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Ⅲ 郵便局の設置、移転及び廃止の状況 

 

平成 18 年度（平成 19 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 14 局

（普通局 9 局、特定局 0局、簡易局 5局）、移転 137 局（普通局 2 局、特定局 71 局、簡易局 64 局）、

廃止 71 局（普通局 6局、特定局 6局、簡易局 59局）となっています。 

 

１ 設置 

(1) 普通郵便局（9局） 

設置日 都道府県 集・無 局   名 位    置 

6月26日 愛知 無 中部国際 
〒479-0199 
愛知県常滑市セントレア 3丁目 13-2 

6月26日 京都 無 ましゅう船内 海上自衛隊補給艦「ましゅう」内 

6月27日 広島 無 さざなみ船内 海上自衛隊補給艦「さざなみ」内 

11月12日 広島 無 とわだ船内 海上自衛隊補給艦「とわだ」内 

11月12日 長崎 無 まきなみ船内 海上自衛隊護衛艦「まきなみ」内 

11月20日 埼玉 無 新越谷 
〒343-9799 
埼玉県越谷市流通団地 1丁目 3-2 

3月15日 京都 無 すずなみ船内 海上自衛隊護衛艦「すずなみ」内 

3月16日 長崎 無 はまな船内 海上自衛隊補給艦「はまな」内 

3月26日 福岡 無 新福岡 
〒811-8799 
福岡県福岡市東区蒲田 4丁目 13-70 

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（5局） 

設置日 都道府県 局   名 位    置 

4月5日 北海道 原歌 
〒048-0633 
北海道島牧郡島牧村原歌町 89 

4月5日 北海道 瑞穂 
〒091-0017 
北海道北見市留辺蘂町瑞穂 30 

4月5日 北海道 仁々志別 
〒085-0201 
北海道釧路市阿寒町仁々志別 

4月17日 北海道 曲渕 
〒098-6571 
北海道稚内市声問村曲渕 

6月5日 宮城 富野 
〒987-2202 
宮城県栗原市築館城生野唐崎 108-1 
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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 

11月6日 岩手 集 宮古 
〒027-8799 
岩手県宮古市保久田 3-8 

〒027-8799 
岩手県宮古市栄町 1-7 

3月19日 山梨 集 日野春 
〒408-8799 
山梨県北杜市長坂町富岡 82-1 

〒408-8799 
山梨県北杜市長坂町長坂上条大林
2051-1 

※ 日野春郵便局は集配事務・ゆうゆう窓口事務のみ移転 

 

