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Ⅲ 郵便局の設置、移転及び廃止の状況 

 

平成１６年度（平成１７年３月末現在）における郵便局の設置、移転及び廃止の状況は、設置１９

局（普通局１２局、特定局０局、簡易局７局）、移転２１３局（普通局６局、特定局１３８局、簡易

局６９局）、廃止５４局（普通局１１局、特定局１３局、簡易局３０局）となっています。 

 

１ 設置 

(1) 普通郵便局（１２局） 

設置日 都道府県 集・無 局   名 位    置 

5月17日 長崎 無 こんごう船内 海上自衛隊護衛艦「こんごう」内 

5月17日 長崎 無 ありあけ船内 海上自衛隊護衛艦「ありあけ」内 

8月9日 神奈川 無 きりしま船内 海上自衛隊護衛艦「きりしま」内 

8月9日 神奈川 無 たかなみ船内 海上自衛隊護衛艦「たかなみ」内 

8月10日 長崎 無 はまな船内 海上自衛隊補給艦「はまな」内 

11月25日 神奈川 無 おおなみ船内 海上自衛隊護衛艦「おおなみ」内 

11月25日 京都 無 ましゅう船内 海上自衛隊補給艦「ましゅう」内 

11月26日 長崎 無 ちょうかい船内 海上自衛隊護衛艦「ちょうかい」内 

3月10日 愛知 集 愛・地球博 
〒480-8799 
愛知郡長久手町熊張茨ヶ廻間乙 1533-1 

3月30日 京都 無 しまかぜ船内 海上自衛隊護衛艦「しまかぜ」内 

3月31日 広島 無 とわだ船内 海上自衛隊補給艦「とわだ」内 

3月31日 長崎 無 ゆうだち船内 海上自衛隊護衛艦「ゆうだち」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 

なし 

 

(3) 簡易郵便局（７局） 

設置日 都道府県 局   名 位    置 

6月1日 岐阜 岐阜大学病院内 
〒501-1112 
岐阜市柳戸 1-1 

7月20日 福島 西本 
〒969-6245 
大沼郡会津高田町西本元冑甲 957 

10月4日 熊本 水源 
〒861-1441 
菊池市原 1575 

10月18日 鹿児島 漆 
〒899-5301 
姶良郡蒲生町漆 328-1 
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設置日 都道府県 局   名 位    置 

11月1日 福島 昭和 
〒968-0103 
大沼郡昭和村下中津川沖 375-2 

3月3日 沖縄 久高島 
〒901-1501 
沖縄県島尻郡知念村久高 4 

3月7日 新潟 山古志 
〒940-2148 
新潟県長岡市陽光台 4 丁目 1757-18 

 

２ 移転 

(1) 普通郵便局（６局） 

位    置 
移転日 都道府県 集・無 局 名 

移転元 移転先 

6月7日 神奈川 集 麻生 
〒215-8799 
川崎市麻生区万福寺 188 

〒215-8799 
川崎市麻生区古沢 159 

10月4日 北海道 集 美幌 
〒092-8799 
網走郡美幌町西 1 条北 3 丁目 1-5

〒092-8799 
網走郡美幌町大通北 1 丁目 14-1

10月18日 岐阜 集 関 
〒501-3299 
関市千年町 2 丁目 18 

〒501-3299 
関市平和通 6 丁目 7-1 

10月18日 岐阜 集 土岐 
〒509-5199 
土岐市土岐津町土岐口 2155-1 

〒509-5199 
土岐市土岐津町高山東山 140-1 

10月25日 鹿児島 集 国分 
〒899-4399 
国分市中央 3 丁目 20-1 

〒899-4399 
国分市中央 3 丁目 997-1 

2月14日 兵庫 集 相生 
〒678-8799 
相生市垣内町 1-8 

〒678-8799 
相生市垣内町 2-4 

 

(2) 特定郵便局（１３８局） 

位      置 
移転日 

都道 
府県 

集・無 局 名 
移転元 移転先 

4月12日 鹿児島 無 上川内 
〒895-0061 
川内市御陵下町 21-5 

〒895-0061 
川内市御陵下町 24-1 

4月12日 新潟 無 三条島田 
〒955-0842 
三条市島田 1 丁目 4-20 

〒955-0842 
三条市島田 2 丁目 15-3 

4月12日 福岡 無 安武 
〒830-0078 
久留米市安武町住吉 554-2 

〒830-0078 
久留米市安武町住吉 553-1 

4月12日 京都 無 長岡京花山 
〒617-0842 
長岡京市花山 3 丁目 14 

〒617-0841 
長岡京市梅ヶ丘 1 丁目 72-3 

4月12日 大阪 無 高槻大蔵司 
〒569-1034 
高槻市大蔵司 2 丁目 52-3 

〒569-1034 
高槻市大蔵司 2 丁目 121-4 

4月19日 神奈川 無 川崎鷺沼 
〒216-0005 
川崎市宮前区土橋 3丁目 3-12 

〒216-0005 
川崎市宮前区土橋 3 丁目 3-1 

4月19日 静岡 無 御殿場上町 
〒412-0028 
御殿場市御殿場 30-2 

〒412-0028 
御殿場市御殿場大ノ田 540-5 

4月19日 福島 集 川内 
〒979-1299 
双葉郡川内村下川内坂シ内 50-2 

〒979-1299 
双葉郡川内村下川内宮ノ下 515-2

4月19日 京都 無 京都広沢 
〒616-8304 
京都市右京区嵯峨広沢南野町
12-10 

〒616-8303 
京都市右京区嵯峨広沢南下馬野
町 19-7 
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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26日 神奈川 無 平塚横内 
〒254-0002 
平塚市横内 3785-1 

