 1432-1 

〒390-1401  
東筑摩郡波田町 1645 

9月 1日 北海道 発寒 
〒006-0812 
札幌市手稲区前田2条2丁目1-1

〒006-0803 
札幌市手稲区新発寒3条4丁目3-6

9月 1日 大分 女子畑 
〒879-4123  
日田郡天瀬町女子畑 1219 

〒879-4123  
日田郡天瀬町女子畑 1295 

9月 8日 宮城 上野目 
〒989-6403  
玉造郡岩出山町上野目下辻堂 9 

〒989-6403  
玉造郡岩出山町上野目涎池 20 

9月16日 熊本 樋合 
〒861-6102 
天草郡松島町会津 6997 

〒861-6102 
天草郡松島町会津 7000-6 

9月16日 大分 屋形 
〒871-0208 
下毛郡本耶馬渓町西屋形 253-3 

〒871-0208 
下毛郡本耶馬渓町西屋形 253-1 

9月16日 大分 宮河内 
〒870-0276 
大分市宮河内 4300-1 

〒870-0276 
大分市宮河内 4159-1 

9月16日 宮城 善王寺 
〒987-0301  
登米郡米山町善王寺中新田
152-1 

〒987-0301  
登米郡米山町善王寺中新田 156 

9月22日 山口 玉江浦 
〒758-0063  
萩市山田玉江浦一区 5153 

〒758-0063  
萩市山田 5008 

10月 1日 奈良 秋津 
〒639-2277  
御所市室 1278-1 

〒639-2277  
御所市室 1280 

10月 1日 兵庫 西脇坂本 
〒677-0026  
西脇市坂本 176-4 

〒677-0026  
西脇市坂本 407-2 

10月 1日 福島 相馬玉野 
〒976-0154 
相馬市玉野坂口 38  

〒976-0154  
相馬市玉野町 56-2 
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位       置 
移転日 