(2) 特定郵便局（71 局） 

位      置 
移転日 

都道 
府県 

集・無 局 名 
移転元 移転先 

4月3日 香川 無 高松宮脇町 
〒760-0017 
香川県高松市番町 5丁目 6-37 

〒760-0005 
香川県高松市宮脇町 1丁目 7-1 

4月10日 和歌山 無 打田 
〒649-6414 
和歌山県紀の川市打田 495-2 

〒649-6414 
和歌山県紀の川市打田 67-2 

4月17日 埼玉 無 上福岡駅前 
〒356-0006 
埼玉県上福岡市霞ケ丘 1-1 

〒356-0006 
埼玉県ふじみ野市霞ケ丘 1丁目
2-12 

4月24日 青森 無 青森青柳 
〒030-0811 
青森県青森市青柳 2丁目 5-2 

〒030-0811 
青森県青森市青柳 1丁目 6-3 

4月24日 埼玉 無 水深 
〒347-0027 
埼玉県加須市大室 212 

〒347-0027 
埼玉県加須市大室 212-2 

5月8日 三重 無 依那古 
〒518-0108 
三重県伊賀市才良松の本 45-5 

〒518-0103 
三重県伊賀市沖 18-6 

5月15日 愛知 無 
名古屋喜惣
治 

〒462-0065 
愛知県名古屋市北区喜惣治 1丁
目 459 

〒462-0065 
愛知県名古屋市北区喜惣治 2丁目
65-3 

5月15日 栃木 無 卒島 
〒323-0061 
栃木県小山市卒島 745 

〒323-0007 
栃木県小山市松沼 709-5 

5月22日 群馬 無 吉岡 
〒370-3608 
群馬県北群馬郡吉岡町下野田708

〒370-3608 
群馬県北群馬郡吉岡町下野田
698-3 

6月5日 東京 無 赤羽西二 
〒115-0055 
東京都北区赤羽西 2丁目 2-6 

〒115-0055 
東京都北区赤羽西 2丁目 2-5 

6月12日 茨城 無 大場 
〒311-1125 
茨城県水戸市大場町 2474 

〒311-1125 
茨城県水戸市大場町 3-22 

6月19日 大阪 無 生野巽 
〒544-0015 
大阪府大阪市生野区巽南 3丁目
12-12 

〒544-0015 
大阪府大阪市生野区巽南 3丁目
12-15 

6月19日 福岡 無 八幡高見 
〒805-0016 
福岡県北九州市八幡東区高見 2
丁目 2-23 

〒805-0016 
福岡県北九州市八幡東区高見 2丁
目 7-3 

7月10日 静岡 無 浜松入野 
〒432-8061 
静岡県浜松市入野町 16326-3 

〒432-8061 
静岡県浜松市入野町 8875-2 

7月18日 神奈川 無 片瀬 
〒251-0032 
神奈川県藤沢市片瀬 3丁目 16-8

〒251-0032 
神奈川県藤沢市片瀬 4丁目 14-10
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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18日 和歌山 無 有功 
〒640-8481 
和歌山県和歌山市直川 1-9 

〒640-8481 
和歌山県和歌山市六十谷 219-1 

7月24日 福島 無 常磐 
〒972-8321 
福島県いわき市常磐湯本町天王
崎 1-34 

〒972-8321 
福島県いわき市常磐湯本町吹谷
91-1 

7月24日 東京 無 西池袋 
〒171-0021 
東京都豊島区西池袋 1丁目 7-7 

〒171-0021 
東京都豊島区西池袋 3丁目 22-13

7月24日 山口 無 下関福浦 
〒750-0087 
山口県下関市彦島福浦町 2丁目
18-9 

〒750-0075 
山口県下関市江の浦町 2丁目
22-32 

7月24日 福岡 無 南瀬高 
〒835-0013 
福岡県山門郡瀬高町太神
1255-10 

〒835-0013 
福岡県山門郡瀬高町太神 1326-3 

8月7日 東京 無 北豊島三 
〒114-0003 
東京都北区豊島 3丁目 24-9 

〒114-0003 
東京都北区豊島 3丁目 17-20 

8月7日 神奈川 無 横須賀秋谷 
〒240-0105 
神奈川県横須賀市秋谷 1丁目
1-15 

〒240-0105 
神奈川県横須賀市秋谷 1丁目 2-35

8月10日 東京 無 中野本町五 
〒164-0012 
東京都中野区本町 5丁目 38-11 

〒164-0012 
東京都中野区本町 5丁目 33-11 

8月21日 大阪 無 寝屋川豊野 
〒572-0838 
大阪府寝屋川市平池町 22-6 

〒572-0831 
大阪府寝屋川市豊野町 2-26 

8月21日 広島 無 壬生 
〒731-1515 
広島県山県郡北広島町壬生歳力
660-2 

〒731-1515 
広島県山県郡北広島町壬生 569-1

8月28日 長崎 無 堂崎 
〒859-2122 
長崎県南島原市有家町大苑 759 

〒859-2122 
長崎県南島原市有家町大苑 20-4 

9月4日 広島 無 広島皆実町 
〒734-0007 
広島県広島市南区皆実町 3丁目
2-16 

〒734-0007 
広島県広島市南区皆実町 3丁目
9-9 

9月11日 青森 無 大湊 
〒035-0086 
青森県むつ市大湊上町 5-5 

〒035-0086 
青森県むつ市大湊上町 1-10 

9月19日 大阪 無 西信達 
〒590-0531 
大阪府泉南市岡田 3丁目 9-2１ 

〒590-0531 
大阪府泉南市岡田 3丁目 21-22 

9月19日 京都 無 小倉 
〒611-0042 
京都府宇治市小倉町天王 36-10 

〒611-0042 
京都府宇治市小倉町天王 1-10 

9月25日 北海道 無 永山西 
〒070-0010 
北海道旭川市大雪通 7丁目
506-44 

〒079-8415 
北海道旭川市永山 5条 2丁目 4-10

9月25日 大阪 無 
イオン大日
ＳＣ内 

〒570-0003 
大阪府守口市大日町 1丁目 13-8

〒570-0016 
大阪府守口市大日東町 1-18 

9月26日 神奈川 無 川崎駅西口 
〒212-0013 
神奈川県川崎市幸区堀川町 72 

〒212-0013 
神奈川県川崎市幸区堀川町 72-1 

10月10日 福島 無 裏磐梯 
〒969-2701 
福島県耶麻郡北塩原村檜原剣ケ
峯 1093-336 

〒969-2701 
福島県耶麻郡北塩原村檜原剣ケ峯
1093-318 

10月10日 京都 無 京都紫竹 
〒603-8208 
京都府京都市北区紫竹西桃ノ本
町 31 

〒603-8208 
京都府京都市北区紫竹西桃ノ本町
2-2 
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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16日 神奈川 無 
愛甲石田駅
前 

