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                                                                     平成３０年４月 現在 

 

 ◇緯度経度付き全国郵便局データベース  『総数･･約２４，４０８件』 

  ＜ 内 訳 ＞  

      ・郵便窓口局     ………１９,０５７局 

      ・ゆうゆう窓口併設局 ……… １,０８０局 

      ・簡易局       ……… ４,２５７局 

・分室        ………    １４局 

・ 富士山頂郵便局・白山山頂郵便局等の定期開設局 

 

＜今回のデータ更新状況について＞･・総数９８局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝２局 ??・・平成３０年２月１３日に「千葉おゆみ野郵便局」（千葉

県千葉市緑区）、平成３０年１月２９日に「学研奈良登美ヶ丘郵便局」

（奈良県奈良市）が開局されました。 

・廃止郵便局＝１１局 ??・・小熊簡易郵便局（岐阜県羽島市）、白岩簡易郵便局（静

岡県伊豆市）、小沢簡易郵便局（愛知県豊橋市）、和会簡易郵便局（愛

知県豊田市）、久居新家簡易郵便局（三重県津市）、松阪中核工業団

地簡易郵便局（三重県松阪市）、布都美簡易郵便局（岡山県赤磐市）、

川崎簡易郵便局（徳島県鳴門市）、牛屋島簡易郵便局（徳島県鳴門市）、

志々島簡易郵便局（香川県三豊市）、北条中通簡易郵便局（愛媛県松

山市）が閉鎖されました。種別では簡易局が 11 局でした。 

・改称郵便局＝５局 ??・・移転等による施設名の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝３５局 ??・・①住居表示が実施された場合 ②

町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理な

どが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等がみられました。 

・その他＝４５局 ??・・座標変更が６局、その他一時閉鎖、再開等がありました。 
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＜県別郵便局データ件数表＞ 

都道府県

名称

郵便局

合計

郵便窓口局

ゆうゆう窓口

併設局

簡易局 分室

01 北海道 1,499 1,152 57 289 1

02 青森県 362 257 10 95

03 岩手県 433 293 14 125 1

04 宮城県 456 345 18 93

05 秋田県 401 262 11 128

06 山形県 398 277 11 110

07 福島県 547 411 19 117

08 茨城県 521 435 30 56

09 栃木県 359 295 17 47

10 群馬県 340 285 16 39

11 埼玉県 648 580 49 19

12 千葉県 727 646 45 34 2

13 東京都 1,497 1,401 90 6

14 神奈川県 767 700 53 14

15 新潟県 678 508 26 144

16 富山県 291 198 13 80

17 石川県 328 239 12 77

18 福井県 241 197 10 34

19 山梨県 267 190 11 66

20 長野県 652 419 24 209

21 岐阜県 452 336 19 97

22 静岡県 591 455 29 107

23 愛知県 927 776 63 86 2

24 三重県 463 356 16 91

25 滋賀県 261 218 12 31

26 京都府 476 415 27 34

27 大阪府 1,117 1,015 68 30 4

28 兵庫県 963 791 46 124 2

29 奈良県 324 227 15 82

30 和歌山県 317 251 12 54

31 鳥取県 245 143 4 98

32 島根県 376 250 7 119

33 岡山県 528 398 19 109 2

34 広島県 698 553 27 118

35 山口県 414 333 18 63

36 徳島県 237 194 7 36

37 香川県 223 177 10 36

38 愛媛県 400 301 16 83

39 高知県 321 217 9 95

40 福岡県 811 673 42 96

41 佐賀県 207 158 8 41

42 長崎県 446 297 12 137

43 熊本県 568 371 16 181

44 大分県 402 291 11 100

45 宮崎県 308 189 6 113

46 鹿児島県 722 421 11 290

47 沖縄県 199 161 14 24

24,40824,40824,40824,408 19,05719,05719,05719,057 1,0801,0801,0801,080 4,2574,2574,2574,257 14141414合計合計合計合計  

 

＊ 県別郵便局データ数は、４月現在です。 
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◇ ＜ 概 要 ＞ 