〒254-0002 
平塚市横内 3785-5 

4月26日 兵庫 無 神戸水笠 
〒653-0842 
神戸市長田区水笠通 4 丁目 1-11 

〒653-0842 
神戸市長田区水笠通 5 丁目 5-17

4月26日 沖縄 無 津嘉山 
〒901-1117 
島尻郡南風原町津嘉山 1462-4 

〒901-1117 
島尻郡南風原町津嘉山 1462-2 

5月6日 愛知 無 岡崎矢作 
〒444-0943 
岡崎市矢作町馬乗 108-4 

〒444-0943 
岡崎市矢作町市場 48-1 

5月10日 長野 無 松本城西 
〒390-0875 
松本市城西 2 丁目 1-39 

〒390-0875 
松本市城西 2 丁目 1-35 

5月10日 岐阜 無 笠置 
〒509-7208 
恵那市笠置町姫栗 1340-4 

〒509-7208 
恵那市笠置町姫栗南 1545-4 

5月10日 大分 無 海崎 
〒876-1106 
佐伯市戸穴 209-1 

〒876-1106 
佐伯市戸穴 194-8 

5月17日 新潟 無 三条四日町 
〒955-0853 
三条市北四日町 5-12 

〒955-0853 
三条市北四日町 6-5 

5月17日 千葉 無 船橋三山 
〒274-0072 
船橋市船橋三山 7 丁目 10-2 

〒274-0072 
船橋市船橋三山 5 丁目 20-7 

5月31日 福岡 無 久留米花畑 
〒830-0038 
久留米市西町 968 

〒830-0038 
久留米市西町 624-4 区画整理
28-17 

6月7日 栃木 無 真岡荒町 
〒321-4305 
真岡市荒町 5187 

〒321-4305 
真岡市荒町 5231 

6月7日 茨城 無 水府 
〒313-0213 
久慈郡水府村町田 213-2 

〒313-0213 
久慈郡水府村町田 215-1 

6月14日 宮崎 無 都城東町 
〒885-0052 
都城市東町 12-21 

〒885-0053 
都城市上東町 2 街区 15 

6月14日 広島 集 口南 
〒727-0199 
比婆郡口和町永田宮沖 753-1 

〒727-0199 
比婆郡口和町永田宮沖 767-3 

6月14日 愛知 無 岩倉稲荷町 
〒482-0005 
岩倉市下本町下寺廻 4-3 

〒482-0012 
岩倉市稲荷町高畑 25 

6月21日 愛知 無 設楽 
〒441-2399 
北設楽郡設楽町田口小木山 1-1 

〒441-2399 
北設楽郡設楽町田口川原田 2-4 

6月28日 千葉 無 多古南 
〒289-2241 
香取郡多古町多古 2592 

〒289-2241 
香取郡多古町多古 2593-1 

7月5日 福井 無 河合 
〒910-0102 
福井市河合鷲塚町 15-62 

〒910-0102 
福井市河合鷲塚町 25-19-1 

7月12日 大分 無 守江 
〒873-0033 
杵築市守江平畑 1824-19 

〒873-0033 
杵築市守江 1829-1 

7月12日 香川 集 本山 
〒769-1599 
三豊郡豊中町本山甲百合田 890-1

〒769-1599 
三豊郡豊中町本山甲 228-1 

7月20日 鳥取 無 生山 
〒689-5211 
日野郡日南町生山 825 

〒689-5211 
日野郡日南町生山 715 

7月20日 鳥取 無 古布庄 
〒689-2332 
東伯郡東伯町古長 201-4 

〒689-2332 
東伯郡東伯町古長 193-4 

7月26日 群馬 無 前橋文京 
〒371-0801 
前橋市文京町 4 丁目 19-10 

〒371-0811 
前橋市朝倉町 1 丁目 31-2 

7月26日 福岡 無 板付 
〒816-0088 
福岡市博多区板付 2丁目 6-11 

〒816-0088 
福岡市博多区板付 2 丁目 6-9 

7月26日 静岡 無 清水草薙 
〒424-0901 
静岡市清水三保 578-10 

〒424-0886 
静岡市清水草薙 34-4 
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位      置 
移転日 

