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Ⅲ 郵便局の設置、移転及び廃止の状況 

 

平成 19 年度（平成 19 年 9 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 11 局

（普通局 10 局、特定局 0局、簡易局 1局）、移転 153 局（普通局 0局、特定局 33 局、簡易局 120 局）、

廃止 64 局（普通局 4局、特定局 2局、簡易局 58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 

7月13日 神奈川 無 ときわ船内 海上自衛隊補給艦「ときわ」内 

7月14日 長崎 無 きりさめ船内 海上自衛隊護衛艦「きりさめ」内 

7月30日 北海道 無 朝里 
〒047-0152 
北海道小樽市新光 2丁目 6-3 

7月30日 東京 無 保谷 
〒202-0015 
東京都西東京市保谷町 1丁目 1-7 

7月30日 東京 無 福生 
〒197-0022 
東京都福生市本町 77-2 

7月30日 東京 無 稲城若葉台 
〒206-0824 
東京都稲城市若葉台 2丁目 4-3 

7月30日 長野 無 長野栗田 
〒380-0921 
長野県長野市栗田 801 

7月30日 滋賀 無 大津瀬田 
〒520-2153 
滋賀県大津市一里山 3丁目 34-14 

7月30日 滋賀 無 比叡辻 
〒520-0104 
滋賀県大津市比叡辻 1丁目 15-10 

7月30日 大阪 無 北浜東 
〒540-0031 
大阪府大阪市中央区北浜東 3-9 

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） 

  7 月 30 日に設置した 8局については、窓口分室として営業していたもの。 

 

(2) 特定郵便局（0局） 

なし 

 

(3) 簡易郵便局（1局） 

設置日 都道府県 局   名 位    置 

4月5日 北海道 樽岸 
〒048-0413 
北海道寿都郡寿都町樽岸町樽岸 20 

 