   緯度経度付き全国郵便局データベースは、東京グリーンシステムズ株式会社が、国土地理院発行 

  の数値地図25000（地名・公共施設）の測量成果複製承認書（承認番号 平25情複、第1001号）を取

得して、全国の郵便局の名称（施設コードと施設名称）・所在地住所およびその緯度経度座標点を

付加したデータベースに、弊会の住所マスターのコード体系とその新・旧住所名《市町村の廃置分

合等》を付加して収録したものです。 

   郵便局の新設・廃止・局名改称・所在地住所の変更などの更新情報を収集、更新をしております。 

   郵便局の設置数（郵便窓口局・ゆうゆう窓口併設局・簡易局・分室の合計）は、北海道が一番多

く、東京都・大阪府・兵庫県・愛知県の順になっております。 

   郵便局の新設は、ショッピングセンター・ショッピングモール内での設置が特に多くみられます。

改称は、市町村・地名の変更に伴う局名変更等に多くみられます。所在地住所の変更は、①住居表

示が実施された場合 ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理などが

実施された場合や、局移設に伴う地番の変更等に多くみられます。《市町村の廃置分合等》による

所在地住所の変更は、住所マスターを活用し自動的に更新しております。 

 

≪仕様の詳細≫ 

 

◇データの所在地住所の表記について            ＊1                  ＊１ 

・郵便局データの所在地住所は、国土地理院発行の数値地図 25000（地名・公共施設）を基に、国際航

業株式会社が独自調査を行い構築した都道府県単位の町丁目・大字界地図データ（ＰＡＲＥＡ－Ｔｏｗ

ｎ）の行政界ポリゴンデータ、並びに日本郵政グループの郵便局検索サイトの情報等を参照・使用する

とともに、住所マスターを活用し市町村の廃置分合等の情報をも収録しています。 

  また、市町村合併等による、住所および郵便番号の更新対応、市町村合併前の旧住所等についても 

 収録しております。 

 

◇データの所在地住所の座標値化について         ＊1                  ＊１ 

・郵便局データの所在地住所の座標値は、国土地理院発行の数値地図 25000（地名・公共施設）を基に、

国際航業株式会社が独自調査を行い構築した都道府県単位の町丁目・大字界地図データ（ＰＡＲＥＡ

－Ｔｏｗｎ）の行政界ポリゴンデータ、並びに日本郵政グループの郵便局検索サイト内の周辺地図等を

参照・使用し、ＧＩＳツールを活用し基本的に各施設（ビル）の座標値を収録しています。 

 

◇データの所在地住所および座標値等の更新について 

・日本郵政グループの開局情報や郵便局検索サイトおよび市町村の発行する公報等を活用し局名・住

所等の更新を行うとともに、ＧＩＳツールを活用し座標値の更新も行っております。 

 

＊  １・・東京グリーンシステムズ株式会社が、国土地理院による測量成果複製承認書 

      （承認番号 平 29 情複、第 1611 号）を取得して作成 

 

＊  １・・東京グリーンシステムズ株式会社が、国土地理院による測量成果複製承認書 

      （承認番号 平２０業複、第３号）を取得して作成 
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＜データファイル＞ 

 

緯度経度付き全国郵便局データベース 

 
ﾌｧｲﾙ名 ｙｕｕｂｉｎ.ｃｓｖ 

項目 属性桁 説明 

施設コード 6 （左詰。５桁コードの場合、末尾ブランク。） 

フィラー 3 未使用 

施設名称 100  

施設名称カナ 100 半角カナ 

施設形態 2 

10：郵便窓口局（貯金サービス有）  11：郵便窓口局（貯

金サービス有）・ゆうちょ銀行ＡＴＭ併設  12：郵便窓口

局・ゆうちょ銀行併設 13：郵便窓口局（貯金サービス無） 

14：ゆうゆう窓口のみ  99：不明（一時閉鎖など） 

小分類コード 2 
00：窓口局  02：ゆうゆう窓口併設局  04：簡易局 
05：出張所  06：分室  

X 座標（経度）：郵便局 9 XXX.XXXXX（10 進表記、前ゼロあり） 

Y 座標（緯度）：郵便局 9 YYY.YYYYY（10 進表記、前ゼロあり） 

所在地住所コード 11 （前ゼロあり） 

郵便番号 7  

住所：都道府県 8  

住所：市区郡町村 24  

住所：町・大字 36  

住所：字・丁目 24  

補足住所 80 住所コード化以外の補足住所 

電話番号 14 
市外局番―市内局番―番号。 
  出張所（ＡＴＭ設置等）は無し 

備考＜１＞  6 作業用内部コード：公共施設ＩＤ 

備考＜２＞ 5 作業用内部コード：公共施設代表点行政コード 

備考＜３＞ 2 作業用内部コード：分類コード “１８” 