都道 
府県 

集・無 局 名 
移転元 移転先 

7月26日 兵庫 無 尼崎道意 
〒660-0082 
尼崎市水明町 370-6 

〒660-0083 
尼崎市道意町 3 丁目 7-4 

8月2日 福島 無 裏磐梯 
〒969-2701 
耶麻郡北塩原村檜原剣ケ峯
1093-469 

〒969-2701 
耶麻郡北塩原村檜原剣ケ峯
1093-336 

8月2日 広島 無 桜尾 
〒738-0004 
廿日市市桜尾 1 丁目 8-4 

〒738-0004 
廿日市市桜尾 2 丁目 2-56 

8月2日 山梨 無 山梨正徳寺 
〒405-0031 
山梨市万力 70-6 

〒405-0031 
山梨市万力 71-15 

8月9日 京都 無 京都桂ケ原 
〒616-8167 
京都市右京区太秦多薮町 43-35 

〒616-8167 
京都市右京区太秦多薮町 19-7 

8月9日 香川 無 富田 
〒761-0901 
さぬき市大川町富田西 2595-1 

〒761-0901 
さぬき市大川町富田西 2592-5 

8月9日 福井 無 浜四郷 
〒913-0033 
坂井郡三国町下野 46-34 

〒913-0033 
坂井郡三国町下野 57-35-1 

8月9日 青森 無 中郷 
〒036-0531 
黒石市飛内飛内 2-1 

〒036-0511 
黒石市小屋敷小屋敷村 35-2 

8月9日 岩手 無 姉体 
〒023-0831 
水沢市姉体町八幡 5-1 

〒023-0833 
水沢市上姉体 1 丁目 1-6 

8月9日 鳥取 無 鳥取瓦町 
〒680-0821 
鳥取市瓦町 471 

〒680-0821 
鳥取市瓦町 652-1 

8月23日 岩手 無 相去 
〒024-0051 
北上市相去町相去 61 

〒024-0051 
北上市相去町相去 95 

8月23日 鹿児島 無 泰野 
〒899-7602 
曽於郡松山町泰野 513-1 

〒899-7602 
曽於郡松山町泰野 3728 

8月23日 大分 無 平田 
〒871-0401 
下毛郡耶馬溪町平田 1370-3 

〒871-0404 
下毛郡耶馬溪町戸原 72-5 

8月23日 広島 無 下高野山 
〒727-0421 
比婆郡高野町中門田 142-10 

〒727-0421 
比婆郡高野町中門田 141-3 

8月23日 北海道 無 
札幌新琴似
十一条 

〒001-0911 
札幌市北区新琴似 11 条 8 丁目
6-12 

〒001-0911 
札幌市北区新琴似 11 条 8 丁目
5-18 

8月30日 北海道 無 札幌新琴似 
〒001-0908 
札幌市北区新琴似 8条 3 丁目 1-2

〒001-0907 
札幌市北区新琴似7条5丁目3-19

8月30日 広島 無 
尾道しまな
み 

〒722-0036 
尾道市東御所町 3-23 

〒722-0036 
尾道市東御所町 1-8 

9月6日 鹿児島 無 坂之上 
〒891-0144 
鹿児島市下福元町 4547 

〒891-0144 
鹿児島市下福元町 4901 

9月6日 北海道 無 月寒 
〒062-0051 
札幌市豊平区月寒東 1 条 6 丁目
1-28 

〒062-0020 
札幌市豊平区月寒中央通 6 丁目
3-36 

9月6日 福岡 無 下城井 
〒829-0111 
築上郡築城町安武 152-2 

〒829-0111 
築上郡築城町安武 204-1 

9月13日 群馬 無 江黒 
〒370-0702 
邑楽郡明和町上江黒 492-1 

〒370-0702 
邑楽郡明和町上江黒 637 

9月13日 大阪 無 岬深日 
〒599-0303 
泉南郡岬町深日 2788-2 

〒599-0303 
泉南郡岬町深日 1449-1 

9月13日 京都 無 京都広沢 
〒616-8303 
京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町
19-7 

〒616-8304 
京都市右京区嵯峨広沢南野町
12-10 

9月13日 愛知 無 清洲 
〒452-0942 
西春日井郡清洲町 530-3 

〒452-0942 
西春日井郡清洲町清洲1丁目16-1
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位      置 
移転日 