〒243-0035 
神奈川県厚木市愛甲 1057-1 

〒243-0035 
神奈川県厚木市愛甲 1048-7 

10月30日 青森 無 青森駅前 
〒038-0012 
青森県青森市柳川 1丁目 2-14 

〒030-0801 
青森県青森市新町 1丁目 2-18 

10月30日 東京 無 
小平ブリヂ
ストン前 

〒187-0031 
東京都小平市小川東町 1丁目
22-12 

〒187-0031 
東京都小平市小川東町 1丁目
38-19 

11月6日 北海道 集 幌延 
〒098-3299 
北海道天塩郡幌延町3条北1丁目
10-2 

〒098-3299 
北海道天塩郡幌延町 3条北 1丁目
8-2 

11月6日 東京 無 八王子北野 
〒192-0906 
東京都八王子市北野町 557-16 

〒192-0911 
東京都八王子市打越町 344-4 

11月6日 大阪 無 豊中東豊中 
〒560-0003 
大阪府豊中市東豊中町 6丁目
11-82-1 

〒560-0003 
大阪府豊中市東豊中町 6丁目
12-19 

11月6日 熊本 無 上熊本 
〒860-0079 
熊本県熊本市上熊本 3丁目 18-6

〒860-0079 
熊本県熊本市上熊本 3丁目 15-58

11月13日 北海道 無 室蘭中島 
〒050-0075 
北海道室蘭市中島本町1丁目4-5

〒050-0074 
北海道室蘭市中島町 1丁目 33-9 

11月13日 長野 無 八千穂 
〒384-0701 
長野県南佐久郡佐久穂町畑 48-1

〒384-0701 
長野県南佐久郡佐久穂町畑 821-1

11月13日 石川 無 金沢香林坊 
〒920-0981 
石川県金沢市片町 1丁目 1-32 

〒920-0981 
石川県金沢市片町 2丁目 1-3 

11月27日 秋田 無 秋田大町 
〒010-8621 
秋田県秋田市大町 4丁目 4-21 

〒010-8621 
秋田県秋田市大町 3丁目 4-11 

11月27日 宮城 無 有壁 
〒989-4806 
宮城県栗原市金成有壁舘下 30-7

〒989-4806 
宮城県栗原市金成有壁上原前 3-17

11月27日 熊本 無 津森 
〒861-2203 
熊本県上益城郡益城町上陳
338-5 

〒861-2204 
熊本県上益城郡益城町小谷 248-1

12月4日 滋賀 無 浅井北 
〒526-0273 
滋賀県長浜市高畑町 215-2 

〒526-0273 
滋賀県長浜市高畑町 421-1 

12月4日 香川 無 
サンポート
高松 

〒760-0020 
香川県高松市錦町 1丁目 6-13 

〒760-0019 
香川県高松市サンポート 3-33 

12月11日 山形 無 八幡 
〒999-8232 
山形県酒田市市条水上 11-6 

〒999-8232 
山形県酒田市市条荒瀬 102-1 

12月11日 大阪 無 
枚方香里ケ
丘 

〒573-0084 
大阪府枚方市香里ケ丘 3丁目
11-2 

〒573-0084 
大阪府枚方市香里ケ丘 3丁目 13 

1月15日 長野 無 東春近 
〒399-4432 
長野県伊那市東春近 2342-5 

〒399-4432 
長野県伊那市東春近 1820-4 

1月22日 奈良 無 大阿太 
〒637-0021 
奈良県五條市東阿田町 292 

〒637-0021 
奈良県五條市東阿田町 282-1 

1月22日 福岡 無 上広川 
〒834-0104 
福岡県八女郡広川町吉常 497-7 

〒834-0104 
福岡県八女郡広川町吉常 477-7 

2月5日 広島 無 小屋浦 
〒731-4331 
広島県安芸郡坂町小屋浦 2丁目
11-15 

〒731-4331 
広島県安芸郡坂町小屋浦 2丁目
29-18 
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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 北海道 集 問寒別 
〒098-2999 
北海道天塩郡幌延町問寒別 34 