２ 移転 

(1) 普通郵便局（0局） 

なし 
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(2) 特定郵便局（33 局） 

位      置 
移転日 

都道 
府県 

集・無 局 名 
移転元 移転先 

4月16日 北海道 無 札幌美香保 
〒605-0016 
北海道札幌市東区北 16条東 8丁
目 9 

〒065-0017 
北海道札幌市東区北 17条東 8丁目
1-5 

4月16日 神奈川 無 湘南台駅前 
〒252-0804 
神奈川県藤沢市湘南台 2丁目
17-17 

〒252-0804 
神奈川県藤沢市湘南台 2丁目 5-5

4月16日 熊本 無 大津居島 
〒869-1219 
熊本県菊池郡大津町大林 225-2 

〒869-1217 
熊本県菊池郡大津町森居島 752-14

5月1日 東京 無 
目黒自由が
丘 

〒152-0035 
東京都目黒区自由が丘 1丁目
3-15 

〒152-0035 
東京都目黒区自由が丘2丁目11-19

5月1日 大分 無 竹田駅前 
〒878-0011 
大分県竹田市会々2328-2 

〒878-0012 
大分県竹田市竹田町 574-1 

5月7日 北海道 無 常磐 
〒075-0018 
北海道芦別市常盤町 517-9 

〒075-0018 
北海道芦別市常盤町 517-8 

5月7日 長野 無 岡谷郷田 
〒394-0021 
長野県岡谷市郷田 2丁目 1-43 

〒394-0003 
長野県岡谷市加茂町 2丁目 20-1 

5月14日 福岡 無 芦屋山鹿 
〒807-0141 
福岡県遠賀郡芦屋町山鹿 98-23 

〒807-0141 
福岡県遠賀郡芦屋町山鹿 31-16 

5月21日 山形 無 山形旅籠町 
〒990-0055 
山形県山形市相生町 6-48 

〒990-0047 
山形県山形市旅篭町 1丁目 19-2 

6月25日 東京 無 三宅島伊豆 
〒100-1102 
東京都三宅村伊豆 1016 

〒100-1102 
東京都三宅村伊豆 1054 

7月9日 熊本 無 熊本田崎 
〒860-0058 
熊本県熊本市田崎町 380-46 

〒860-0058 
熊本県熊本市田崎町 474-2 

7月30日 高知 集 大栃 
〒781-4499 
高知県香美市物部町大栃 1483 

〒781-4499 
高知県香美市物部町大栃 1641 

8月6日 宮城 無 仙台台原 
〒981-0911 
宮城県仙台市青葉区台原 4丁目
3-14 

〒981-0911 
宮城県仙台市青葉区台原 4丁目
3-21 

8月6日 兵庫 無 尼崎大物 
〒660-0825 
兵庫県尼崎市南城内 1 

〒660-0823 
兵庫県尼崎市大物町 2丁目 10-15

8月13日 鹿児島 集 牛根 
〒899-4699 
鹿児島県垂水市二川 694-1 

〒899-4699 
鹿児島県垂水市二川 518-2 

8月27日 北海道 無 札幌北七条 
〒060-0807 
北海道札幌市北区北7条西5丁目
13-2 

〒060-0807 
北海道札幌市北区北 7条西 6丁目
1-4 

8月27日 新潟 無 
新潟中央卸
売市場内 

〒950-0112 
新潟県新潟市江南区松山 1512-3

〒950-0114 
新潟県新潟市江南区茗荷谷 711 

8月27日 福井 無 阪谷 
〒912-0149 
福井県大野市伏石 12-46 

〒912-0149 
福井県大野市伏石 25-1 

8月27日 富山 無 富山小泉 
〒939-8081 
富山県富山市堀川小泉町 805-4 

〒939-8082 
富山県富山市小泉町古道割 158 

8月27日 静岡 無 静岡駅南口 
〒422-8062 
静岡県静岡市駿河区稲川 2丁目
3-15 

〒422-8067 
静岡県静岡市駿河区南町 18-3 
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位      置 
移転日 

都道 
府県 

集・無 局 名 
移転元 移転先 

8月27日 三重 無 
近鉄四日市
駅前 

〒510-0086 
三重県四日市市諏訪栄町 7-34 

〒510-0086 
三重県四日市市諏訪栄町 6-4 

8月27日 兵庫 無 三木末広 
〒673-0403 
兵庫県三木市末広 3丁目 13-24 

〒673-0403 
兵庫県三木市末広 3丁目 10-26 

9月3日 東京 無 
八重洲地下
街 

〒103-0028 
東京都中央区八重洲 1丁目 7-4 

〒104-0028 
東京都中央区八重洲 2丁目 1八重
洲地下街北 1 

9月3日 福岡 無 小倉清水 
〒803-0841 
福岡県北九州市小倉北区清水 2
丁目 11-3 

〒803-0841 
福岡県北九州市小倉北区清水 2丁
目 12-22 

9月10日 北海道 無 幾春別 
〒068-2116 
北海道三笠市幾春別町4丁目285

〒068-2116 
北海道三笠市幾春別町 1丁目
318-6 

9月18日 神奈川 無 
鶴見下末吉
町 

〒230-0012 
神奈川県横浜市鶴見区下末吉 2
丁目 17-1 

〒230-0012 
神奈川県横浜市鶴見区下末吉 1丁
目 31-20 

9月18日 新潟 無 新崎駅前 
〒950-3131 
新潟県新潟市北区濁川 249-1 

〒950-3134 
新潟県新潟市北区新崎 3丁目 5-17

9月18日 大阪 無 茨木福井 
〒567-0067 
大阪府茨木市東福井 1丁目 12-7

〒567-0067 
大阪府茨木市西福井 1丁目 1-32 

9月18日 徳島 無 徳島八万 
〒770-8070 
徳島県徳島市八万町橋北 31 

〒770-8070 
徳島県徳島市八万町川南 144-6 

9月18日 熊本 無 熊本田崎 
〒860-0058 
熊本県熊本市田崎町 474-2 

〒860-0058 
熊本県熊本市田崎町 380-46 

9月25日 栃木 無 親園 
〒324-0044 
栃木県大田原市親園 3009-1 

〒324-0043 
栃木県大田原市浅香 5丁目
3769-12 

9月25日 山梨 無 芦安 
〒400-0242 
山梨県南アルプス市芦安安通 98

〒400-0241 
山梨県南アルプス市芦安芦倉 516

9月25日 大阪 無 
枚方香里ケ
丘五 

〒573-0084 
大阪府枚方市香里ケ丘 5丁目 8 

〒573-0084 
大阪府枚方市香里ケ丘 6丁目 22-3

※ 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（120 局） 

位       置 
移転日 

都道 
府県 

局  名 
移転元 移転先 

4月1日 岩手 西根 
〒020-0584 
岩手県岩手郡雫石町西根第 23地割
下駒木野 46-3 

〒020-0584 
岩手県岩手郡雫石町西根大宮
136-2 

4月1日 新潟 出湯温泉 
〒959-1926 
新潟県阿賀野市出湯 753 

〒959-1926 
新潟県阿賀野市出湯 810-2 

4月1日 長野 上田中之条 
〒386-0034 
長野県上田市中之条 553-1 

〒386-0034 
長野県上田市中之条 400-3 

4月1日 長野 上田常磐町 
〒386-0027 
長野県上田市常磐城 6丁目 8-8 

〒386-0027 
長野県上田市常磐城 4丁目 14-17
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位       置 
移転日 