都道 
府県 

集・無 局 名 
移転元 移転先 

9月13日 福島 無 
野口英世の
里 

〒969-3284 
耶麻郡猪苗代町三ツ和家北 803-1

969-3284 
耶麻郡猪苗代町三ツ和沢目 327-3

9月21日 群馬 無 大類 
〒370-0036 
高崎市南大類町 578 

〒370-0036 
高崎市南大類町 579-4 

9月21日 北海道 集 美瑛 
〒071-0299 
上川郡美瑛町栄町 4丁目 1-1 

〒071-0299 
上川郡美瑛町栄町 2 丁目 1-2 

9月21日 鹿児島 無 島平 
〒896-0031 
串木野市東島平町 94 

〒896-0031 
串木野市東島平町 102 

9月21日 宮城 無 仙台中田 
〒981-1104 
仙台市太白区中田 2丁目 6-43 

〒981-1104 
仙台市太白区中田 4 丁目 15-1 

9月21日 岡山 無 岡山西崎 
〒700-0055 
岡山市西崎 2 丁目 11-19 

〒700-0055 
岡山市西崎 2 丁目 10-22 

9月21日 広島 無 上水内 
〒738-0721 
佐伯郡湯来町多田 2575-2 

〒738-0721 
佐伯郡湯来町 2714（湯来町湯来西
公民館内） 

9月21日 熊本 無 津森 
〒861-2203 
上益城郡益城町上棟 390-1 

〒861-2203 
上益城郡益城町上棟 338-5 

10月4日 神奈川 無 
横須賀米が
浜 

〒238-0011 
横須賀市米が浜通 1丁目 6-6 

〒238-0011 
横須賀市米が浜通 1 丁目 6-11 

10月4日 埼玉 無 川口駅前 
〒332-0012 
川口市本町 4 丁目 4-2 

〒332-0012 
川口市本町 3 丁目 1-8 

10月4日 千葉 無 長浦 
〒299-0242 
袖ヶ浦市久保田 6-3 

〒299-0242 
袖ヶ浦市久保田 8-1 

10月4日 群馬 無 前橋南町 
〒371-0805 
前橋市南町 3 丁目 68-1 

〒371-0805 
前橋市南町 3 丁目 71-1 

10月12日 熊本 集 熊本北 
〒861-8799 
菊池郡菊陽町津久礼 1796-1 
 

〒861-8799 
菊 池 郡 菊 陽 町 津 久 礼 中 迎 原
3322-1 

10月12日 大阪 無 高槻大蔵司 
〒569-1034 
高槻市大蔵司 2 丁目 121-4 

〒569-1034 
高槻市大蔵司 2 丁目 52-3 

10月12日 福岡 無 安武 
〒830-0078 
久留米市安武町住吉 553-1 

〒830-0078 
久留米市安武町住吉 554-2 

10月12日 長野 無 五加 
〒389-0803 
千曲市千本柳 261-1 

〒389-0802 
千曲市内川 609-1 

10月12日 岡山 無 植月 
〒709-4335 
勝田郡勝央町植月中 2374-4 

〒709-4335 
勝田郡勝央町植月中 2852-1 

10月12日 岩手 無 釜石鈴子 
〒026-0031 
釜石市鈴子町 8-5 

〒026-0031 
釜石市鈴子町 11-33 

10月12日 福井 無 中名田 
〒917-0355 
小浜市下田 41-5 

〒917-0355 
小浜市下田 33-11-1 

10月12日 茨城 無 稲敷大宮 
〒301-0816 
龍ケ崎市大徳町 2571 

〒301-0816 
龍ケ崎市大徳町 2573 

10月12日 佐賀 無 佐賀大財 
〒840-0811 
佐賀市大財 4 丁目 1-56 

〒840-0811 
佐賀市大財 2 丁目 1-38 

10月18日 静岡 無 内房 
〒419-0317 
富士郡芝川町内房 3851-5 

〒419-0317 
富士郡芝川町内房 3896-3 

10月18日 鹿児島 無 江口 
〒899-2203 
日置郡東市来町伊作田 2110 

〒899-2203 
日置郡東市来町伊作田 2185-2 

11月1日 岐阜 無 小金田 
〒501-3941 
関市小屋名 180-3 

〒501-3941 
関市小屋名 253-1 

11月8日 長野 無 古間 
〒389-1312 
上水内郡信濃町富濃 395-12 

〒389-1313 
上水内郡信濃町古間 815-1 
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位      置 
移転日 

