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Ⅲ 郵便局の設置、移転及び廃止の状況 
 

平成１７年度（平成１８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９局

（普通局６局、特定局０局、簡易局３局）、移転１４３局（普通局２局、特定局８９局、簡易局５２

局）、廃止５８局（普通局１１局、特定局７局、簡易局４０局）となっています。 

 

１ 設置 

(1) 普通郵便局（６局） 

設置日 都道府県 集･無 局   名 位    置 

7月27日 神奈川 無 いかづち船内 海上自衛隊護衛艦「いかづち」内 

7月28日 長崎 無 はまな船内 海上自衛隊補給艦「はまな」内 

11月14日 神奈川 無 ときわ船内 海上自衛隊補給艦「ときわ」内 

11月15日 長崎 無 きりさめ船内 海上自衛隊護衛艦「きりさめ」内 

3月14日 広島 無 いなづま船内 海上自衛隊護衛艦「いなづま」内 

3月14日 長崎 無 おうみ船内 海上自衛隊補給艦「おうみ」内 

注：「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（３局） 

設置日 都道府県 局   名 位    置 

4月4日 北海道 朱円 〒099-4124 
斜里郡斜里町朱円34-13 

4月4日 北海道 斗満 〒089-4342 
足寄郡陸別町トマム南3線90-5 

9月1日 静岡 佐久間町 〒431-3901 
浜松市佐久間町佐久間429-1 

 

２ 移転 

(1) 普通郵便局（２局） 

位    置 
移転日 都道府県 集･無 局 名 

移転元 移転先 

9月5日 大阪 無 大阪阪急内 〒530-0017 大阪市北区角田町8-7 
〒530-0017 
大阪市北区角田町8-47 

10月10日 東京 無 東京国際 〒100-3199 
千代田区大手町2丁目3-3 

〒138-8799 
江東区新砂3丁目5-14 
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(2) 特定郵便局〔８９局〕 