都道 
府県 

局  名 
移転元 移転先 

4月1日 長野 御厨 
〒381-2221 
長野県長野市川中島町御厨神田
195-92 

〒381-2221 
長野県長野市川中島町御厨 654-2

4月1日 富山 内山 
〒938-0281 
富山県黒部市宇奈月町内山 2155 

〒938-0281 
富山県黒部市宇奈月町内山 3476 

4月1日 広島 下野 
〒725-0012 
広島県竹原市下野町 1471-2 

〒725-0012 
広島県竹原市下野町 1771-7 

4月1日 広島 大串 
〒725-0303 
広島県豊田郡大崎上島町大串
459-11 

〒725-0303 
広島県豊田郡大崎上島町大串
456-2 

4月1日 山口 浮島 
〒742-2801 
山口県大島郡周防大島町浮島江ノ
浦東 100 

〒742-2801 
山口県大島郡周防大島町浮島
112-1 

4月2日 秋田 高畑 
〒014-0031 
秋田県大仙市大曲上高畑 117 

〒014-0031 
秋田県大仙市大曲上高畑 152-3 

4月2日 兵庫 林田上伊勢 
〒679-4232 
兵庫県姫路市林田町上伊勢 1002-1

〒679-4232 
兵庫県姫路市林田町上伊勢 934-1

4月2日 兵庫 千原 
〒669-6941 
兵庫県美方郡新温泉町千原 918 

〒669-6941 
兵庫県美方郡新温泉町千原 241-1

4月2日 大阪 泉南新家南 
〒590-0503 
大阪府泉南市新家 1315 

〒590-0503 
大阪府泉南市新家 1315-246 

4月2日 長崎 奈留島大串 
〒853-2202 
長崎県五島市奈留町大串 852 

〒853-2202 
長崎県五島市奈留町大串 975-3 

4月2日 熊本 上津深江 
〒863-2502 
熊本県天草郡苓北町上津深江
1223-2 

〒863-2502 
熊本県天草郡苓北町上津深江
4535-2 

4月2日 鹿児島 春牧 
〒891-4311 
鹿児島県熊毛郡屋久町安房
2400-128 

〒891-4311 
鹿児島県熊毛郡屋久町安房 2387-1

4月3日 福島 新地菅谷 
〒979-2611 
福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺中城 21

〒979-2611 
福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺塔場 20

4月4日 北海道 江差南浜 
〒043-0064 
北海道檜山郡江差町柏町 103 

〒043-0063 
北海道檜山郡江差町南浜町 205 

4月5日 北海道 鷹栖北成 
〒071-1260 
北海道上川郡鷹栖町 20線 16-1 

〒071-1262 
北海道上川郡鷹栖町 22線 15-6 

4月6日 高知 土佐清水大津 
〒787-0562 
高知県土佐清水市大津 675 

〒787-0562 
高知県土佐清水市大津 1228 

4月9日 大分 西都甲 
〒879-0735 
大分県豊後高田市松行 54-6 

〒879-0734 
大分県豊後高田市築地 883-3 

4月11日 奈良 桧牧 
〒633-0218 
奈良県宇陀市榛原区桧牧 145-2 

〒633-0218 
奈良県宇陀市榛原区桧牧 220 

4月16日 青森 福原 
〒038-3166 
青森県つがる市木造福原妻元 54 

〒038-3166 
青森県つがる市木造福原妻元 53-1

4月16日 熊本 人吉田町 
〒868-0054 
熊本県人吉市田町 52 

〒868-0054 
熊本県人吉市田町 48 

4月19日 長野 吉野 
〒399-8205 
長野県南安曇郡豊科町豊科 2399 

〒399-8205 
長野県安曇野市豊科 4010-3 

4月20日 長野 松本宮淵 
〒390-0862 
長野県松本市宮渕 1丁目 1-14 

〒390-0862 
長野県松本市宮渕 3丁目 1-15 
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位       置 
移転日 