都道 
府県 

集・無 局 名 
移転元 移転先 

11月8日 神奈川 無 根府川 
〒250-0024 
小田原市根府川 109 

〒250-0024 
小田原市根府川 82-27 

11月15日 長野 無 錦部 
〒399-7416 
東筑摩郡四賀村七嵐 294 

〒399-7416 
東筑摩郡四賀村七嵐 277-5 

11月15日 大阪 無 門真上島頭 
〒571-0013 
門真市千石東町 2-6-100 

〒571-0014 
門真市千石西町 1-36 

11月15日 京都 無 福知山篠尾 
〒620-0931 
福知山市篠尾譲り 3-7 

〒620-0055 
福知山市篠尾新町 1 丁目 43-1 

11月22日 福井 無 安賀里 
〒919-1523 
遠敷郡上中町安賀里 48-1-4 

〒919-1524 
遠敷郡上中町脇袋 15-8-4 

11月22日 和歌山 集 富貴 
〒648-0499 
伊都郡高野町西富貴 156-1 

〒648-0499 
伊都郡高野町西富貴 156-2 

11月29日 兵庫 集 佐津 
〒669-6499 
城崎郡香住町無南垣左近谷口
191-7 

〒669-6499 
城崎郡香住町無南垣宝ノ実 249 

11月29日 奈良 無 生駒本町 
〒630-0255 
生駒市山崎新町 10-22 

〒630-0256 
生駒市本町 9-16 

11月29日 佐賀 無 鳥栖麓 
〒841-0084 
鳥栖市山浦町 865-4 

〒841-0084 
鳥栖市山浦町 1374-50 

11月29日 鹿児島 集 百引 
〒893-0299 
曽於郡輝北町上百引 3838 

〒893-0299 
曽於郡輝北町上百引 3909-1 

12月6日 群馬 無 前橋南町 
〒371-0805 
前橋市南町 3 丁目 71-1 

〒371-0805 
前橋市南町 3 丁目 75-1 

12月6日 栃木 無 
小山間々田
三 

〒329-0205 
小山市間々田 1188-1 

〒329-0205 
小山市間々田 1184-1 

12月6日 三重 無 阿曽 
〒519-2704 
度会郡大宮町阿曽 435-2 

〒519-2704 
度会郡大宮町阿曽 435-8 

12月13日 大分 無 天津 
〒879-0152 
宇佐市下庄 25-1 

〒879-0152 
宇佐市下庄浜田 273-1 

12月13日 佐賀 無 西唐津 
〒847-0875 
唐津市西唐津 2 丁目 6236-7 

〒847-0875 
唐津市西唐津 2 丁目 6229-8 

12月13日 愛知 無 豊川国府 
〒442-0854 
豊川市国府町流霞 59-2 

〒442-0854 
豊川市国府町上坊入 2-1 

12月13日 愛知 無 名古屋稲永 
〒455-0842 
名古屋市港区稲永 1丁目 10-28 

〒455-0842 
名古屋市港区稲永 1 丁目 6-21 

12月20日 山梨 無 双葉竜地 
〒407-0104 
甲斐市龍地 5110-2 

〒407-0104 
甲斐市龍地 2783-6 

12月20日 岡山 無 倉敷笹沖 
〒710-0834 
倉敷市笹沖 591-3 

〒710-0834 
倉敷市笹沖 545-3 

12月20日 北海道 無 
札幌新琴似
十一条 

〒001-0911 
札幌市北区新琴似 11 条 8 丁目
5-18 

〒001-0911 
札幌市北区新琴似 11 条 8 丁目
6-12    

1月4日 大阪 無 
大阪関電ビ
ル内 

〒530-0005 
大阪市北区中之島 3丁目 3-22 

〒530-0005 
大阪市北区中之島 3 丁目 6-16 

1月17日 埼玉 無 新所沢 
〒359-1111 
所沢市緑町 1 丁目 9-1 

〒359-1111 
所沢市緑町 1 丁目 6-11 

1月24日 茨城 無 森戸 
〒306-0416 
猿島郡境町伏木鉦浦 1262-4 

〒306-0416 
猿島郡境町伏木鉦浦 1321-1 

1月24日 長崎 無 福江吉久木 
〒853-0031 
五島市吉久木町 446-8 

〒853-0031 
五島市吉久木町 545 

1月24日 山梨 無 山梨正徳寺 
〒405-0031 
山梨市万力 71-15 

〒405-0031 
山梨市万力 70-6 
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移転日 

都道 
府県 

集・無 局 名 
移転元 移転先 

1月24日 愛知 無 
岡崎康生通
西 

〒444-0053 
岡崎市板谷町 107 

〒444-0059 
岡崎市康生通西 3 丁目 15-6 

1月24日 千葉 無 鳴浜 
〒289-1305 
山武郡成東町本須賀 3641 

〒289-1305 
山武郡成東町本須賀 3697-2 

1月31日 福岡 無 下城井 
〒829-0111 
築上郡築城町安武 204-1 

〒829-0111 
築上郡築城町安武 151-6 

2月7日 鹿児島 無 秦野 
〒899-7602 
曽於郡松山町泰野 3728 

〒899-7602 
曽於郡松山町泰野 513-1 

2月14日 愛知 無 豊橋前田 
〒440-0814 
豊橋市前田町 2 丁目 16-7 

〒440-0873 
豊橋市小畷町 501 

2月14日 佐賀 無 佐賀大財 
〒840-0811 
佐賀市大財 2 丁目 1-38 

〒840-0811 
佐賀市大財 4 丁目 1-56 

2月14日 福岡 無 中牟田 
〒838-0226 
朝倉郡夜須町中牟田 176-4 

〒838-0226 
朝倉郡夜須町中牟田 533-1 

2月14日 福岡 無 箱崎松原 
〒812-0053 
福岡市東区箱崎 6 丁目 12-13 

〒812-0053 
福岡市東区箱崎 6 丁目 12-47 

2月14日 埼玉 無 川口駅前 
〒332-0012 
川口市本町 3 丁目 1-8 

〒332-0012 
川口市本町 4 丁目 4-16 

2月14日 島根 無 鎌手 
〒699-3506 
益田市西平原町 573-3 

〒699-3506 
益田市西平原町 703-1 

2月21日 群馬 無 西小泉 
〒370-0517 
邑楽郡大泉町西小泉 2 丁目 14-5 

〒370-0517 
邑楽郡大泉町西小泉 2 丁目 2044

2月21日 茨城 無 真鍋 
〒300-0051 
土浦市真鍋 3 丁目 10-26 

〒300-0053 
土浦市真鍋新町 18-9 

2月21日 兵庫 無 尼崎道意 
〒660-0083 
尼崎市道意町 3 丁目 7-4 

〒660-0082 
尼崎市水明町 370-6 

2月28日 長崎 無 福江吉久木 
〒853-0031 
五島市吉久木町 545 

〒853-0031 
五島市吉久木町 446-8 

2月28日 福岡 無 古月 
〒807-1303 
鞍手郡鞍手町木月 2023-2 

〒807-1303 
鞍手郡鞍手町木月 1202-1 

2月28日 大分 無 木立 
〒876-2121 
佐伯市木立 1452-2 

〒876-2121 
佐伯市木立桟敷中通 1407-2 

3月7日 大阪 無 東成大今里 
〒537-0012 
大阪府大阪市東成区大今里 3 丁目
22-34 

〒537-0012 
大阪府大阪市東成区大今里3丁目
17-11 

3月7日 高知 無 名野川 
〒781-1741 
高知県吾川郡吾川村名野川 263-4

〒781-1741 
高知県吾川郡吾川村名野川 424-2

3月14日 宮城 無 仙台長町六 
〒982-0012 
宮城県仙台市太白区長町南 1 丁目
5-46 

〒982-0011 
宮城県仙台市太白区長町 6 丁目
8-40 

3月14日 茨城 無 徳宿 
〒311-1503 
茨城県鹿島郡鉾田町徳宿 991-1 

〒311-1503 
茨城県鹿島郡鉾田町徳宿 912-1 

3月14日 静岡 無 裾野岩波 
〒410-1107 
静岡県裾野市御宿 1112-4 

〒410-1107 
静岡県裾野市御宿 1086-14 

3月14日 静岡 無 日坂 
〒436-0003 
静岡県掛川市日坂 126-3 

〒436-0003 
静岡県掛川市日坂 309-2 

3月14日 鹿児島 無 江口 
〒899-2203 
日置郡東市来町伊作田 2185-2 

〒899-2203 
日置郡東市来町伊作田 2110 

3月22日 東京 無 板橋蓮根 
〒174-0046 
東京都板橋区蓮根 2丁目 29-1 

〒174-0046 
東京都板橋区蓮根 2 丁目 31-10 

3月22日 東京 無 
荒川東尾久
四 

〒116-0012 
東京都荒川区東尾久 4 丁目 36-11

〒116-0012 
東京都荒川区東尾久 4 丁目 21-6
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移転日 

都道 
府県 

集・無 局 名 
移転元 移転先 

3月22日 岐阜 無 多治見高田 
〒507-0018 
岐阜県多治見市高田町 5 丁目 58 
 

〒507-0004 
岐阜県多治見市小名田町 1 丁目
34 

3月22日 福岡 無 筑紫野山口 
〒818-0046 
福岡県筑紫野市山口 30-4 

〒818-0047 
福岡県筑紫野市古賀 406-10 

3月22日 熊本 無 
本渡中央新
町 

〒863-0023 
熊本県本渡市中央新町 21-16 

〒863-0023 
熊本県本渡市中央新町 581-6 

3月28日 広島 無 呉宮原三 
〒737-0024 
広島県呉市宮原 3 丁目 11-1 

〒737-0024 
広島県呉市宮原 3 丁目 5-11 

3月28日 岡山 無 豪渓 
〒719-1153 
岡山県総社市宍栗 342 

〒719-1153 
岡山県総社市宍栗 199-2 

※ 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。 

※ 熊本北郵便局については、移転と同時に普通郵便局に種別改定 

 