位      置 
移転日 都道 

府県 集・無 局 名 
移転元 移転先 

4月4日 島根 無 松江大輪 〒690-0882 
松江市大輪町414-12 

〒690-0882 
松江市大輪町397-9 

4月11日 兵庫 無 富栖 〒671-2413 
宍粟郡安富町末広868-1 

〒671-2413 
宍粟郡安富町末広641-4 

4月11日 兵庫 無 櫨谷 〒651-2235 
神戸市西区櫨谷町長谷263-2 

〒651-2235 
神戸市西区櫨谷町長谷210-6 

4月11日 奈良 無 安堵 〒639-1061 
生駒郡安堵町東安堵1313 

〒639-1061 
生駒郡安堵町東安堵964-2 

4月18日 茨城 無 稲敷大宮 〒301-0816 
龍ケ崎市大徳町2573 

〒301-0816 
龍ケ崎市大徳町2571 

4月18日 千葉 無 長浦 〒299-0242 
袖ヶ浦市久保田8-1 

〒299-0242 
袖ヶ浦市久保田6-3 

4月18日 神奈川 無 横須賀米が浜通 
〒238-0011 
横須賀市米が浜通1丁目6-11 

〒238-0011 
横須賀市米が浜通1丁目6-6 

4月18日 愛知 無 碧南新川 〒447-0869 
碧南市山神町8丁目122 

〒447-0863 
碧南市新川町4丁目18-1 

5月2日 富山 無 東加積 〒936-0833 
滑川市大崎野213 

〒936-0833 
滑川市大崎野204 

5月6日 佐賀 無 北山 〒840-0534 
佐賀郡富士町中原小川507 

〒840-0534 
佐賀郡富士町中原小川475-1 

5月9日 東京 無 杉並松庵 〒167-0054 
杉並区松庵2丁目17-2 

〒167-0054 
杉並区松庵2丁目17-3 

5月16日 京都 無 京都西大手筋 
〒612-8364 
京都市伏見区下油掛町176 

〒612-8368 
京都市伏見区周防町331-29 

5月23日 埼玉 無 新狭山駅前 〒350-1331 狭山市新狭山3丁目10-23 
〒350-1331 
狭山市新狭山3丁目10-2 

5月30日 東京 無 世田谷四 〒154-0017 
世田谷区世田谷4丁目16-14 

〒154-0017 
世田谷区世田谷4丁目16-11 

6月6日 東京 無 渋谷東二 〒150-0011 
渋谷区東3丁目14-19 

〒150-0011 
渋谷区東2丁目22-14 

6月6日 東京 無 板橋前野 〒174-0063 
板橋区前野町4丁目14-1 

〒174-0063 
板橋区前野町4丁目21-22 

6月6日 神奈川 無 藤沢辻堂新町 
〒251-0042 
藤沢市辻堂新町1丁目11-23 

〒251-0042 
藤沢市辻堂新町1丁目19-10 

6月6日 香川 無 山本 〒768-0101 
三豊郡山本町辻371-4 

〒768-0101 
三豊郡山本町辻511-1 

6月6日 熊本 無 六嘉 
〒861-3102 
上益城郡嘉島町下六嘉上ノ口
3536-2 

〒861-3105 
上益城郡嘉島町上六嘉2383 

6月13日 茨城 無 森戸 〒306-0416 
猿島郡境町伏木鉦浦1321-1 

〒306-0416 
猿島郡境町伏木鉦浦1262-4 

6月13日 神奈川 無 横浜大棚 〒224-0027 
横浜市都筑区大棚町275-2 

〒224-0027 
横浜市都筑区大棚町263-1 

6月13日 新潟 無 新潟学校町三 
〒951-8126 
新潟市学校町通三番町559 

〒951-8126 
新潟市学校町通三番町557-1 
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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20日 東京 無 狛江駅前 〒201-0014 
狛江市東和泉1丁目16-1 