都道 
府県 

局  名 
移転元 移転先 

4月23日 岩手 腹帯 
〒028-2103 
岩手県宮古市腹帯第 1地割 41-1 

〒028-2103 
岩手県宮古市腹帯第 1地割 44-10

4月23日 山形 高峰 
〒999-1112 
山形県西置賜郡飯豊町高峰 682 

〒999-1112 
山形県西置賜郡飯豊町高峰 931-1

4月23日 山形 鳥越 
〒996-0041 
山形県新庄市鳥越 2081-35 

〒996-0041 
山形県新庄市鳥越 1185-2 

4月23日 福岡 遠賀松ノ本 
〒811-4305 
福岡県遠賀郡遠賀町松の本 6丁目
3-8 

〒811-4305 
福岡県遠賀郡遠賀町松の本 5丁目
10-12 

4月23日 熊本 甲佐平 
〒861-4706 
熊本県下益城郡美里町甲佐平 1275

〒861-4706 
熊本県下益城郡美里町甲佐平 78 

4月25日 奈良 大野 
〒633-0315 
奈良県宇陀市室生区大野 1925 

〒633-0315 
奈良県宇陀市室生区大野 1700 

4月25日 高知 中野 
〒781-5104 
高知県高知市介良 370-4 

〒781-5104 
高知県高知市介良 368-5-102 

5月1日 北海道 西山手 
〒053-0854 
北海道苫小牧市啓北町1丁目14-22

〒053-0854 
北海道苫小牧市啓北町1丁目13-18

5月1日 奈良 新庄南道穂 
〒639-2143 
奈良県葛城市南道穂 150-2 

〒639-2143 
奈良県葛城市南道穂 171-3 

5月1日 岡山 岡山妹尾東 
〒701-0205 
岡山県岡山市妹尾 26-7 

〒701-0211 
岡山県岡山市東畦 155-1 

5月1日 愛媛 牛渕団地前 
〒791-0213 
愛媛県東温市牛淵 1955 

〒791-0245 
愛媛県松山市南梅本町 8 

5月1日 鹿児島 太田 
〒895-2507 
鹿児島県大口市大田 2332 

〒895-2507 
鹿児島県大口市大田 2332-509 

5月1日 鹿児島 上町 
〒899-7305 
鹿児島県曽於郡大崎町假宿 1752 

〒899-7305 
鹿児島県曽於郡大崎町假宿 1775-4

5月1日 鹿児島 井俣 
〒899-7309 
鹿児島県曽於郡大崎町井俣 357-3

〒899-7309 
鹿児島県曽於郡大崎町井俣 355-1

5月7日 福島 椎木 
〒976-0002 
福島県相馬市椎木北原 62 

〒976-0003 
福島県相馬市塚部新城下 37-2 

5月7日 岐阜 古川数河 
〒509-4201 
岐阜県飛騨市古川町数河道下 1885

〒509-4201 
岐阜県飛騨市古川町数河 2042-22

5月7日 静岡 稲子 
〒419-0300 
静岡県富士郡芝川町上稲子 3852-2

〒419-0300 
静岡県富士郡芝川町上稲子 736-1

5月7日 静岡 芝川西山 
〒419-0313 
静岡県富士郡芝川町西山 1581-1 

〒419-0313 
静岡県富士郡芝川町西山 872-1 

5月7日 三重 寺谷 
〒519-4673 
三重県熊野市五郷町寺谷 683 

〒519-4673 
三重県熊野市五郷町寺谷 754-3 

5月7日 滋賀 大篠原 
〒520-2313 
滋賀県野洲市大篠原石塚 1920 

〒520-2313 
滋賀県野洲市大篠原 2014 

5月7日 奈良 上牧西 
〒639-0214 
奈良県北葛城郡上牧町上牧 4712-4

〒639-0217 
奈良県北葛城郡上牧町中筋出作
83-3 

5月7日 熊本 熊本花園 
〒860-0072 
熊本県熊本市花園 6丁目 8-35 

〒860-0072 
熊本県熊本市花園 5丁目 32-19 

5月7日 鹿児島 薄原 
〒899-5305 
鹿児島県姶良郡蒲生町白男 5549 

〒899-5305 
鹿児島県姶良郡蒲生町白男 5514-2
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位       置 
移転日 