補正フラグ＜１＞ 1 ０：既存 １：新設 ２：変更・修正 ３：廃止 

補正フラグ＜２＞ 1 ０：既存 １：局名 ２：住所 ３：座標値 

補正フラグ＜３＞ 1 ０：既存 １：一時閉鎖 ２：再開 ４：不明確認中 

所在地住所コード（旧） 11 （前ゼロあり） 

住所（旧）：都道府県 8  

住所（旧）：市区郡町村 24  

住所（旧）：町・大字 36  

住所（旧）：字・丁目 24  

変更年月 6 住所（コード）の変遷 
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＜平成３０年１月度のデータ更新状況についてて＞･・総数１０６局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝２局 ??・・平成２９年９月２０日に「イオンタウン吉川美南内郵便

局」（埼玉県吉川市）、平成２９年１０月１０日に「イオンモールり

んくう泉南内郵便局」（大阪府泉南市）が開局されました。 

・廃止郵便局＝１２局 ??・・美葉牛簡易郵便局（北海道雨竜郡北竜町）、三島上条

簡易郵便局（新潟県長岡市）、正木簡易郵便局（岐阜県羽島市）、古

川数河簡易郵便局（岐阜県飛騨市）、宮石簡易郵便局（愛知県岡崎市）、

安城福釜簡易郵便局（愛知県安城市）、津安東簡易郵便局（三重県津

市）、野島簡易郵便局（兵庫県淡路市）、三谷簡易郵便局（島根県邑

智郡川本町）、太刀野山簡易郵便局（徳島県三好市）、小海簡易郵便

局（香川県東かがわ市）、安芸古井簡易郵便局（高知県安芸市）が閉

鎖されました。種別では簡易局が 12局でした。 

・改称郵便局＝７局 ??・・移転等による施設名の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝４１局 ??・・①住居表示が実施された場合 ②

町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理な

どが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等がみられました。 

・その他＝４４局 ??・・座標変更が９局、その他一時閉鎖、再開等がありました。 

＜平成２９年１０月度のデータ更新状況についてて＞･・総数１１３局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝５局 ??・・平成２９年７月１８日に「富田東郵便局」（福島県郡山

市）、平成２９年７月１０日に「イオンモール幕張新都心内郵便局」

（千葉県千葉市）、平成２９年７月３１日に「若松ひびきの郵便局」

（福岡県北九州市）、平成２９年７月１日に「悪石島簡易郵便局」（鹿

児島県十島村）、平成２９年９月２日に「平島簡易郵便局」（鹿児島

県十島村）が開局されました。 

・廃止郵便局＝８局 ??・・白川簡易郵便局（愛知県豊田市）、大井簡易郵便局（三

重県津市）、東員笹尾西簡易郵便局（三重県東員町）、安田簡易郵便

局（鳥取県琴浦町）、ゆめタウン長府簡易郵便局（山口県下関市）、

下高岡簡易郵便局（香川県三木町）、長崎造船所内簡易郵便局（長崎
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県長崎市）、山ヶ野金山郵便局（鹿児島県霧島市）が閉鎖されました。

種別では窓口局が１局、簡易局が７局でした。 

・改称郵便局＝４局 ??・・移転等による施設名の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝３８局 ??・・①住居表示が実施された場合 ②

町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理な

どが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等がみられました。 

・その他＝５８局 ??・・座標変更が１０局、その他一時閉鎖、再開等がありました。 

＜平成２９年７月度のデータ更新状況について＞･・総数１４６局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝３局 ??・・平成２９年３月１５日に「浦和美園駅前郵便局」（埼玉