〒098-2999 
北海道天塩郡幌延町問寒別 135-4

2月13日 神奈川 無 横浜矢部 
〒244-0002 
神奈川県横浜市戸塚区矢部町 62

〒244-0002 
神奈川県横浜市戸塚区矢部町 65-3

2月13日 広島 無 広島皆実町 
〒734-0007 
広島県広島市南区皆実町 3丁目
9-9 

〒734-0007 
広島県広島市南区皆実町 3丁目
2-16 

2月19日 福岡 無 蒲池 
〒832-0007 
福岡県柳川市金納 9-7､9-8 

〒832-0007 
福岡県柳川市金納 25-1-2 

2月26日 福岡 無 筑後一条 
〒833-0001 
福岡県筑後市一条 1040-9 

〒833-0001 
福岡県筑後市一条 1268-2 

3月5日 愛媛 集 西海 
〒798-4299 
愛媛県南宇和郡愛南町久家 4 

〒798-4299 
愛媛県南宇和郡愛南町船越 1289-1

3月12日 群馬 無 
前橋天川大
島 

〒379-2154 
群馬県前橋市天川大島町 1103-2

〒379-2154 
群馬県前橋市天川大島町 1111-4 

3月12日 神奈川 無 横浜南太田 
〒232-0006 
神奈川県横浜市南区南太田 1丁
目 22-2 

〒232-0006 
神奈川県横浜市南区南太田 1丁目
32-34 

3月12日 神奈川 無 
横浜六ッ川
一 

〒232-0066 
神奈川県横浜市南区六ッ川 1丁
目 431-1 

〒232-0066 
神奈川県横浜市南区六ッ川 1丁目
693-73 

3月12日 東京 無 杉並四面道 
〒167-0033 
東京都杉並区清水 1丁目 15-10 

〒167-0032 
東京都杉並区天沼 3丁目 12-4 

3月12日 福井 無 小浜今富 
〒917-0025 
福井県小浜市木崎 28-17-2 

〒917-0024 
福井県小浜市和久里 9号才向田
1-27 

3月19日 福岡 無 伝法寺 
〒829-0122 
福岡県築上郡築上町伝法寺
381-1 

〒829-0122 
福岡県築上郡築上町伝法寺 354-1

3月26日 東京 無 
東京ミッド
タウン 

〒107-6102 
東京都港区赤坂 5丁目 2-20 

〒107-6203 
東京都港区赤坂 9丁目 7-1 

3月26日 大分 無 東院内 
〒872-0318 
大分県宇佐市院内町副 1081-3 

〒872-0318 
大分県宇佐市院内町副字町 864 

3月26日 宮崎 無 宮崎本郷 
〒880-0921 
宮崎県宮崎市本郷南方辻原 3964

〒880-0921 
宮崎県宮崎市本郷南方 4033 

※ 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。 

※ 位置の市町村名は、公表時点でのもの。（以下同じ） 

 

(3) 簡易郵便局（64 局） 

位       置 
移転日 

都道 
府県 

局  名 
移転元 移転先 

4月1日 秋田 大住 
〒010-1436 
秋田県秋田市大住 3丁目 16-19 

〒010-1436 
秋田県秋田市大住 2丁目 3-9 

4月1日 静岡 浮橋 
〒410-2313 
静岡県伊豆の国市田原野 258-4 

〒410-2311 
静岡県伊豆の国市浮橋 404 

4月3日 長野 赤沼 
〒381-0001 
長野県長野市赤沼 1701 

〒381-0001 
長野県長野市赤沼 1701-6 
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位       置 
移転日 