〒201-0014 
狛江市東和泉1丁目11-8 

7月4日 大阪 無 吹田佐竹台 〒565-0855 吹田市佐竹台2丁目5-1 
〒565-0855 
吹田市佐竹台2丁目3-10 

7月4日 京都 無 京都洛北高校前 
〒606-0826 
京都市左京区下鴨西本町18 

〒606-0851 
京都市左京区下鴨梅ノ木町1-2 

7月19日 群馬 無 西小泉 〒370-0517 
邑楽郡大泉町西小泉2丁目2044 

〒370-0517 
邑楽郡大泉町西小泉2丁目14-5 

7月19日 香川 無 高松扇町 〒760-0013 
高松市扇町1丁目23-19 

〒760-0013 
高松市扇町1丁目23-18 

7月19日 福岡 無 上三緒 〒820-0013 
飯塚市上三緒358-15 

〒820-0013 
飯塚市上三緒444-19 

7月25日 群馬 無 赤岩 〒370-0503 
邑楽郡千代田町赤岩203-1 

〒370-0503 
邑楽郡千代田町赤岩1706-4 

8月22日 茨城 無 大賀 〒319-2211 
常陸大宮市岩崎313 

〒319-2211 
常陸大宮市岩崎332-2 

8月22日 神奈川 無 横須賀坂本 〒238-0043 横須賀市坂本町3丁目41 
〒238-0043 
横須賀市坂本町3丁目41-1 

8月22日 長崎 無 杉谷 〒855-0062 
島原市本町乙557-2 

〒855-0062 
島原市本町乙351 

8月29日 静岡 無 大谷 〒422-8017 
静岡市駿河区大谷2257 

〒422-8017 
静岡市駿河区大谷2154-8 

8月29日 岡山 無 岡山寿 〒700-0025 
岡山市寿町1-10 

〒700-0024 
岡山市駅元町15-1 

8月29日 徳島 無 徳島安宅 〒770-0863 
徳島市安宅2丁目5-17 

〒770-0863 
徳島市安宅3丁目6-37 

9月5日 北海道 無 十勝川温泉 〒080-0263 河東郡音更町十勝川温泉南13丁目1 

〒080-0263 
河東郡音更町十勝川温泉南13丁目
1-78 

9月20日 神奈川 無 平塚徳延 〒254-0902 
平塚市徳延436-3 

〒254-0902 
平塚市徳延420-1 

9月20日 東京 無 千歳船橋駅前 
〒156-0055 
世田谷区船橋1丁目9-24 

〒156-0055 
世田谷区船橋1丁目3-3 

9月20日 東京 無 大東文化学園内 
〒175-0082 
板橋区高島平1丁目14-2 

〒175-0082 
板橋区高島平1丁目9-1 

9月20日 東京 無 北豊島三 〒114-0003 
北区豊島3丁目17-20 

〒114-0003 
北区豊島3丁目24-9 

9月20日 山口 無 防府新田 〒747-0825 
防府市新田911-2 

〒747-0825 
防府市新田587-4 

9月26日 東京 無 神代植物公園前 
〒182-0017 
調布市深大寺元町4丁目31-4 

〒182-0017 
調布市深大寺元町4丁目30-35 

9月26日 大分 無 東稙田 〒870-1143 
大分市田尻495-4 

〒870-1143 
大分市田尻457-20 

10月11日 山梨 無 野之瀬 〒400-0317 
南アルプス市上市之瀬726 

〒400-0317 
南アルプス市上市之瀬750-1 

10月11日 山梨 無 甲府千塚町 〒400-0074 甲府市千塚5丁目7-1 
〒400-0074 
甲府市千塚4丁目5-19 
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位      置 
移転日 都道 