(3) 簡易郵便局（６９局） 

位       置 
移転日 

都道 
府県 

局  名 
移転元 移転先 

4月1日 静岡 小笠丹野 
〒437-1501 
小笠郡小笠町丹野 465 

〒437-1501 
小笠郡小笠町丹野 466-10 

4月1日 山形 北俣 
〒999-6741 
飽海郡平田町北俣中川原 9-5 

〒999-6700 
飽海郡平田町本宮落シ下 4-2 

4月5日 山形 
さくらんぼ東根温
泉 

〒999-3702 
東根市温泉町 1 丁目 8-18 

〒999-3702 
東根市温泉町 1 丁目 8-23 

4月19日 大分 宮河内 
〒870-0276 
大分市宮河内 4159-1 

〒870-0276 
大分市宮河内 4300-1 

4月19日 北海道 後志港町 
〒048-0341 
磯谷郡蘭越町港町 1419 

048-0341 
磯谷郡蘭越町港町 617 

4月26日 福岡 英彦山神宮前 
〒824-0721 
田川郡添田町英彦山馬場筋
1301-2 

〒824-0721 
田川郡添田町英彦山 1478 

4月26日 鹿児島 溜水 
〒893-1615 
肝属郡東串良町川東 1526 

〒893-1615 
肝属郡東串良町川東 950-1 

5月1日 広島 庄原新庄 
〒727-0004 
庄原市新庄町 120 

〒727-0004 
庄原市新庄町 943-2 

5月1日 広島 尾道防地 
〒722-0041 
尾道市防地町 26-24 

〒722-0041 
尾道市防地町 24-27 

5月6日 宮城 太子堂
たいしどう

 
〒981-3303 
黒川郡富谷町太子堂 1 丁目 17-21

〒981-3303 
黒川郡富谷町太子堂 1 丁目 45-18

5月6日 奈良 三宅但馬 
〒636-0214 
磯城郡三宅町但馬 157 

〒636-0214 
磯城郡三宅町但馬 164-5 

5月7日 石川 敷波 
〒929-1414 
羽咋郡志雄町敷波リ 61 

〒929-1415 
羽咋郡志雄町敷浪 2 区 33-2 

5月24日 奈良 野川 
〒637-0424 
吉野郡野迫川村中 157 

〒637-0425 
吉野郡野迫川村上 129 

5月31日 熊本 塩屋 
〒869-3205 
宇土郡三角町波多 1592-12 

〒869-3205 
宇土郡三角町波多 1619 

5月31日 鹿児島 大廻 
〒899-4501 
姶良郡福山町福山 591 

〒899-4501 
姶良郡福山町福山 822-1 
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移転日 

都道 
府県 

局  名 
移転元 移転先 

5月31日 山口 玉江浦 
〒758-0063 
萩市山田 5008 

〒758-0063 
萩市山田 5153 

6月1日 岐阜 八幡吉田 
〒501-4203 
郡上市八幡町初納 1327-2 

〒501-4203 
郡上市八幡町初納 1335-2 

6月14日 新潟 松波町 
〒945-0011 
柏崎市松波 2 丁目 3-20 

〒945-0011 
柏崎市松波 1 丁目 20-45 

6月21日 福井 敦賀河内 
〒914-0003 
敦賀市獺河内 8-25-1 

〒914-0003 
敦賀市獺河内 8-28 

6月28日 青森 葛川 
〒036-0173 
南津軽郡平賀町切明螢沢 17-3 

〒036-0172 
南津軽郡平賀町葛川大川添 27-5 

6月28日 熊本 水俣月浦 
〒867-0035 
水俣市月浦 247-71 

〒867-0035 
水俣市月浦 169-25 

7月5日 北海道 網走つくしヶ丘 
〒093-0034 
網走市つくしケ丘 5丁目 10-16 

〒093-0034 
網走市つくしケ丘 4 丁目 8-5 

7月5日 岐阜 小和知 
〒508-0400 
恵那郡加子母村 1488-2 

〒508-0400 
恵那郡加子母村 1448 

7月5日 宮崎 三松 
〒886-0003 
小林市堤 2272 

〒886-0003 
小林市堤 3520-17 

7月5日 新潟 水尾 
〒949-7252 
南魚沼郡大和町水尾 317 

〒949-7252 
南魚沼郡大和町水尾 417 

8月1日 三重 鈴鹿自由丘 
〒513-1123 
鈴鹿市下大久保町西道休谷
2709-119 

〒513-1123 
鈴鹿市下大久保町 1633-88 

8月1日 熊本 玉来 
〒861-3323 
上益城郡御船町田代 1040 

〒861-3323 
上益城郡御船町田代 950 

8月2日 山形 茶屋町 
〒996-0091 
新庄市十日町 581 

〒996-0081 
新庄市中道町 1-1 

8月2日 福島 古坂下 
〒969-6539 
河沼郡海津坂下町古市乙 142 

〒969-6538 
河沼郡会津坂下町姥ヶ下乙 44 

8月16日 鹿児島 砂石 
〒895-1502 
薩摩郡祁答院藺牟田石田 2446-1

〒895-1502 
薩摩郡祁答院藺牟田石田 2623-12

9月1日 兵庫 梨ヶ原 
〒678-1244 
赤穂郡上郡町梨ヶ原中宿 571-3 

〒678-1244 
赤穂郡上郡町梨ヶ原 473 

9月1日 岡山 阿口 
〒716-1431 
上房郡北房町阿口 2424 

〒716-1431 
上房郡北房町阿口 867-2 

9月6日 北海道 北見秋田 
〒099-1364 
常呂郡置戸町秋田 280-2 

〒099-1364 
常呂郡置戸町秋田 281-19 

9月6日 山梨 朝神 
〒407-0205 
北巨摩郡明野村浅尾新田 4103 

〒407-0205 
北巨摩郡明野村浅尾新田 1499 

9月15日 宮城 菅生 
〒989-1301 
柴田郡村田町菅生寺前 22-1 

〒989-1301 
柴田郡村田町菅生宮根 59 

9月21日 宮崎 上江 
〒884-0006 
児湯郡高鍋町上江 1985-13 

〒884-0006 
児湯郡高鍋町上江 1984-1 

10月1日 愛媛 宮内 
〒796-0202 
西宇和郡保内町宮内 1-605 

〒796-0202 
西宇和郡保内町 1-251-1 

10月18日 静岡 賤機下 
〒421-2108 
静岡市下 1432 

〒421-2108 
静岡市下 1459-1 

10月18日 大分 吹 
〒876-1201 
南海部郡鶴見町吹浦 1977-6 

〒876-1201 
南海部郡鶴見町吹浦 360-3 
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位       置 
移転日 