都道 
府県 

局  名 
移転元 移転先 

4月10日 長野 中丸子 
〒386-0405 
長野県上田市中丸子 1647-10 

〒386-0405 
長野県上田市中丸子 1745-1 

4月10日 兵庫 八上 
〒669-2437 
兵庫県篠山市糯ヶ坪甲 81 

〒669-2446 
兵庫県篠山市八上上 700 

4月17日 岩手 北山形 
〒028-4211 
岩手県岩手郡岩手町川口第 41地割
167-6 

〒028-4211 
岩手県岩手郡岩手町川口第41地割
167-7 

5月1日 北海道 沼牛 
〒074-0403 
北海道雨竜郡幌加内町下幌加内
4671-21 

〒074-0403 
北海道雨竜郡幌加内町下幌加内
6620-3 

5月1日 宮城 月立 
〒988-0863 
宮城県気仙沼市芳ノ口 9-1 

〒988-0863 
宮城県気仙沼市芳ノ口 96 

5月1日 福島 石上 
〒976-0006 
福島県相馬市石上前田 1-1 

〒976-0006 
福島県相馬市石上薬師堂 61 

5月1日 宮崎 宮崎小松 
〒880-0955 
宮崎県宮崎市桜ヶ丘町 35-2 

〒880-2112 
宮崎県宮崎市小松 1158-38 

5月1日 新潟 新水 
〒949-8618 
新潟県十日町市中条戊 658-1 

〒949-8618 
新潟県十日町市中条戊 1144 

5月8日 岡山 金光下竹 
〒719-0102 
岡山県浅口市金光町下竹 390-1 

〒719-0102 
岡山県浅口市金光町下竹 224 

5月29日 徳島 中野島 
〒774-0044 
徳島県阿南市上中町南島 777-1 

〒774-0044 
徳島県阿南市上中町岡 288-4 

6月5日 山口 前田 
〒752-0997 
山口県下関市前田 1丁目 14-13 

〒752-0997 
山口県下関市前田 15 

6月5日 熊本 今泉 
〒861-6103 
熊本県上天草市松島町今泉 2114-5

〒861-6103 
熊本県上天草市松島町今泉
2015-361 

6月19日 宮崎 富吉 
〒880-2114 
宮崎県宮崎市富吉 2391－イ号 

〒880-2114 
宮崎県宮崎市富吉 2390－ロ 

7月1日 山形 椿 
〒999-0604 
山形県西置賜郡飯豊町椿 1949 

〒999-0604 
山形県西置賜郡飯豊町椿 3594-10

7月1日 宮城 浜江場 
〒986-0861 
宮城県石巻市蛇田南久林 2-1 

〒986-0861 
宮城県石巻市蛇田南久林 1-2 

7月3日 宮崎 早日渡 
〒882-0242 
宮崎県延岡市北方町八峡午 407 

〒882-0243 
宮崎県延岡市北方町早日渡巳
175-1 

7月3日 熊本 下津浦 
〒861-7312 
熊本県天草市有明町下津浦 2504 

〒861-7312 
熊本県天草市有明町下津浦 3229-1

7月10日 富山 佐野緑町 
〒933-0824 
富山県高岡市佐野緑町 123 

〒933-0824 
富山県高岡市西藤平蔵字内川原
1504-1 

7月10日 広島 上平良 
〒738-0026 
広島県廿日市市上平良 1410-4 

〒738-0026 
広島県廿日市市上平良 1352-1 

7月18日 山梨 富士ケ嶺 
〒409-3715 
山梨県南都留郡富士河口湖町富士
ケ嶺 1218 

〒409-3715 
山梨県南都留郡富士河口湖町富士
ケ嶺 624-2 
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位       置 
移転日 

都道 
府県 

局  名 
移転元 移転先 

8月1日 岩手 和賀 
〒024-0322 
岩手県北上市和賀町岩崎新田
2-134-2 

〒024-0322 
岩手県北上市和賀町岩崎新田旭ケ
丘 491-3 

8月1日 高知 明治 
〒781-1326 
高知県高岡郡越智町片岡 1076-1 

〒781-1326 
高知県高岡郡越智町片岡 1204-1 

8月7日 石川 不動寺 
〒927-0622 
石川県鳳珠郡能登町不動寺 6-20-1

〒927-0623 
石川県鳳珠郡能登町行延 260 

9月1日 青森 大戸瀬 
〒038-2505 
青森県西津軽郡深浦町田野沢成瀬
217-60 

〒038-2505 
青森県西津軽郡深浦町田野沢汐干
浜 21-10 

9月11日 長崎 中須 
〒853-0505 
長崎県五島市玉之浦町中須 517 

〒853-0505 
長崎県五島市玉之浦町中須 226-1

9月19日 長野 塩尻吉田 
〒399-0701 
長野県塩尻市広丘吉田 1171-1 

〒399-0701 
長野県塩尻市広丘吉田 1425-3 

9月19日 熊本 賤の女 
〒869-3602 
熊本県上天草市大矢野町上 3407 

〒869-3602 
熊本県上天草市大矢野町上
3148-116 

10月2日 兵庫 柏原北山 
〒669-3313 
兵庫県丹波市柏原町北山 221-5 

〒669-3313 
兵庫県丹波市柏原町北山 248 

10月2日 和歌山 市ノ瀬 
〒646-1111 
和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬
2171-2 