県さいたま市）、平成２９年３月２２日に「イオンモール新小松内郵

便局」（石川県小松市）、平成２９年４月２０日に「イオンタウン姶

良内郵便局」（鹿児島県姶良市）が開局されました。 

・廃止郵便局＝６局 ??・・紋別南が丘簡易郵便局（北海道紋別市）、郡山本町郵便

局（福島県郡山市）、おけさ簡易郵便局（新潟県佐渡市）、西成梅南

通郵便局（大阪府大阪市）、島原外港簡易郵便局（長崎県島原市）、

安慶田郵便局（沖縄県沖縄市）が閉鎖されました。種別では窓口局が

３局、簡易局が３局でした。 

・改称郵便局＝７局 ??・・移転等による施設名の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝２３局 ??・・①住居表示が実施された場合 ②

町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理な

どが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等がみられました。 

・その他＝１０７局 ??・・座標変更が２４局、その他一時閉鎖、再開等がありまし

た。 

＜平成２９年４月度のデータ更新状況について＞･・総数１０７局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１局 ??・・平成２９年２月１日に「越谷レイクタウン郵便局」（埼

玉県越谷市）が開局されました。 

・廃止郵便局＝９局 ??・・地域的には、北海道・静岡県・岡山県が各２局、東京都・
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愛知県・兵庫県が各１局で、種別では簡易局が７局と多く、窓口局が

２局でした。 

・改称郵便局＝７局 ??・・移転等による施設名の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝５１局 ??・・①住居表示が実施された場合 ②

町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理な

どが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等がみられました。 

・その他＝３９局 ??・・座標変更が１９局、その他一時閉鎖、再開等がありました。 

＜平成２９年１月度のデータ更新状況について＞･・総数３８７局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝０局 

・廃止郵便局＝１５局 ??・・地域的には、愛知県が３局、岐阜県・静岡県・岡山県

が各２局と多く、種別では簡易局が１４局、分室が１局で利用者・利

用率の減少等によるものでありました。 

・改称郵便局＝１１局 ??・・移転等による施設名の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝３６局 ??・・①住居表示が実施された場合 ②

町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理な

どが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等がみられました。 

・その他＝３２５局 ??・・座標変更が２５５局、その他一時閉鎖、再開等がありま

した。 

＜平成２８年１０月度のデータ更新状況について＞･・総数１２９局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１局 ??・・平成２８年８月８日に「伊勢崎宮郷郵便局」（群馬県伊

勢崎市）が開局されました。 

・廃止郵便局＝７局 ??・・「栄浦簡易郵便局」（北海道北見市）、「伊勢崎大手町

郵便局」（群馬県伊勢崎市）、「藤枝兵太夫簡易郵便局」（静岡県藤

枝市）、虎姫西簡易郵便局」（滋賀県長浜市）、沖友簡易郵便局」（広

島県呉市）、「若松藤木郵便局」（福岡県北九州市）、尾八重簡易郵

便局」（宮崎県西都市）が閉鎖となりました。種別では窓口局が２局、

簡易局が５局で利用者・利用率の減少等によるものでありました。 
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・改称郵便局＝５局 ??・・移転等による施設名の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝４９局 ??・・①住居表示が実施された場合 ②

町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理な

どが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等がみられました。 

・その他＝６７局 ??・・座標変更が２４局、その他一時閉鎖、再開等がありました。 

＜平成２８年７月度のデータ更新状況について＞･・総数１１３局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝５局 ??・・平成２８年３月２２日に「リバーサイド千秋郵便局」（新

潟県長岡市）、同年４月１日に「都筑ふれあいの丘郵便局」（神奈川

県横浜市）、同年４月２０日に「イオンモール今治新都市内郵便局」

（愛媛県今治市）、同年５月２７日に「イオンモール名取内郵便局」

（宮城県名取市）、同年６月１日に「印西牧の原郵便局」（千葉県印

西市）が開局されました。 

・廃止郵便局＝３局 ??・・「船穂郵便局」（千葉県印西市）、「天津浜荻郵便局」

（千葉県鴨川市）、「西成今池郵便局」（大阪府大阪市）が閉鎖され

ました。種別では全て窓口局で、利用者・利用率の減少等によるもの

でありました。 

・改称郵便局＝２局 ??・・移転等による施設名の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝３５局 ??・・①住居表示が実施された場合 ②

町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理な

どが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等がみられました。 

・その他＝６８局 ??・・座標変更が２４局、その他一時閉鎖、再開等がありました。 

 