府県 集・無 局 名 
移転元 移転先 

10月11日 大阪 無 東住吉東田辺 
〒546-0032 
大阪市東住吉区東田辺2丁目4-1 

〒546-0043 
大阪市東住吉区駒川3丁目29-8 

10月17日 大阪 無 住吉遠里小野 
〒558-0032 
大阪市住吉区遠里小野5丁目12-45 

〒558-0032 
大阪市住吉区遠里小野4丁目6-22 

10月31日 東京 無 目黒大橋 〒153-0044 
目黒区大橋1丁目12-9 

〒153-0044 
目黒区大橋1丁目9-17 

10月31日 滋賀 無 能登川福堂 〒521-1242 神崎郡能登川町福堂3379-1 
〒521-1242 
神崎郡能登川町福堂1423 

11月7日 茨城 無 瓦会 〒315-0111 
石岡市瓦谷2336 

〒315-0111 
石岡市瓦谷2336-1 

11月14日 東京 無 練馬東大泉三 
〒178-0063 
練馬区東大泉3丁目19-1 

〒178-0063 
練馬区東大泉3丁目19-14 

11月21日 東京 無 東秋留 〒197-0814 
あきる野市二宮2241 

〒197-0814 
あきる野市二宮2306-7 

11月21日 岐阜 無 三郷 〒509-7124 
恵那市三郷町佐々良木築田43-5 

〒509-7124 
恵那市三郷町佐々良木43-3 

11月21日 石川 無 金石 〒920-0338 
金沢市金石北1丁目19-1 

〒920-0341 
金沢市寺中町17街区44 

11月28日 沖縄 無 具志頭 〒901-0599 
島尻郡具志頭村字具志頭340-6 

〒901-0512 
島尻郡具志頭村字具志頭659-11 

12月12日 岩手 無 盛岡ホットライン肴町 
〒020-0871 
盛岡市中ノ橋通1丁目20-2 

〒020-0878 
盛岡市肴町4-35 

12月12日 福井 無 森田栗森 〒910-0137 
福井市栗森町15-34-2 

〒910-0137 
福井市栗森町13-54 

12月12日 神奈川 無 根府川 〒250-0024 
小田原市根府川82-27 

〒250-0024 
小田原市根府川89-33 

12月12日 静岡 無 吉原中央町 〒417-0052 富士市中央町1丁目5-10 
〒417-0052 
富士市中央町1丁目9-38 

12月12日 岐阜 無 神岡船津 〒506-1161 
飛騨市神岡町船津957-5 

〒506-1161 
飛騨市神岡町船津959-1 

12月12日 兵庫 無 神楽 〒669-3826 
丹波市青垣町文室191-1 

〒669-3826 
丹波市青垣町文室42-10 

12月12日 広島 無 壬生 〒731-1515 
山県郡北広島町壬生大溝569-1 

〒731-1515 
山県郡北広島町壬生歳力660-2 

12月26日 福岡 無 志免本通 〒811-2202 
糟屋郡志免町志免1-3-48 

〒811-2202 
糟屋郡志免町志免2-1-19 

1月23日 石川 無 三谷 〒920-0153 
金沢市宮野町ト55-1 

〒920-0153 
金沢市宮野町リ2-3 

1月23日 兵庫 無 神戸塩屋 〒655-0872 
神戸市垂水区塩屋町4丁目16-10 

〒655-0872 
神戸市垂水区塩屋町4丁目3-36 

2月6日 神奈川 無 湘南台駅前 〒252-0804 藤沢市湘南台2丁目5-5 
〒252-0804 
藤沢市湘南台2丁目17-17 

2月6日 香川 無 高松扇町 〒760-0013 
高松市扇町1丁目23-18 

〒760-0013 
高松市扇町1丁目23-19 

2月13日 東京 無 狛江駅前 〒201-0014 
狛江市東和泉1丁目11-8 

〒201-0014 
狛江市東和泉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 

2月13日 山梨 無 甲府北口二 〒400-0024 甲府市北口2丁目9-11 
〒400-0024 
甲府市北口2丁目12-1 

2月13日 兵庫 無 姫路谷内 〒671-0208 
姫路市飾東町八重畑190-4 

〒671-0208 
姫路市飾東町八重畑191-1 

2月13日 岡山 無 美作巨勢 〒707-0045 
美作市巨勢1884-2 

〒707-0045 
美作市巨勢1713-5 

2月13日 徳島 無 徳島安宅 〒770-0863 
徳島市安宅3丁目6-37 

〒770-0863 
徳島市安宅2丁目5-17 

2月15日 東京 無 中野サンクォーレ内 
〒165-0026 
中野区新井2丁目46-3 

〒164-0001 
中野区中野4丁目3-1 

2月20日 茨城 無 牛久岡見 〒300-1204 
牛久市岡見町2334-1 

〒300-1204 
牛久市岡見町2337-6 

2月20日 東京 無 豊田駅前 〒191-0053 
日野市豊田3丁目31-1 

〒191-0053 
日野市豊田4丁目24-11 

2月20日 愛知 無 保見 〒470-0344 
豊田市保見町塚原3 

〒470-0344 
豊田市保見町清水尻68-1 

2月20日 兵庫 無 清滝 〒669-5368 
豊岡市日高町山宮1283-1 

〒669-5368 
豊岡市日高町山宮1308-7 

2月27日 東京 無 秋葉原ＵＤＸ内 
〒101-0021 
千代田区外神田6丁目16-3 

〒101-0021 
千代田区外神田4丁目14-1 

2月27日 東京 無 板橋大谷口 〒173-0035 板橋区大谷口2丁目2-1 
〒173-0032 
板橋区大谷口上町49-8 

2月27日 大阪 無 西成千本 〒557-0055 
大阪市西成区千本南2丁目14-32 

〒557-0045 
大阪市西成区玉出西1丁目20-4 

3月6日 岩手 無 盛岡緑が丘 〒020-0117 盛岡市緑が丘4丁目1-60 
〒020-0117 
盛岡市緑が丘3丁目2-33 

3月6日 山梨 無 甲府千塚町 〒400-0074 甲府市千塚4丁目5-19 
〒400-0074 
甲府市千塚5丁目7-1 

3月13日 秋田 無 曙 〒018-5141 
鹿角市八幡平長内26-2 

〒018-5141 
鹿角市八幡平長内25-3 

3月13日 東京 無 三鷹上連雀 〒181-0012 三鷹市上連雀9丁目43-13 
〒181-0012 
三鷹市上連雀9丁目42-24 

3月13日 鹿児島 無 鹿屋大手町 〒893-0009 鹿屋市大手町5-4 
〒893-0009 
鹿屋市大手町5-1 

3月20日 広島 無 上水内 〒738-0721 
広島市佐伯区湯来町多田2714 

〒738-0721 
広島市佐伯区湯来町多田2575-2 

3月20日 熊本 無 城河原 〒863-2111 
天草郡五和町城木場8-4 

〒863-2111 
天草郡五和町城木場17-2 

3月20日 鹿児島 無 鹿児島吉野 〒892-0871 鹿児島市吉野町帯迫3216-3 
〒892-0871 
鹿児島市吉野町2270-38 

3月27日 東京 無 市谷柳町 〒162-0054 
新宿区河田町3-1 

〒162-0061 
新宿区市谷柳町24 

注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。 
注２：位置の市町村名は、公表時点でのもの。（以下同じ） 
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(3) 簡易郵便局（５２局） 