〒646-1111 
和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬
2504-3 

10月2日 熊本 水俣古城 
〒867-0012 
熊本県水俣市古城 3丁目 2-3 

〒867-0012 
熊本県水俣市古城 3丁目４19-2 

10月2日 宮崎 真方 
〒886-0007 
宮崎県小林市真方 1551-1 

〒886-0007 
宮崎県小林市真方 310-12 

10月10日 長野 平栗 
〒399-2611 
長野県飯田市上久堅 6197-1 

〒399-2611 
長野県飯田市上久堅 6128-4 

10月10日 鹿児島 西別府 
〒899-5201 
鹿児島県姶良郡加治木町西別府
644 

〒899-5201 
鹿児島県姶良郡加治木町西別府
2482-7 

10月30日 徳島 西井川 
〒779-4806 
徳島県三好市井川町西井川 1221 

〒779-4803 
徳島県三好市井川町吉岡 190-1 

11月1日 岩手 川尻大通 
〒029-5512 
岩手県和賀郡西和賀町川尻第 40地
割 40-133 

〒029-5512 
岩手県和賀郡西和賀町川尻第40地
割 40-61 

11月1日 京都 岩屋 
〒629-2314 
京都府与謝郡与謝野町岩屋 352 

〒629-2314 
京都府与謝郡与謝野町岩屋 300 

11月1日 愛媛 西長戸 
〒791-8017 
愛媛県松山市西長戸町 304-3 

〒791-8017 
愛媛県松山市西長戸 293-13 

11月1日 熊本 目磨 
〒861-4723 
熊本県下益城郡美里町境 14-1 

〒861-4723 
熊本県下益城郡美里町境 72-2 

11月1日 宮崎 宮崎京塚 
〒880-0934 
宮崎県宮崎市大坪東 3丁目 11-1 

〒880-0934 
宮崎県宮崎市大坪東 3丁目 2148-2

11月6日 秋田 椿川 
〒019-0803 
秋田県雄勝郡東成瀬村椿川下段
14-8 

〒019-0803 
秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川村中
95 
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位       置 
移転日 