都道 
府県 

局  名 
移転元 移転先 

10月 6日 島根 多久谷 
〒691-0062  
平田市多久谷町 61 

〒691-0062  
平田市多久谷町 91-5 

11月 4日 広島 尾道西藤 
〒729-0142  
尾道市西藤町 1857-1 

〒729-0142  
尾道市西藤町 3063-1 

11月 4日 福島 西向 
〒963-4603  
田村郡常葉町西向屋形 90 

〒963-4603  
田村郡常葉町西向屋形 79-1 

11月 4日 千葉 内田 
〒290-0503 
市原市宿 174-10 

〒290-0503 
市原市宿 174-12 

11月10日 鳥取 花見 
〒689-0732  
東伯郡東郷町長和田 530-1 

〒689-0732  
東伯郡東郷町長和田 1322-1 

11月10日 福岡 浅木 
〒811-4312  
遠賀郡遠賀町浅木 1102-6 

〒811-4312  
遠賀郡遠賀町浅木 1081-7 

11月 7日 山形 次年子 
〒999-4141  
北村山郡大石田町次年子 1749 

〒999-4141  
北村山郡大石田町次年子 169-2 

11月25日 長崎 三里 
〒859-4307  
北松浦郡鷹島町三里 498 

〒859-4307  
北松浦郡鷹島町三里免 1549-1 

12月 1日 兵庫 門野 
〒667-0433  
養父郡大屋町門野 58 

〒667-0433  
養父郡大屋町門野 70           

12月 1日 鹿児島 仙田 
〒891-0604  
揖宿郡開聞町仙田 2321-1 

〒891-0604  
揖宿郡開聞町仙田 2321-3 

12月 8日 山形 矢口 
〒999-7781  
東田川郡余目町払田村東 74-2 

〒999-7757  
東田川郡余目町余目矢口 47 

12月 8日 熊本 台 
〒861-1364  
菊池郡七城町辺田 405 

〒861-1365  
菊池郡七城町台 547-1 

12月22日 兵庫 加古川野口坂井 
〒675-0015  
加古川市野口町坂井 114-6 

〒675-0015  
加古川市野口町坂井 112-15 

12月22日 鹿児島 溜水 
〒893-1615  
肝属郡東串良町川東 950-1 

〒893-1615  
肝属郡東串良町川東 1526 

1月26日 福岡 浅木 
〒811-4312  
遠賀郡遠賀町浅木 1081-7 

〒811-4312  
遠賀郡遠賀町浅木 1102-6 

2月 2日 兵庫 龍野島田 
〒679-4121  
龍野市龍野町島田 655-1 

〒679-4121  
龍野市龍野町島田 737-17 

2月 2日 青森 八郷 
〒034-0001  
十和田市三本木西金崎 380-27 

〒034-0001  
十和田市三本木西金崎 56-7 

2月 9日 熊本 塩屋 
〒869-3205  
宇土郡三角町波多 1619 

〒869-3205  
宇土郡三角町波多 1592-12 

3月 1日 宮城 大平 
〒981-3411  
黒川郡大和町鶴巣大平円田
169-6 

〒981-3411  
黒川郡大和町鶴巣大平円田 33-3 

3月15日 鹿児島 花良治 
〒891-6164  
大島郡喜界町花良治カメア
1876-3 

〒891-6164  
大島郡喜界町花良治 1876 

3月15日 福岡 西蒲池 
〒832-0005  
柳川市西蒲池 768-2 

〒832-0006  
柳川市東蒲池 84-7 

3月18日 愛媛 大谷 
〒797-1507 
喜多郡肱川町大谷 2940 

〒797-1507 
喜多郡肱川町大谷 2945 

3月22日 福井 甲楽城 
〒915-1113  
南条郡河野村甲楽城 8-251-1 

〒915-1113  
南条郡河野村甲楽城 7-33-1 

※ 移転と同時に改称した郵便局については、改称後の局名を記載。 
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３ 廃止 

(1) 普通郵便局（１１局） 

廃止日 都道府県 集・無 局   名 位      置 

5月22日 神奈川 無 きりしま船内 海上自衛隊護衛艦｢きりしま｣内 

5月22日 神奈川 無 ときわ船内 海上自衛隊補給艦｢ときわ｣内 

7月15日 大阪 無 大阪小包 
〒539-8799 
大阪市此花区島屋 4 丁目 1-18 

8月31日 東京 無 三田台 
〒109-8799 
港区三田 1 丁目 4-60 

9月 3日 長崎 無 こんごう船内 海上自衛隊護衛艦｢こんごう｣内 

9月 3日 長崎 無 はまな船内 海上自衛隊補給艦｢はまな｣内 

11月22日 京都 無 はるな船内 海上自衛隊護衛艦｢はるな｣内 

11月22日 広島 無 とわだ船内 海上自衛隊補給艦｢とわだ｣内 

3月 6日 広島 無 ひえい船内 海上自衛隊護衛艦｢ひえい｣内 

3月26日 広島 無 あけぼの船内 海上自衛隊護衛艦｢あけぼの｣内 

3月29日 東京 集 保谷 
〒202-0015  
西東京市保谷町 1 丁目 1-7 

 

(2) 特定郵便局（５局） 

廃止日 都道府県 集・無 局   名 位      置 

6月30日 北海道 無 札幌南十八条 
〒064-0918 
札幌市中央区南 18 条西 15 丁目 1-8 

10月31日 新潟 無 鵜川 
〒945-1252 
柏崎市女谷 4799-1 

3月27日 北海道 集 志美宇丹 
〒098-5499 
枝幸郡歌登町志美宇丹 2545 

3月31日 東京 無 杉並成田東 
〒166-0015 
杉並区成田東 3 丁目 2-2 

3月31日 兵庫 無 神戸Ｋ－ＣＡＴ内 
〒650-0045 
神戸市中央区港島 9-1 

 