位       置 
移転日 都道 

府県 局  名 
移転元 移転先 

4月1日 石川 鹿島路 〒929-1576 
羽咋市鹿島路町レ25 

〒929-1576 
羽咋市鹿島路町1788 

4月1日 三重 尾川 〒519-4447 
熊野市育生町尾川7 

〒519-4449 
熊野市育生町長井381-2 

4月11日 北海道 日高泉 〒059-2423 
新冠郡新冠町泉335 

 〒059-2423 
新冠郡新冠町泉29-5 

4月11日 山梨 曙 〒409-3432 
南巨摩郡身延町中山1766 

〒409-3437 
南巨摩郡身延町古長谷542 

4月25日 岩手 北股 〒029-4313 
胆沢郡衣川村石生124-7 

〒029-4315 
胆沢郡衣川村天田81-4 

4月25日 岩手 玉川 〒028-8202 
九戸郡野田村玉川第5地割76-3 

〒028-8202 
九戸郡野田村玉川第5地割75-3 

5月2日 福島 芝草 
〒969-4406 
耶麻郡西会津町野沢上条道東甲
259 

〒969-4406 
耶麻郡西会津町野沢上条道西甲
123-1 

5月2日 兵庫 豊岡病院内 〒668-0046 
豊岡市立野町6-35 

〒668-0065 
豊岡市戸牧1094 

5月2日 京都 溝尻 〒625-0042 
舞鶴市溝尻町3-4 

〒625-0041 
舞鶴市溝尻中町6-3 

5月2日 島根 美保関福浦 〒690-1504 
松江市美保関町福浦512 

〒690-1504 
松江市美保関町福浦513 

5月2日 岡山 三保 〒709-3701 
久米郡中央町錦織前川1834-2 

〒709-3701 
久米郡中央町錦織前川1821-1 

5月2日 島根 九日市 〒699-4712 
邑智郡美郷町九日市325 

〒699-4712 
邑智郡美郷町九日市308-2 

5月2日 高知 泉川 〒781-1915 
高岡郡仁淀村大植2839-6 

〒781-1915 
高岡郡仁淀村大植2905-1 

5月2日 宮崎 天翔大橋 〒882-1103 
西臼杵郡高千穂町向山3726-11 

〒882-0401 
西臼杵郡日之影町七折13576-8 

5月2日 鹿児島 小木原 〒895-2631 
大口市小木原861 

〒895-2631 
大口市小木原1030 

5月16日 山口 桃山 〒755-0067 
宇部市小串761-3 

〒755-0067 
宇部市小串806-3 

5月30日 岡山 勝加茂 〒708-1216 
津山市中村103-1 

〒708-1216 
津山市中村93-1 

6月1日 北海道 箸別 〒077-0207 
増毛郡増毛町箸別 

〒077-0207 
増毛郡増毛町箸別99-1 

6月13日 岩手 五日市 〒028-7562 
岩手郡安代町五日市42-2 

〒028-7562 
岩手郡安代町五日市42-1 

6月16日 岡山 粟広 〒707-0012 
美作市田殿滝本810-1 

〒707-0012 
美作市田殿808 

6月20日 山梨 甲府中町 〒400-0844 
甲府市中町341-1 

〒400-0844 
甲府市中町91-9 

6月26日 鳥取 古市 〒689-1306 
鳥取市佐治町古市135-10 

〒689-1306 
鳥取市佐治町古市131-3 
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位       置 
移転日 都道 