都道 
府県 

局  名 
移転元 移転先 

5月14日 岩手 真城が丘 
〒023-0842 
岩手県奥州市水沢区真城が丘 1丁
目 7-13 

〒023-0842 
岩手県奥州市水沢区真城が丘 3丁
目 8-3 

5月14日 長野 本原 
〒386-2202 
長野県上田市真田町本原 1725 

〒386-2202 
長野県上田市真田町本原 541-1 

5月14日 愛知 刈谷泉田 
〒448-0004 
愛知県刈谷市泉田町大久屋 129-2

〒448-0004 
愛知県刈谷市泉田町割田 8-2 

5月14日 三重 浜島迫子 
〒517-0403 
三重県志摩市浜島町迫子 461-2 

〒517-0403 
三重県志摩市浜島町迫子 46-1 

5月14日 三重 松阪柚原 
〒515-2414 
三重県松阪市柚原町 38 

〒515-2414 
三重県松阪市柚原町 849-1 

5月14日 福岡 菊池 
〒830-1226 
福岡県三井郡大刀洗町山隈
1738-26 

〒830-1226 
福岡県三井郡大刀洗町山隈
1738-18 

5月14日 長崎 阿瀬津 
〒853-3322 
長崎県南松浦郡新上五島町阿瀬津
郷 661-1 

〒853-3322 
長崎県南松浦郡新上五島町阿瀬津
郷 684-1 

5月14日 長崎 西有家竜石 
〒859-2216 
長崎県南島原市西有家町龍石
5093-1 

〒859-2216 
長崎県南島原市西有家町龍石
5082-48 

5月21日 宮城 駒場 
〒981-3604 
宮城県黒川郡大衡村駒場下宮前 25

〒981-3604 
宮城県黒川郡大衡村駒場下田畑
32-1 

5月21日 富山 松倉 
〒937-0831 
富山県魚津市観音堂 1641-7 

〒937-0831 
富山県魚津市観音堂 1648-1 

5月21日 三重 大又 
〒519-4561 
三重県熊野市飛鳥町大又 332 

〒519-4561 
三重県熊野市飛鳥町大又 109-1 

5月21日 長崎 七目 
〒857-4214 
長崎県南松浦郡新上五島町七目郷
432 

〒857-4214 
長崎県南松浦郡新上五島町七目郷
1158 

5月21日 熊本 人吉城本 
〒868-0016 
熊本県人吉市城本町 1029-1 

〒868-0025 
熊本県人吉市瓦屋町 1098-5 

5月24日 岩手 平笠 
〒028-7113 
岩手県八幡平市平笠第13地割7-17

〒028-7113 
岩手県八幡平市平笠第 17地割 122

5月28日 秋田 三梨 
〒012-0106 
秋田県湯沢市三梨町菻田 154-1 

〒012-0106 
秋田県湯沢市三梨町菻田 141-3 

5月28日 秋田 稲川大舘 
〒012-0105 
秋田県湯沢市川連町大舘 89 

〒012-0105 
秋田県湯沢市川連町大舘 3-1 

5月28日 静岡 三島芙蓉台 
〒411-0046 
静岡県三島市芙蓉台 1丁目 12-6 

〒411-0045 
静岡県三島市萩 259-4 

5月28日 静岡 梅ケ島 
〒421-2302 
静岡県静岡市入島 1028-27 

〒421-2302 
静岡県静岡市葵区入島 1028-8 

5月28日 和歌山 調月 
〒649-6112 
和歌山県紀の川市桃山町調月
1033-3 

〒649-6112 
和歌山県紀の川市桃山町調月宮垣
内 1053-5 

6月1日 岩手 赤浜 
〒028-1102 
岩手県上閉伊郡大槌町赤浜 1丁目
1-46 

〒028-1102 
岩手県上閉伊郡大槌町赤浜 1丁目
22-3 
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位       置 
移転日 