都道 
府県 

局  名 
移転元 移転先 

11月1日 青森 大間越 
〒038-2208 
西津軽郡岩崎村大間越上小屋野
83-1 

〒038-2208 
西津軽郡岩崎村大間越宮崎浜
25-2 

11月1日 青森 中島 
〒038-3813 
南津軽郡藤崎町矢沢福富 72-1 

〒038-3811 
南津軽郡藤崎町中島種元 165 

11月1日 熊本 黒渕 
〒869-2502 
阿蘇郡小国町黒渕 1834 

〒869-2502 
阿蘇郡小国町黒渕 2888 

11月1日 京都 福知山問屋 
〒620-0057 
福知山市問屋町 20-12 

〒620-0057 
福知山市問屋町 47 

11月1日 鳥取 鳥取吉成 
〒680-0864 
鳥取市吉成 1 丁目 2-74 

〒680-0864 
鳥取市吉成 639-10 

11月22日 熊本 小天東 
〒861-5401 
玉名郡天水町小天 2869 

〒861-5401 
玉名郡天水町小天 2961-3 

11月29日 鳥取 古郡家 
〒689-1125 
鳥取市古郡家 105-1 

〒689-1125 
鳥取市古郡家 102-1 

12月6日 北海道 鳧舞 
〒059-3233 
三石郡三石町鳧舞 56 

〒059-3233 
三石郡三石町鳧舞 112 

12月6日 宮崎 上江 
〒884-0006 
児湯郡高鍋町上江 1984-1 

〒884-0006 
児湯郡高鍋町上江 1985-13 

12月13日 福井 敦賀河内 
〒914-0003 
敦賀市獺河内 8-28 

〒914-0003 
敦賀市獺河内 8-25-1 

12月13日 宮崎 大河内 
〒883-0402 
東臼杵郡椎葉村大河内 934 

〒883-0402 
東臼杵郡椎葉村大河内 708-30 

12月20日 長崎 舟津 
〒859-0406 
西彼杵郡多良見町木床名 1013-26

〒859-0406 
西彼杵郡多良見町木床名 1559 

1月6日 島根 大田山口 
〒694-0002 
大田市山口町山口 1109-1 

〒694-0002 
大田市山口町山口 1050-1 

1月6日 愛媛 野忽那 
〒791-4432 
温泉郡中島町野忽那 1142-5 

〒791-4432 
温泉郡中島町野忽那 1381 

1月11日 島根 石見大屋 
〒694-0033 
大田市大谷町大国 2927-3 

〒694-0033 
大田市大屋町大国 2959-1 

1月11日 北海道 石狩本町 
〒061-3377 
石狩市親船町 20-4 

〒061-3377 
石狩市親船町 107 

1月31日 鹿児島 新入 
〒891-0113 
鹿児島市東谷山 2 丁目 52-24 

〒891-0113 
鹿児島市東谷山 2 丁目 49-16 

2月1日 島根 敬川 
〒699-3162 
江津市敬川町 1760-2 

〒699-3162 
江津市敬川町 1181-18 

2月7日 長崎 前浜 
〒859-4531 
松浦市調川町平尾免 208 

〒859-4531 
松浦市調川町平尾免 207 

2月14日 福井 芦見 
〒910-2203 
足羽郡美山町西中 10-20 

〒910-2203 
足羽郡美山町西中第 3 号 9-1 

2月21日 鹿児島 鴨女 
〒891-3116 
西之表市鴨女町 204-2 

〒891-3116 
西之表市鴨女町 196 

3月1日 島根 上意東 
〒699-0103 
島根県八束郡東出雲町上意東
222-7 

〒699-0103 
島根県八束郡東出雲町上意東
1982-2 

3月7日 兵庫 長尾 
〒651-1512 
神戸市北区長尾町上津 207-7 

〒651-1515 
神戸市北区上津台 1 丁目 5-2 

3月14日 広島 江田島宮之原 
〒737-2124 
広島県江田島市江田島町宮ノ原 
1 丁目 11 番 25 号 

〒737-2124 
広島県江田島市江田島町宮ノ原 
2 丁目 15685-76 他 
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位       置 
移転日 

都道 
府県 

局  名 
移転元 移転先 

3月22日 北海道 幸福 
〒089-1246 
北海道帯広市幸福町東 1 線 163 

〒089-1246 
北海道帯広市幸福町東 1 線 165 

3月22日 広島 三原中之町上 
〒723-0003 
三原市中之町 6 丁目 2-8 

〒723-0003 
三原市中之町 6 丁目 1833-1 

3月22日 福岡 朽網簡易 
〒800-0232 
福岡県北九州市小倉南区朽網東 
1 丁目 1-21 

〒800-0232 
福岡県北九州市小倉南区朽網東 
1 丁目 1378-6 

3月22日 福岡 四三島 
〒838-0212 
福岡県朝倉郡夜須町四三嶋 1100

〒838-0212 
福岡県朝倉郡夜須町四三嶋
1633-1 

3月22日 福岡 大城 
〒830-1104 
福岡県久留米市北野町大城 73-1

〒830-1104 
福岡県久留米市北野町大城 73-3 

3月28日 和歌山 大熊 
〒645-0525 
和歌山県日高郡龍神村龍神 484 

〒645-0525 
和歌山県日高郡龍神村龍神 485 

※ 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 廃止 

(1) 普通郵便局（１１局） 

廃止日 都道府県 集・無 局   名 位      置 

4月25日 神奈川 無 ときわ船内 海上自衛隊補給艦「ときわ」内 

7月2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 

7月2日 広島 無 さみだれ船内 海上自衛隊護衛艦「さみだれ」内 

8月2日 東京 集 福生 
〒197-8799 
福生市本町 77-2 

9月23日 広島 無 とわだ船内 海上自衛隊補給艦「とわだ」内 

9月23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23日 長崎 無 ありあけ船内 海上自衛隊護衛艦「ありあけ」内 