府県 局  名 
移転元 移転先 

6月27日 北海道 栗山本町 〒069-1512 
夕張郡栗山町松風2丁目39 

〒069-1512 
夕張郡栗山町松風2丁目38 

6月27日 長野 朝陽駅前 〒381-0005 
長野市北堀325 

〒381-0005 
長野市北堀323-1 

7月1日 岩手 南股 〒029-4301 
胆沢郡衣川村上河内241-5 

〒029-4483 
胆沢郡衣川村沼野38-17 

7月4日 宮崎 野々美谷 〒885-1104 
都城市野々美谷町1561-3 

〒885-1104 
都城市野々美谷町1561－ロ 

7月11日 大分 白丹 〒878-0205 
竹田市久住町白丹4477 

〒878-0205 
竹田市久住町白丹4728-1 

7月11日 宮崎 宮崎山崎 〒880-0836 
宮崎市山崎町四郎房882-4 

〒880-0836 
宮崎市山崎町上ノ原1067-6 

7月19日 京都 大井 〒621-0013          
亀岡市大井町並河2丁目5-7 

〒６２１－００１３       
亀岡市大井町並河2丁目214-1 

7月19日 長崎 諫早久山 〒854-0066 
諌早市青葉台163 

〒854-0066 
諌早市青葉台218 

8月1日 福岡 東山 〒835-0007 
山門郡瀬高町長田2317-3 

〒835-0007 
山門郡瀬高町長田2307-1 

8月29日 北海道 幸福 〒089-1246 
帯広市幸福町東1線165 

〒089-1246 
帯広市幸福町東1線163 

10月1日 岩手 大籠 〒029-3522 
東磐井郡藤沢町大籠左利沢3-1 

〒029-3522 
東磐井郡藤沢町大籠下野在家16-3 

10月3日 山口 中辺 〒754-0601 
美祢郡秋芳町嘉万863 

〒754-0601 
美祢郡秋芳町嘉万874 

10月3日 兵庫 福浦 〒678-0257 
赤穂市福浦1949-1 

〒678-0257 
赤穂市福浦1942-10 

10月11日 長野 朝陽駅前 〒381-0005 
長野市北堀323-1 

〒381-0005 
長野市北堀325 

10月11日 石川 鶴来林 〒920-2162 
白山市道法寺町ヘ21 

〒920-2162 
白山市道法寺町ホ57 

10月17日 青森 一川目 〒039-2203 
上北郡百石町一川目1丁目214 

〒039-2203 
上北郡百石町一川目1丁目73-67 

10月24日 千葉 西條 〒296-0033 
鴨川市八色551-2 

〒296-0033 
鴨川市八色557-1 

10月31日 山梨 玉穂下河東 〒409-3821 
中巨摩郡玉穂町下河東1039-3 

〒409-3821 
中巨摩郡玉穂町下河東500-1 

11月1日 岐阜 古川杉崎 〒509-4215 
飛騨市古川町杉崎柳御所137 

〒509-4215 
飛騨市古川町杉崎135 

11月14日 宮城 志田 〒989-6203 
古川市飯川大隅151 

〒989-6134 
古川市米倉上屋敷1 

12月1日 福島 庭塚 〒960-2262 
福島市在庭坂薬師田1-1 

〒960-2263 
福島市二子塚道北48-2 

12月1日 山形 升形 〒996-0111 
新庄市升形1846-2 

〒996-0111 
新庄市升形1846-1 

12月5日 鳥取 田島 〒680-0801 
鳥取市松並町2丁目111 

〒680-0801 
鳥取市松並町2丁目137 
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位       置 
移転日 都道 

府県 局  名 
移転元 移転先 

12月19日 大分 明治 〒873-0352 
東国東郡安岐町明治紺屋4781-5 

〒873-0352 
東国東郡安岐町明治紺屋4794-4 

2月1日 福井 篠尾 〒910-2148 
福井市篠尾町6-78 

〒910-2148 
福井市篠尾町57-16-1 

2月1日 三重 松阪朝見 〒515-0028 
松阪市佐久米町278-5 

〒515-0029 
松阪市西野々町623 

2月1日 広島 原下 〒725-0301 
豊田郡大崎上島町中野1221-9 

〒725-0301 
豊田郡大崎上島町中野1738 

2月6日 秋田 大曲上大町 〒014-0048 
大仙市大曲上大町13-6 

〒014-0025 
大仙市大曲大町4-42 

3月20日 青森 三條 〒039-1101 
八戸市尻内町三条目16-2 

〒039-1101 
八戸市尻内町内田18-1 

3月20日 石川 鶴来林 〒920-2162 
白山市道法寺町ホ57 

〒920-2162 
白山市道法寺町ヘ21 

注：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 

5月13日 神奈川 無 おおなみ船内 海上自衛隊護衛艦「おおなみ」内 

5月13日 京都 無 ましゅう船内 海上自衛隊補給艦「ましゅう」内 

5月13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 

9月13日 京都 無 しまかぜ船内 海上自衛隊護衛艦「しまかぜ」内 

9月13日 広島 無 とわだ船内 海上自衛隊補給艦「とわだ」内 

9月13日 長崎 無 ゆうだち船内 海上自衛隊護衛艦「ゆうだち」内 

10月7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 

10月24日 滋賀 集 瀬田 〒520-2199 
大津市一里山3丁目34-14 

10月24日 滋賀 集 坂本 〒520-0199 
大津市比叡辻1丁目15-10 

12月30日 長崎 無 はまな船内 海上自衛隊補給艦「はまな」内 

12月30日 神奈川 無 いかづち船内 海上自衛隊護衛艦「いかづち」内 
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(2) 特定郵便局（７局） 