都道 
府県 

局  名 
移転元 移転先 

6月1日 秋田 下新城 
〒010-0145 
秋田県秋田市下新城笠岡笠岡
299-5 

〒010-0145 
秋田県秋田市下新城笠岡笠岡
101-4 

6月1日 富山 柿沢 
〒930-0473 
富山県中新川郡上市町柿沢 523 

〒930-0473 
富山県中新川郡上市町柿沢 679 

6月1日 富山 正得 
〒932-0801 
富山県小矢部市五社 381 

〒932-0801 
富山県小矢部市五社 246 

6月1日 富山 伏木矢田 
〒933-0123 
富山県高岡市伏木矢田 1-6 

〒933-0123 
富山県高岡市伏木矢田 51-2 

6月1日 富山 蓮町 
〒931-8333 
富山県富山市蓮町 3丁目 1-2 

〒931-8333 
富山県富山市蓮町 3丁目 1-3-1 

6月1日 富山 荏原駅前 
〒930-0916 
富山県富山市向新庄町2丁目12-61

〒930-0916 
富山県富山市向新庄町2丁目12-74

6月1日 石川 南新保 
〒920-0064 
石川県金沢市南新保町イ-79 

〒920-0064 
石川県金沢市南新保町リ 3-1 

6月1日 石川 金沢吉原 
〒920-3114 
石川県金沢市吉原町ロ 31-1 

〒920-3114 
石川県金沢市塚崎町ニ 111-1 

6月1日 兵庫 播磨大山 
〒679-2433 
兵庫県神崎郡神河町杉 486 

〒679-2433 
兵庫県神崎郡神河町杉切後 79-1 

6月1日 兵庫 富田 
〒675-2362 
兵庫県加西市西上野町 232-2 

〒675-2365 
兵庫県加西市畑町 44-2 

6月1日 島根 持田 
〒690-0822 
島根県松江市下東川津町太田前
39-1 

〒690-0823 
島根県松江市西川津町748-51 コー
ポだけみ 1-2 

6月1日 高知 鎌井田 
〒781-1321 
高知県高岡郡越知町鎌井田本村
664-1 

〒781-1321 
高知県高岡郡越知町鎌井田本村
665-1 

6月4日 長野 陸郷 
〒399-7105 
長野県安曇野市明科南陸郷 530 

〒399-7105 
長野県安曇野市明科南陸郷 1001 

6月4日 長崎 大宝 
〒853-0413 
長崎県五島市玉之浦町大宝 1056 

〒853-0413 
長崎県五島市玉之浦町大宝 638-1

6月5日 高知 井尻 
〒781-1164 
高知県土佐市宇佐町井尻 127 

〒781-1164 
高知県土佐市宇佐町井尻 51 

6月11日 富山 東般若 
〒939-1401 
富山県砺波市東保 4646 

〒939-1401 
富山県砺波市東保 862 

6月11日 富山 氷見窪 
〒935-0024 
富山県氷見市窪 1292 

〒935-0024 
富山県氷見市窪 760 

6月11日 鹿児島 高井田 
〒899-5241 
鹿児島県姶良郡加治木町木田 4672

〒899-5231 
鹿児島県姶良郡加治木町反土
2280-1 

6月13日 長崎 二本松 
〒850-0924 
長崎県長崎市出雲 1丁目 19-20 

〒850-0952 
長崎県長崎市戸町 2丁目 172-12 

6月18日 広島 広島畑賀 
〒736-0088 
広島県広島市安芸区畑賀 2丁目
22-35-2 

〒736-0088 
広島県広島市安芸区畑賀 2丁目
22-33-2 

6月20日 愛媛 岩水 
〒798-4344 
愛媛県南宇和郡愛南町岩水 429－
第 1 

〒798-4344 
愛媛県南宇和郡愛南町岩水 162 
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位       置 
移転日 