都道 
府県 

局  名 
移転元 移転先 

11月27日 北海道 中標津西七条 
〒086-1127 
北海道標津郡中標津町西７条北 5
丁目 

〒086-1127 
北海道標津郡中標津町西７条北 4
丁目 1-7 

11月27日 岩手 倉沢 
〒028-0135 
岩手県花巻市東和町倉沢 3区 175

〒028-0135 
岩手県花巻市東和町倉沢 4区 89 

12月1日 大阪 豊能田尻 
〒563-0123 
大阪府豊能郡能勢町下田尻 130-1

〒563-0123 
大阪府豊能郡能勢町下田尻 448 

12月4日 大分 東堅来 
〒873-0642 
大分県国東市国東町東堅来 219-2

〒873-0643 
大分県国東市国東町富来浦 699-8

1月1日 山形 芹田 
〒999-8246 
山形県酒田市芹田家ノ下 10 

〒999-8246 
山形県酒田市芹田家ノ下 4-5 

1月15日 岡山 宮部 
〒709-4602 
岡山県津山市宮部下 1341 

〒709-4602 
岡山県津山市宮部下 1027-1 

1月19日 高知 土佐清水浦尻 
〒787-0310 
高知県土佐清水市浦尻 58-3 

〒787-0310 
高知県土佐清水市浦尻 12-10 

1月22日 石川 東蚊爪 
〒920-0209 
石川県金沢市東蚊爪町チ 59-2 

〒920-0209 
石川県金沢市東蚊爪町ヌ 27-7 

2月1日 奈良 大淀桧垣本 
〒638-0812 
奈良県吉野郡大淀町桧垣本 1321 

〒638-0812 
奈良県吉野郡大淀町桧垣本 85-6 

2月1日 熊本 柿原 
〒860-0072 
熊本県熊本市花園 7丁目 40-24 

〒860-0072 
熊本県熊本市花園 7丁目 40-22 

2月19日 新潟 三分一 
〒942-0143 
新潟県上越市頸城区下三分一
104-2 

〒942-0145 
新潟県上越市頸城区上吉 194-5 

3月1日 北海道 緑町 
〒041-1135 
北海道亀田郡七飯町緑町 49 

〒041-1135 
北海道亀田郡七飯町緑町 94-3 

3月1日 兵庫 宿南 
〒667-0003 
兵庫県養父市八鹿町宿南 460 

〒667-0003 
兵庫県養父市八鹿町宿南 1196 

3月1日 兵庫 福地 
〒671-1534 
兵庫県揖保郡太子町福地 133-9 

〒671-1553 
兵庫県揖保郡太子町老原 100-3 

3月1日 兵庫 小野 
〒671-4243 
兵庫県宍粟市波賀町小野 55 

〒671-4244 
兵庫県宍粟市波賀町谷 75-1 

3月1日 鳥取 米子上粟島 
〒683-0854 
鳥取県米子市彦名町 1区 21-2 

〒683-0854 
鳥取県米子市彦名町 36-1 

3月1日 宮崎 延岡若葉 
〒882-0875 
宮崎県延岡市若葉町 1丁目 2861-2

〒882-0875 
宮崎県延岡市若葉町2丁目1120-65

3月12日 香川 双子浦 
〒761-4121 
香川県小豆郡土庄町渕崎甲 2421-2

〒761-4121 
香川県小豆郡土庄町渕崎甲 2148-2

3月24日 三重 津安東 
〒514-0051 
三重県津市納所町 249 

〒514-0051 
三重県津市一色町 211 

3月26日 鳥取 米子中島 
〒683-0005 
鳥取県米子市中島 2丁目 1-12 

〒683-0005 
鳥取県米子市中島 2丁目 2-8 

3月26日 福岡 鞍手山口 
〒822-0153 
福岡県宮若市山口 2558-1 

〒822-0153 
福岡県宮若市山口 2560-4 

※ 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（6局） 

廃止日 都道府県 集・無 局   名 位      置 

4月27日 神奈川 無 ときわ船内 海上自衛隊補給艦「ときわ」内 

4月27日 長崎 無 きりさめ船内 海上自衛隊護衛艦「きりさめ」内 

8月10日 広島 無 いなづま船内局 海上自衛隊護衛艦「いなづま」内 

8月10日 長崎 無 おうみ船内局 海上自衛隊補給艦「おうみ」内 

12月23日 京都 無 ましゅう船内局 海上自衛隊補給艦「ましゅう」内 

12月23日 広島 無 さざなみ船内局 海上自衛隊護衛艦「さざなみ」内 

 

(2) 特定郵便局（6局） 

廃止日 都道府県 集・無 局   名 位      置 

5月31日 宮城 無 富野 
〒987-2202 
宮城県栗原市築館城生野唐崎 108-1 

6月30日 静岡 無 静岡八幡 
〒422-8076 
静岡県静岡市駿河区八幡 5丁目 20-11 

3月24日 北海道 無 樽岸 
〒048-0413 
北海道寿都郡寿都町樽岸町樽岸 20 

3月31日 福井 無 敦賀相生 
〒914-0061 
福井県敦賀市蓬莱町 12-7 

3月31日 大阪 無 堺臨海センタービル内 
〒592-8332 
大阪府堺市西区石津西町 7 

3月31日 熊本 無 阿蘇山頂 
〒869-2225 
熊本県阿蘇市黒川阿蘇山上 

 

(3) 簡易郵便局（59 局） 

廃止日 都道府県 局   名 位      置 

4月1日 北海道 古潭 
〒061-3521 
北海道石狩市厚田区古潭 14 

4月1日 北海道 開明 
〒078-1341 
北海道上川郡当麻町開明二区 

4月1日 北海道 滝下 
〒099-5552 
北海道紋別郡滝上町上渚滑原野 363 

4月1日 北海道 旭山 
〒089-0355 
北海道上川郡清水町旭山 31 

4月19日 大阪 髙島屋大阪店内 
〒542-0076 
大阪府大阪市中央区難波 5丁目 1-5 

7月1日 兵庫 小佐 
〒667-0053 
兵庫県養父市八鹿町小佐 924-1 
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廃止日 都道府県 局   名 位      置 