 

＜平成２８年４月度のデータ更新状況について＞･・総数１１７局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１局 ??・・平成２８年２月２２日に「八戸田向郵便局」（青森県八

戸市）が開局されました。 

・廃止郵便局＝１１局 ??・・地域的には東京都、広島県で２局、その他、青森県、 
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新潟県、石川県、福井県、大阪府、山口県、福岡県で１局ありました。 

種別では全て窓口局で、利用者・利用率の減少等によるものでありま 

した。 

・改称郵便局＝１４局 ??・・施設形態が変わったことによる施設名の変更等があり 

ました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝５０局 ??・・①住居表示が実施された場合 ②

町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理な

どが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等がみられました。 

・その他＝４１局 ??・・座標変更が５局、その他一時閉鎖、再開等がありました。 

＜平成２８年１月度のデータ更新状況について＞･・総数１３７局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝３局 ??・・平成２７年１０月１３日に「海老名駅西口郵便局」（神

奈川県海老名市）、平成２７年１０月１９日に「長久手片平郵便局」

（愛知県長久手市）、平成２７年１１月２日に「ひじり野郵便局」（北

海道東神楽町）が開局されました。 

・廃止郵便局＝６局 ??・・「旭川一条東郵便局」（北海道旭川市）ほか５局が廃止

となりました。地域的には長野県が３局、北海道、福井県、沖縄県が

各１局です。 

・改称郵便局＝１１局 ??・・施設形態が変わったことによる施設名の変更等があり 

ました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝５７局 ??・・①住居表示が実施された場合 ②

町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理な

どが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等がみられました。 

・その他＝６０局 ??・・座標変更が３７局、その他一時閉鎖、再開等がありました。 

＜平成２７年１０月度のデータ更新状況について＞･・総数８７局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１局 ??・・平成２７年６月２９日に「直方湯野原郵便局」（福岡県

直方市）が開局されました。 

・廃止郵便局＝１局 ??・・泊ふ頭郵便局（沖縄県那覇市）が統合により廃止となり 



 10

ました。 

・改称郵便局＝６局 ??・・施設形態が変わったことによる施設名の変更等があり 

ました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝４６局 ??・・①住居表示が実施された場合 ②

町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理な

どが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等がみられました。 

・その他＝３３局 ??・・座標変更が９局、その他一時閉鎖、再開等がありました。 

＜平成２７年７月度のデータ更新状況について＞･・総数１５３局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝８局  ??・・「神奈川郵便局」（神奈川県横浜市）のほか７局が開

局されました。 

・廃止郵便局＝８局 ??・・地域的には長野が３局と多く、種別では窓口局が 1 局、 

簡易局が７局でした。簡易局の廃止は利用者・利用率の減少等による 

ものでありました。 

・改称郵便局＝１１局 ??・・施設形態が変わったことによる施設名の変更等があり 

ました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝５６局 ??・・①住居表示が実施された場合 ②

町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理な

どが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等がみられました。 

・その他＝７０局 ??・・座標変更が２１局、その他一時閉鎖、再開等がありました。 

＜平成２７年４月度のデータ更新状況について＞･・総数１３１局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１局  ??・・平成２７年２月９日に「南上原郵便局」（沖縄県中城

村）が開局されました。 

・廃止郵便局＝２６局 ??・・地域的には北海道が４局と多く、種別では窓口局が 

１３局、簡易局が１３局でした。簡易局の廃止は利用者・利用率の減 

少等によるものでありました。 

・改称郵便局＝１１局 ??・・施設形態が変わったことによる施設名の変更等があり 

ました。 
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・所在地住所が変更となった郵便局＝４９局 ??・・①住居表示が実施された場合 ②

町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理な

どが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等がみられました。 

・その他＝４４局 ??・・座標変更が１３局、その他一時閉鎖、再開等がありました。 

＜平成２７年１月度のデータ更新状況について＞･・総数１６４局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝２局  ??・・平成２６年１０月１日に「笠岡今立簡易郵便局」（岡