都道 
府県 

局  名 
移転元 移転先 

6月25日 福岡 高田 
〒820-0079 
福岡県飯塚市高田 757-1 

〒820-0086 
福岡県飯塚市津原 649-5 

6月25日 宮崎 日南星倉 
〒889-2533 
宮崎県日南市星倉 5959－イ 

〒889-2533 
宮崎県日南市星倉 3丁目 4-3 

6月25日 鹿児島 大隅市木 
〒891-2103 
鹿児島県垂水市市木 2265 

〒891-2103 
鹿児島県垂水市市木 2281 

7月1日 岩手 岩手中村 
〒028-5403 
岩手県岩手郡葛巻町江刈第 17地割
1-3 

〒028-5403 
岩手県岩手郡葛巻町江刈第14地割
15-3 

7月1日 岩手 磐井渋民 
〒029-0521 
岩手県一関市大東町渋民小林 17 

〒029-0521 
岩手県一関市大東町渋民小林 24-6

7月1日 秋田 下山内 
〒018-1856 
秋田県南秋田郡五城目町富津内組
田 84-2 

〒018-1856 
秋田県南秋田郡五城目町富津内下
山内奈良崎 86-5 

7月1日 福島 渡瀬 
〒963-8405 
福島県東白川郡鮫川村渡瀬中ノ町
15 

〒963-8405 
福島県東白川郡鮫川村渡瀬上耕地
153 

7月1日 埼玉 南河原 
〒361-0084 
埼玉県行田市南河原 728 

〒361-0084 
埼玉県行田市南河原 2534 

7月1日 千葉 平和 
〒289-2113 
千葉県匝瑳市平木 3389-1 

〒289-2113 
千葉県匝瑳市平木 1346 

7月1日 栃木 木幡 
〒329-2142 
栃木県矢板市木幡 2026-1 

〒329-2142 
栃木県矢板市木幡 1316-6 

7月1日 島根 井尻 
〒692-0213 
島根県安来市伯太町井尻 156-2 

〒692-0213 
島根県安来市伯太町井尻 84 

7月1日 島根 柳瀬 
〒694-0051 
島根県大田市久手町波根西 137 

〒694-0051 
島根県大田市久手町波根西 47-5 

7月1日 岡山 備前豊田 
〒709-0719 
岡山県赤磐市河田原２６８ 

〒709-0714 
岡山県赤磐市千躰３３１－７ 

7月9日 鹿児島 嘉渡 
〒894-0331 
鹿児島県大島郡龍郷町嘉渡 410-8

〒894-0331 
鹿児島県大島郡龍郷町嘉渡 433-14

7月17日 秋田 大曲川目 
〒014-0066 
秋田県大仙市川目町東 13 

〒014-0068 
秋田県大仙市大曲飯田町 22-2 

7月23日 宮城 歌津港 
〒988-0415 
宮城県本吉郡南三陸町歌津田の浦
196-1 

〒988-0402 
宮城県本吉郡南三陸町歌津港
140-5 

8月1日 広島 敷地 
〒729-4207 
広島県三次市吉舎町敷地 541 

〒729-4207 
広島県三次市吉舎町敷地 1787-2 

8月1日 岡山 備前西山 
〒709-0835 
岡山県赤磐市西中 1087 

〒709-0835 
岡山県赤磐市西中 1173-1 

8月1日 愛媛 喜多灘 
〒799-3411 
愛媛県大洲市長浜町今坊甲 1282 

〒799-3411 
愛媛県大洲市長浜町今坊甲 1125-1

8月1日 愛媛 鳥ノ木団地 
〒799-3105 
愛媛県伊予市下三谷 2439-1 

〒799-3111 
愛媛県伊予市下吾川 232-188 

8月13日 青森 切谷内 
〒039-1502 
青森県三戸郡五戸町切谷内向田
7-5 

〒039-1502 
青森県三戸郡五戸町切谷内中菖蒲
川 31-5 

8月27日 富山 万尾 
〒935-0053 
富山県氷見市万尾 108 

〒935-0051 
富山県氷見市十二町 213-40 
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位       置 
移転日 

都道 
府県 

局  名 
移転元 移転先 

9月1日 鳥取 小別所 
〒689-0413 
鳥取県鳥取市鹿野町小別所妙海道
201-1 

〒689-0413 
鳥取県鳥取市鹿野町小別所 258 

9月3日 岩手 岩手浅内 
〒028-2231 
岩手県下閉伊郡岩泉町浅内上野 33

〒028-2231 
岩手県下閉伊郡岩泉町浅内小森
42-3 

9月25日 島根 大東駅前 
〒699-1221 
島根県雲南市大東町飯田 39-7 

〒699-1221 
島根県雲南市大東町飯田 36-12 

9月25日 岡山 津山林田 
〒708-0822 
岡山県津山市林田 1038 

〒708-0822 
岡山県津山市林田 802-18 

9月25日 広島 三原末広 
〒723-0144 
広島県三原市沼田東町末広
315-215 

〒723-0147 
広島県三原市沼田東町本市 405-2

9月25日 長崎 松尾 
〒859-1411 
長崎県島原市有明町大三東甲 1993

〒859-1411 
長崎県島原市有明町大三東甲 2011

9月25日 鹿児島 大隅市木 
〒891-2103 
鹿児島県垂水市市木 2281 

〒891-2103 
鹿児島県垂水市市木 2265 

9月25日 鹿児島 大田 
〒899-2521 
鹿児島県日置市伊集院町大田
1263-2 

〒899-2521 
鹿児島県日置市伊集院町大田 3343

※ 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（4局） 

廃止日 都道府県 集・無 局   名 位      置 

4月28日 広島 無 とわだ船内 海上自衛隊補給艦「とわだ」内 

4月28日 長崎 無 まきなみ船内 海上自衛隊護衛艦「まきなみ」内 

8月28日 京都 無 すずなみ船内局 海上自衛隊護衛艦「すずなみ」内 

8月28日 長崎 無 はまな船内局 海上自衛隊補給艦「はまな」内 

 

(2) 特定郵便局（2局） 

廃止日 都道府県 集・無 局   名 位      置 

8月27日 東京 無 新宿住友ビル内 
〒163-0290 
東京都新宿区西新宿 2丁目 6-1 

8月31日 神奈川 無 川崎市港湾振興会館内 
〒210-0869 
神奈川県川崎市川崎区東扇島 38-1 
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(3) 簡易郵便局（58 局） 