(3) 簡易郵便局（３５局） 

廃止日 都道府県 局   名 位      置 

4月 4日 石川 作見 
〒922-0423 
加賀市作見町ラ 22 

5月 1日 東京 名鉄観光日本橋 
〒103-0022 
中央区日本橋室町 4 丁目 2-9 

5月 2日 石川 篠原 
〒922-0401 
加賀市新保町ケ 18-9 

5月31日 愛知 名鉄百貨店 
〒450-8505 
名古屋市中村区名駅 1 丁目 2-1 
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廃止日 都道府県 局   名 位      置 

7月31日 秋田 戸賀沢 
〒010-1232 
河辺郡雄和町戸賀沢御江田 103-2 

9月30日 青森 正道尻 
〒038-2203 
青森県西津軽郡岩崎村正道尻小磯 110-11 

11月30日 北海道 田中 
〒092-0018 
網走郡美幌町田中 472 

11月30日 新潟 柴橋 
〒959-2664  
北蒲原郡中条町柴橋 1186 

11月30日 長野 諏訪山の手 
〒392-0021 
諏訪市立石町 10639 

12月 1日 奈良 王寺藤井 
〒636-0014 
北葛城郡王寺町藤井 1-321 

12月 1日 和歌山 上初湯川 
〒644-1214  
日高郡美山村上初湯川 139 

12月10日 山形 中野俣 
〒999-6727 
飽海郡平田町中野俣見渡前 101-2 

12月10日 福島 伊達飯坂 
〒960-1401 
伊達郡川俣町飯坂下中居 12-1 

12月10日 岩手 岩手新堀 
〒028-3111  
稗貫郡石鳥谷町新堀第 40 地割 32-1 

12月10日 岩手 北姉帯 
〒028-5222  
二戸郡一戸町姉帯門前 7-26 

1月31日 熊本 大島 
〒863-2301 
 天草郡五和町御領 9716 

1月31日 大分 南安岐 
〒873-0222 
東国東郡安岐町下山口柳津 561 

1月31日 高知 大豊川口 
〒789-0303  
長岡郡大豊町川口 194-5 

1月31日 新潟 川尻 
〒959-2435 
北蒲原郡加治川村川尻 43-6 

1月31日 長野 寄合渡 
〒390-1611 
南安曇郡奈川村 1002 

2月28日 東京 小田急別館ハルク内 
〒160-0023  
新宿区西新宿 1 丁目 5-1 

2月29日 北海道 以平 
〒089-1244 
帯広市以平町西 8 線 1 

3月12日 富山 船峅 
〒939-2205 
上新川郡大沢野町二松 575 

3月15日 岩手 老松 
〒029-3103  
西磐井郡花泉町老松佐野屋敷 36-1 

3月15日 岩手 弥栄 
〒029-0211 
一関市弥栄茄子沢 236-1 

3月15日 山形 小滝 
〒992-0581 
南陽市小滝 577 

3月20日 新潟 高野 
〒959-2618   
北蒲原郡中条町高野 1297 

3月20日 長野 中野西 
〒383-0021  
中野市西 1 丁目 5-25 

3月25日 石川 北大海 
〒929-1333  
羽咋郡押水町免田子 10-1 

3月25日 石川 柏崎 
〒929-1341  
羽咋郡押水町宿ﾁ 160-1 
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廃止日 都道府県 局   名 位      置 

3月31日 愛媛 宗方 
〒794-1309  
越智郡大三島町宗方 1519 

3月31日 愛媛 田渡 
〒791-3511 
上浮穴郡小田町吉野川 40 

3月31日 高知 芳原 
〒781-0311 
吾川郡春野町芳原 737 

3月31日 高知 下津井 
〒786-0315 
幡多郡大正町下津井 193 

3月31日 北海道 角山 
〒067-0052 
江別市角山 206 

 