山県笠岡市）が、平成２６年１０月２７日に「彩都西郵便局」（大阪

府茨木市）が開局されました。 

・廃止郵便局＝１４局 ??・・地域的には北海道が４局と多く、種別では窓口局が 

２局、簡易局が１２局でした。簡易局の廃止は利用者・利用率の減少 

等によるものでありました。 

・改称郵便局＝１０局 ??・・施設形態が変わったことによる施設名の変更等があり 

ました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝７９局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等がみられました。 

・その他＝５９局 ??・・座標変更が３０局、その他一時閉鎖、再開等がありました。 

＜平成２６年１０月度のデータ更新状況について＞･・総数８２局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝３局  ??・・平成２６年８月２５日に「九大学研都市駅前郵便局」

（福岡県福岡市）が開局され、陸前高田郵便局・郵便分室（岩手県陸

前高田市）をゆうゆう窓口として追加しました。また、前回廃止扱い

にした「西海郵便局」（新潟県糸魚川市）を復活させました。 

・廃止郵便局＝３局 ??・・地域的には北海道、東京都、香川県で、廃止は利用者・ 

利用率の減少等によるものでありました。 

・改称郵便局＝５局 ??・・施設形態が変わったことによる施設名称の変更等があり 

ました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝３８局  ??・・①住居表示が実施された場合 
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②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等がみられました。 

・その他＝３３局 ??・・座標変更が１１局、その他一時閉鎖、再開等がありました。 

＜平成２６年７月度のデータ更新状況について＞･・総数１７５局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝２８局  ??・・平成２６年４月２１日に「イオンモール新潟南郵便

局」（新潟県新潟市）が、平成２６年３月２４日に「浜松新都田郵便

局」（静岡県浜松市）が開局されました。その他「ゆうゆう窓口のみ」

の２６局を新たに追加しました。 

・廃止郵便局＝５局 ??・・地域的には東京、新潟、宮崎、沖縄で、種別では窓口局 

が４局、分室が１局でした。窓口局の廃止は、利用者・利用率の減少 

等によるものでありました。 

・改称郵便局＝８局 ??・・郵便局の場所移動による施設名の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝２９局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等がみられました。 

・その他＝１０５局 ??・・座標変更が５局、その他一時閉鎖、再開等がありました。 

＜平成２６年４月度のデータ更新状況について＞･・総数１１３局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝２局  ??・・平成２６年２月２４日に「南草津郵便局」（滋賀県草

津市）が、平成２６年３月７日に「流山おおたかの森郵便局」（千葉

県流山市）が開局されました。 

・・廃止郵便局＝１８局 ??・・地域的には関東で６局と多く、種別では窓口局 

が１７局、分室が１局でした。窓口局の廃止は、利用者・利用率の

減少によるものでありました。 

・改称郵便局＝１０局 ??・・施設名の漢字表記の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝５４局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、
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局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝２９局 ??・・座標変更が５局、その他一時閉鎖、再開がありました。 

＜平成２６年１月度のデータ更新状況について＞･・総数１０１局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１局  ??・・平成２５年１１月１９日に「八潮駅前郵便局」（埼玉

県八潮市）が開局されました。 

・廃止郵便局＝３局 ??・・平成２５年１０月２１日に「北小浦郵便局」、平成２５ 

年１０月１日に「新潟駅前郵便局 八千代分室」、平成２５年１２月

２日に「八幡東浜町郵便局」が閉鎖されました。 

・改称郵便局＝９局 ??・・施設名の漢字表記の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝５３局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝３５局 ??・・座標変更が３局、その他一時閉鎖、再開がありました。 

＜平成２５年１０月度のデータ更新状況について＞･・総数６９局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１局  ??・・平成２５年８月１日に「柏の葉キャンパス郵便局」 

（千葉県柏市）が開局されました。 

・廃止郵便局＝０局 

・改称郵便局＝６局 ??・・施設名の漢字表記の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝３６局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝２６局 ??・・座標変更が４局、その他一時閉鎖、再開がありました。 

＜平成２５年７月度のデータ更新状況について＞･・総数２１５局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝０局 

・廃止郵便局＝０局 

・改称郵便局＝１３６局 ??・・施設名の漢字表記の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝２８局  ??・・①住居表示が実施された場合 
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②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝５１局 ??・・座標変更が４局、その他、一時閉鎖、再開等がありました。 

＜平成２５年４月度のデータ更新状況について＞･・総数９９局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１局  ??・・平成２５年３月１２日に「富谷明石台郵便局」（宮城 