廃止日 都道府県 集・無 局   名 位      置 

6月30日 福島 無 荷路夫 〒974-0241 
いわき市田人町荷路夫榎町38-2 

8月31日 静岡 無 佐久間駅前 〒431-3901 
磐田郡佐久間町佐久間2664-1 

1月28日 埼玉 無 大宮ステーションビル内 〒330-0853 さいたま市大宮区錦町630 

3月25日 北海道 無 原歌 〒048-0633 
島牧郡島牧村字原歌町89 

3月25日 北海道 無 仁々志別 〒085-0201 
釧路市阿寒町仁々志別 

3月25日 北海道 無 瑞穂 〒091-0017 
常呂郡留辺蘂町瑞穂30 

3月25日 北海道 無 曲渕 〒098-6571 
稚内市曲渕 

 

(3) 簡易郵便局（４０局） 

廃止日 都道府県 局   名 位      置 

4月1日 奈良 東の川 〒639-3704 
吉野郡上北山村西原1161-1 

4月1日 愛知 名鉄観光柳橋 〒450-0002 
名古屋市中村区名駅4丁目24-8 

7月16日 北海道 手稲鉄北 〒006-0815 
札幌市手稲区前田5条11丁目2-1 

3月21日 北海道 豊羽本山 〒061-2301 
札幌市南区定山渓849 

3月30日 宮城 須江 〒987-1221 
石巻市須江池袋5-2 

3月30日 岩手 成田 〒025-0023 
花巻市成田第14地割55 

3月30日 山形 差首鍋 〒999-5522 
最上郡真室川町差首鍋大平518 

3月31日 福島 水保 〒960-2152 
福島市土船南谷地5-7 

3月31日 福島 飯坂中野 〒960-0261 
福島市飯坂町中野東森63-4 

3月31日 福島 佐原 〒960-2158 
福島市佐原前林17-2 

3月31日 福島 高野町 〒973-8406 
いわき市内郷高野町中倉108-43 

3月31日 福島 小島 〒973-8411 
いわき市小島町2丁目11-1 

3月31日 埼玉 久那 〒368-0053 
秩父市久那2165 

3月31日 埼玉 倉尾 〒368-0115 
秩父郡小鹿野町日尾1231-1 
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廃止日 都道府県 局   名 位      置 

3月31日 埼玉 角栄 〒358-0011 
入間市下藤沢114-4 

3月31日 千葉 神代 〒289-0636 
香取郡東庄町東和田831 

3月31日 千葉 東浪見 〒299-4303 
長生郡一宮町東浪見1231 

3月31日 千葉 北佐原 〒287-0822 
香取市佐原2-1288 

3月31日 山梨 甲 〒408-0016 
北杜市高根沢町上黒沢1185 

3月31日 山梨 韮崎旭 〒407-0044 
韮崎市旭町上条北割2830 

3月31日 山梨 山保 〒409-3600 
西八代郡市川三郷町山保6320 

3月31日 山梨 下條東割 〒407-0032 
韮崎市龍岡町下條東割830 

3月31日 山梨 神山 〒407-0042 
韮崎市神山町北宮地482 

3月31日 長野 岩野 〒381-1234 
長野市松代町岩野761 

3月31日 長野 平原 〒384-0092 
小諸市平原1978 

3月31日 長野 小諸四ツ谷 〒384-0055 
小諸市柏木303 

3月31日 長野 光 〒399-8202 
安曇野市豊科光1400-1 

3月31日 長野 西荒井 〒390-0852 
松本市島立荒井1 

3月31日 長野 下村 〒399-2223 
飯田市千栄869 

3月31日 長野 五常 〒399-7401 
松本市五常6897-1 

3月31日 長野 牧 〒399-8305 
安曇野市穂高牧421 

3月31日 新潟 須川 〒942-0534 
上越市安塚区須川6649 

3月31日 新潟 戸地 〒952-2132 
佐渡市戸地817 

3月31日 新潟 人面 〒940-0102 
長岡市人面2760 

3月31日 新潟 竜光 〒949-7404 
魚沼市竜光122-5 

3月31日 新潟 栃ヶ原 〒945-1504 
柏崎市高柳町栃ケ原1501－甲 

3月31日 新潟 六分 〒950-1322 
新潟市六分996-2 
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廃止日 都道府県 局   名 位      置 

3月31日 新潟 星の宮 〒959-2636 
胎内市星の宮町13-31 

3月31日 新潟 鹿峠 〒955-0108 
三条市鹿峠杉名平145-4 

3月31日 兵庫 鹿伏 〒671-4203 
宍粟市波賀町鹿伏57 

 