7月31日 北海道 後志大成 
〒048-0143 
北海道寿都郡黒松内町大成 44-4 

7月31日 北海道 厚真幌内 
〒059-1616 
北海道勇払郡厚真町幌内 541-3 

7月31日 北海道 稲荷 
〒071-1570 
北海道上川郡東神楽町南 13 号左支線奥 1 

7月31日 北海道 兼内 
〒095-0371 
北海道士別市上士別町 25線北 3 

7月31日 北海道 上支湧別 
〒099-0123 
北海道紋別郡遠軽町白滝上支湧別 1720-14 

7月31日 北海道 小利別 
〒089-4355 
北海道足寄郡陸別町小利別 

9月26日 北海道 木古内新栄 
〒049-0431 
北海道上磯郡木古内町木古内 207-60 

9月30日 北海道 野田生東 
〒049-2673 
北海道二海郡八雲町東野 278 

9月30日 北海道 当別北 
〒061-0235 
北海道石狩郡当別町北栄町 37-16 

9月30日 沖縄 浜比嘉 
〒904-2315 
沖縄県うるま市勝連浜 53-1 

12月1日 北海道 渡島赤井川 
〒049-2142 
北海道茅部郡森町赤井川 135-3 

12月1日 北海道 直別 
〒088-0135 
北海道釧路市音別町直別停車場通り 2 

12月1日 京都 八幡上津屋 
〒614-8175 
京都府八幡市上津屋石ノ塔４2 

12月5日 京都 普賢寺 
〒610-0322 
京都府京田辺市普賢寺打垣内 4 

12月8日 兵庫 淡路灘黒岩 
〒656-0551 
兵庫県南あわじ市灘黒岩梅の木 358-3 

12月12日 奈良 牧野 
〒637-0082 
奈良県五條市中之町 291 

12月15日 大阪 天見南 
〒586-0062 
大阪府河内長野市天見 2360 

12月19日 大阪 天野 
〒586-0086 
大阪府河内長野市天野町 328 

12月22日 奈良 塩野 
〒638-0563 
奈良県吉野郡天川村塩野 800-2 

12月26日 奈良 橿原川西 
〒634-0826 
奈良県橿原市川西町 1-6 

12月31日 沖縄 久松 
〒906-0014 
沖縄県宮古島市平良松原 275 

1月12日 京都 公庄 
〒620-0312 
京都府福知山市大江町公庄 437-1 

1月16日 京都 上川合 
〒620-1311 
京都府福知山市三和町上川合 580-2 

1月19日 奈良 土屋原 
〒633-1303 
奈良県宇陀郡御杖村土屋原 1541 
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廃止日 都道府県 局   名 位      置 

1月23日 兵庫 今田休場 
〒669-2134 
兵庫県篠山市今田町休場 242 

1月26日 奈良 南宇智 
〒637-0035 
奈良県五條市霊安寺町 2168-5 

2月28日 京都 金山 
〒620-0212 
京都府福知山市行積 206 

3月31日 北海道 上磯富川 
〒049-0131 
北海道北斗市富川 2丁目 1-9 

3月31日 北海道 成香 
〒049-5832 
北海道虻田郡洞爺湖町成香 295-4 

3月31日 北海道 苫小牧臨港 
〒053-0005 
北海道苫小牧市元中野町 2丁目 1-27 

3月31日 北海道 万世 
〒059-2425 
北海道新冠郡新冠町明和 157 

3月31日 北海道 篠路駅前団地 
〒002-8026 
北海道札幌市北区篠路 6条 5丁目 2-1 

3月31日 茨城 鷲子 
〒319-2603 
茨城県那珂市鷲子 1669 

3月31日 栃木 上高根沢 
〒329-1224 
栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢 1905-2 

3月31日 栃木 日光湯元 
〒321-1662 
栃木県日光市湯元 2549 

3月31日 群馬 川浦 
〒370-3405 
群馬県高崎市川浦 1296 

3月31日 群馬 下里見 
〒370-3343 
群馬県高崎市下里見町 1245-2 

3月31日 埼玉 二本木 
〒358-0015 
埼玉県入間市二本木 1236-2 

3月31日 埼玉 川角 
〒350-0436 
埼玉県入間郡毛呂山町川角 700-1 

3月31日 埼玉 関新田 
〒365-0004 
埼玉県鴻巣市関新田 198 

3月31日 千葉 野栄野手浜 
〒289-3181 
千葉県匝瑳市野手 17146-187 

3月31日 千葉 銚子豊岡 
〒288-0822 
千葉県銚子市八木町 4159-3 

3月31日 千葉 銚子海鹿島 
〒288-0005 
千葉県銚子市海鹿島 5534-29 

3月31日 東京 創価大学内 
〒192-0016 
東京都八王子市谷野町 278-1 

3月31日 岐阜 横道 
〒509-7507 
岐阜県恵那市上矢作町 1747-1 

3月31日 静岡 函南畑毛 
〒419-0111 
静岡県田方郡函南町畑毛 13-1 

3月31日 静岡 西之谷 
〒436-0102 
静岡県掛川市中西之谷４８９－１ 

3月31日 愛知 北崎 
〒474-0003 
愛知県大府市神田町 3丁目 92 
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廃止日 都道府県 局   名 位      置 

3月31日 愛知 河原 
〒444-3602 
愛知県岡崎市東河原町藤の下 11-3 

3月31日 愛知 刈谷高須 
〒448-0812 
愛知県刈谷市高須町 1丁目 5-7 

3月31日 三重 員弁大泉 
〒511-0224 
三重県いなべ市員弁町大泉 510 

3月31日 三重 楊枝川 
〒647-1323 
三重県熊野市紀和町楊枝川 530 

3月31日 三重 員弁上笠田 
〒511-0207 
三重県いなべ市員弁町上笠田 2676-2 

 