1月14日 神奈川 無 きりしま船内 海上自衛隊護衛艦「きりしま」内 

1月14日 神奈川 無 たかなみ船内 海上自衛隊護衛艦「たかなみ」内 

1月14日 長崎 無 はまな船内 海上自衛隊補給艦「はまな」内 

3月28日 北海道 集 朝里 
〒047-0199 
北海道小樽市新光 2 丁目 6-3 

 

(2) 特定郵便局（１３局） 

廃止日 都道府県 集・無 局   名 位      置 

6月26日 北海道 無 胆振二股 
〒049-3501 
山越郡長万部町双葉 85 

6月28日 東京 無 新丸ノ内ビル内 
〒100-0005 
千代田区丸の内 1 丁目 5-1 

6月30日 静岡 無 藤枝蔵田 
〒426-0131 
藤枝市瀬戸ノ谷 9875-6 
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廃止日 都道府県 集・無 局   名 位      置 

6月30日 静岡 無 南崎 
〒415-0155 
加茂郡南伊豆町大瀬 294 

7月12日 福島 無 西本 
〒969-6245 
大沼郡会津高田町西本元冑甲 957 

10月3日 熊本 集 水源 
〒861-1499 
菊池市原 1455-1 

10月16日 鹿児島 無 漆 
〒899-5301 
姶良郡蒲生町漆 328-1 

10月31日 福島 無 昭和 
〒968-0103 
大沼郡昭和村下中津川沖 375-2 

2月17日 愛知 無 名古屋空港内 
〒480-0202 
西春日井郡豊山町豊場岡山 1 

3月26日 北海道 無 咲来 
〒098-2502 
中川郡音威子府村咲来 266 

3月26日 北海道 無 朱円 
〒099-4124 
斜里郡斜里町朱円 34-13 

3月26日 北海道 無 苫務 
〒089-4342 
足寄郡陸別町トマム南 3 線 90-5 

3月31日 神奈川 無 横浜山下町南 
〒231-0023 
神奈川県横浜市中区山下町 158 

 

(3) 簡易郵便局（３０局） 

廃止日 都道府県 局   名 位      置 

4月1日 東京 マイシティ 
〒160-0022 
新宿区新宿 3 丁目 38-1 

4月1日 石川 久江 
〒929-1600 
鹿島郡鹿島町久江甲の 13 

4月1日 富山 東石黒 
〒939-1545 
東砺波郡福野町布袋 56 

4月1日 富山 西加積 
〒936-0852 
滑川市上島 235 

4月1日 富山 田子 
〒935-0036 
氷見市下田子 144 

4月1日 福井 下岬 
〒910-3555 
丹生郡越廼村居倉 42-49 

4月1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 丁目 13-1 

4月30日 新潟 瀬波温泉 
〒958-0037 
村上市瀬波温泉 2 丁目 7-24 

4月30日 北海道 三和 
〒098-0112 
上川郡和寒町三和 407 

4月30日 北海道 豊野 
〒098-1944 
紋別郡興部町豊野 155 

7月31日 岩手 田代 
〒027-0067 
宮古市田代第 6 地割 2 

7月31日 岩手 中川 
〒029-0601 
東磐井郡大東町中川柳ノ平 21 

7月31日 宮城 浜市 
〒981-0302 
桃生郡鳴瀬町浜市新田 85 
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廃止日 都道府県 局   名 位      置 

7月31日 福島 上千里 
〒979-1141 
双葉郡富岡町上手岡上千里 82 

8月31日 宮崎 伊比井 
〒889-2311 
日南市伊比井 2114 

8月31日 宮城 水浜 
〒986-1321 
桃生郡雄勝町水浜 23-1 

8月31日 宮城 東宮浜 
〒985-0804 
宮城郡七ヶ浜町東宮浜鶴ヶ湊 90 

8月31日 福島 栃本 
〒963-1244 
郡山市田村町栃本坂ノ下 8 

8月31日 福島 江持 
〒962-0801 
須賀川市江持仲田 122 

8月31日 福島 前田川 
〒962-0814 
須賀川市前田川宮の前 131 

8月31日 福島 大里 
〒962-0504 
岩瀬郡天栄村大里御蔵前 44 

9月13日 北海道 沼牛東 
〒074-0404 
雨竜郡幌加内町沼牛 

9月13日 北海道 稲富 
〒099-3115 
網走市稲富 164 

10月29日 北海道 嘉多山 
〒093-0133 
網走市嘉多山 473-2 

10月29日 北海道 西紋 
〒098-2362 
中川郡美深町大手 307-1 

11月1日 群馬 十文字 
〒370-3331 
群馬郡榛名町十文字乙-130 

11月1日 群馬 保美濃山 
〒370-1403 
多野郡鬼石町保美濃山夜沢 2017 

11月1日 群馬 利根大原 
〒378-0323 
利根郡利根村大原 1142 

11月1日 群馬 坂原 
〒370-1404 
多野郡鬼石町坂原 1224 

1月1日 大阪 名鉄観光大阪本町 
〒541-0053 
大阪市中央区本町 3 丁目 2-5 

 

 

 