廃止日 都道府県 局   名 位      置 

4月30日 北海道 峰浜 
〒099-4122 
北海道斜里郡斜里町峰浜 288 

4月30日 岩手 更木 
〒024-0103 
岩手県北上市更木町更木第 11 地割 2-1 

4月30日 岩手 御堂 
〒028-4307 
岩手県岩手郡岩手町五日市第 4地割 53-3 

4月30日 岩手 南山形 
〒028-4211 
岩手県岩手郡岩手町川口第 28 地割 14 

4月30日 岩手 牧野林 
〒020-0173 
岩手県岩手郡滝沢村滝沢牧野林 1000-1 

4月30日 岩手 次丸 
〒023-1134 
岩手県奥州市江刺区玉里中島 35 

4月30日 岩手 大堤 
〒024-0055 
岩手県北上市大堤南 2丁目 2-1 

4月30日 岩手 鉛 
〒025-0252 
岩手県花巻市鉛中平 61-3 

4月30日 山形 置賜 
〒992-0112 
山形県米沢市浅川 658 

4月30日 山形 的場 
〒990-2371 
山形県山形市村木沢的場 345 

4月30日 福島 大甕 
〒975-0049 
福島県南相馬市原町区大甕十日迫 4 

4月30日 福島 山岡 
〒963-5662 
福島県東白川郡棚倉町岡田切通 113 

4月30日 福島 福米沢 
〒967-0023 
福島県南会津郡南会津町福米沢観音前 997-1 

4月30日 福島 差塩 
〒970-1377 
福島県いわき市三和町差塩舘下 12 

4月30日 福島 明治団地 
〒970-8035 
福島県いわき市明治団地 38-2 

4月30日 茨城 北茨城中郷 
〒319-1556 
茨城県北茨城市中郷町日棚 2031-13 

4月30日 栃木 中粟野 
〒322-0307 
栃木県鹿沼市入粟野 197-1 

4月30日 神奈川 千木良 
〒229-0104 
神奈川県相模原市相模湖町千木良 856-1 

4月30日 山梨 鴨沢 
〒409-0318 
山梨県北都留郡丹波山村鴨沢 4945-3 

4月30日 山梨 大井ヶ森 
〒408-0032 
山梨県北社市長坂町大井ヶ森 449 

4月30日 新潟 吉井旭 
〒952-0022 
新潟県佐渡市旭 616-4 

4月30日 新潟 棚田 
〒943-0523 
新潟県上越市清里区棚田 239-1 

4月30日 新潟 大豆 
〒942-0082 
新潟県上越市国府 3丁目 7-5 
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4月30日 新潟 黒岩 
〒949-3362 
新潟県上越市柿崎区黒岩 1230-1 

4月30日 新潟 六箇 
〒948-0044 
新潟県十日町市六箇丁 289-1 

4月30日 長野 惣社 
〒390-0305 
長野県松本市惣社 518 

4月30日 長野 笹賀 
〒399-0033 
長野県松本市笹賀 5087-72 

4月30日 長野 寿東 
〒399-0025 
長野県松本市寿台 6丁目 6-19 

4月30日 長野 中野竹原 
〒383-0007 
長野県中野市竹原 301 

4月30日 長野 戸隠中社 
〒381-4101 
長野県長野市戸隠 3422-1 

4月30日 長野 原口 
〒399-6462 
長野県塩尻市洗馬 7116-21 

4月30日 長野 上山 
〒395-0806 
長野県飯田市鼎上山 1861-2 

4月30日 長野 高松 
〒395-0004 
長野県飯田市上郷黒田 349-1 

4月30日 長野 飯田羽場 
〒395-0072 
長野県飯田市曙町 284-1 

4月30日 長野 上高田 
〒381-0034 
長野県長野市上高田 979-6 

4月30日 富山 柳瀬 
〒939-1313 
富山県砺波市柳瀬 1465-1 

4月30日 富山 富山海岸通 
〒931-8405 
富山県富山市海岸通り 68-2 

4月30日 富山 大門中町 
〒939-0233 
富山県射水市大門新 52 

4月30日 富山 栴檀山 
〒939-1425 
富山県砺波市井栗谷 5848 

4月30日 富山 山崎 
〒938-0162 
富山県下新川郡朝日町山崎 1724 

4月30日 富山 仁歩 
〒939-2452 
富山県富山市八尾町三ツ松 492 

4月30日 石川 三木 
〒922-0854 
石川県加賀市三木町ト 150-1 

4月30日 石川 久常 
〒923-1235 
石川県能美市徳久町レ 126 

4月30日 石川 東谷口 
〒922-0265 
石川県加賀市水田丸町リ 16 

4月30日 石川 清水 
〒927-1324 
石川県珠洲市清水町 43-2 

4月30日 石川 珠洲上戸 
〒927-1217 
石川県珠洲市上戸町南方エ 90 

4月30日 石川 飯塚 
〒927-1202 
石川県珠洲市正院町飯塚 2-124 
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4月30日 石川 赤崎 
〒925-0574 
石川県羽咋郡志賀町赤崎レ－18 

4月30日 石川 馬緤 
〒927-1304 
石川県珠洲市馬緤町 16-218 

4月30日 石川 西任田 
〒929-0102 
石川県能美市西任田町ト 14-1 

4月30日 石川 野々市駅前 
〒921-8807 
石川県石川郡野々市町二日市町 3-1 

4月30日 石川 東谷 
〒922-0132 
石川県加賀市山中温泉中津原町ハ 124-1 

4月30日 福井 萩野 
〒916-0202 
福井県丹生郡越前町細野 14-4 

4月30日 福井 加戸 
〒913-0002 
福井県坂井市三国町加戸 136-7-10 

4月30日 福井 大渡 
〒911-0828 
福井県勝山市平泉寺町大渡 21-20 

4月30日 兵庫 八幡 
〒675-1203 
兵庫県加古川市八幡町下村 861 

4月30日 兵庫 古川 
〒675-1363 
兵庫県小野市古川町 1135-1 

6月30日 東京 八重洲地下街 
〒104-0028 
東京都中央区八重洲 2-1 八重洲地下街北 1号 

 