県黒川郡富谷町）が開局されました。 

廃止郵便局＝１０局 ??・・平成２５年１月に「東急東横店簡易郵便局」、３月に 

「仙台ＳＳ３０内郵便局」、「岐阜北郵便局 簡易保険事務センター 

内分室」、「名古屋ＮＨＫセンタービル内郵便局」、「西陣郵便局松 

ヶ崎分室」、「うめだＯＳビル内郵便局」、「堺鉄鋼ビル内郵便局」、 

「広島ＮＴＴ基町ビル内郵便局」、「門司風師郵便局」、「長崎西山 

郵便局」が閉鎖されました。 

・改称郵便局＝１３局 ??・・施設名の漢字表記の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝４３局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝３２局 ??・・座標変更が１局、その他、一時閉鎖、再開等がありました。 

＜平成２５年１月度のデータ更新状況について＞･・総数２１５局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１局  ??・・平成２４年１１月１日に「西條簡易郵便局」（千葉県 

鴨川市）が開局されました。 

・廃止郵便局＝２局 ??・・平成２４年１０月９日に「名古屋中央郵便局 柳橋分室」、 

「名古屋中央郵便局 第二豊田ビル内分室」が閉鎖されました。 

・改称郵便局＝２局 ??・・施設名の漢字表記の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝１２３局  ??・・①住居表示が実施された場

合 ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地

整理などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、お

よび、局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 
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・その他＝８７局 ??・・座標変更が５局、その他、一時閉鎖、再開等がありました。 

＜平成２４年１０月度のデータ更新状況について＞･・総数１４０局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝０局  

・廃止郵便局＝３局 ??・・平成２４年７月１４日に「東京中央郵便局 大手町分室」、 

「東京中央郵便局 丸の内分室」、８月９日に「神戸川崎重工内郵便 

局」が閉鎖されました。 

・改称郵便局＝６局 ??・・施設名の漢字表記の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝４１局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝９０局 ??・・座標変更が１２局、一時閉鎖、再開がありました。 

＜平成２４年７月度のデータ更新状況について＞･・総数１５９局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１局  ??・・平成２４年４月２１日に「イオンモール福津郵便局」 

（福岡県福津市）が開局されました。 

・廃止郵便局＝０局  

・改称郵便局＝７局 ??・・施設名の漢字表記の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝４４局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝１０７局 ??・・座標変更が１０局、その他、一時閉鎖、再開等がありま

した。 

＜平成２４年４月度のデータ更新状況について＞･・総数１０４局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝０局 

・廃止郵便局＝２０局 ? ??・・地域的には東京都が９局と多く、種別では窓口局 

が１２局、分室が６局、簡易局が２局でした。窓口局の廃止は、ビ

ル内（３局）、空港内（３局）が主で、利用者・利用率の減少によ

るものでありました。 
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・改称郵便局＝５局 ??・・施設名の漢字表記の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝４５局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝３４局 ??・・座標変更が５局、その他、一時閉鎖、再開等がありました。 

＜平成２４年１月度のデータ更新状況について＞･・総数１０６局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１局・・「津久井青根簡易郵便局」が新設されました。 

・廃止郵便局＝３局 ??・・平成２３年９月２０日に「横須賀汐入南郵便局」、１

０月３日に「津久井郵便局 津久井青根分室」、１１月２６日に「大

井第一生命館内郵便局」（何れも神奈川県）、が閉鎖されました。 

・改称郵便局＝６局 ??・・施設名の漢字表記の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝６２局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝３４局 ??・・座標変更が１局、その他、一時閉鎖、再開等がありました。 

＜平成２３年１０月度のデータ更新状況について＞･・総数２１６局の変動情報･･ 

・廃止郵便局＝３局 ??・・平成２３年７月１９日に「神戸商工貿易ビル内郵便局

ポスタルショップサンパル」（兵庫県）が閉鎖されました。 

・改称郵便局＝２局 ??・・施設名の漢字表記の変更、郵便局の場所移動によるもの

等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝３０局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝１８３局 ??・・・座標変更が１３４局、その他、一時閉鎖、再開等があ

りました。 

＜平成２３年７月度のデータ更新状況について＞･・総数１９８局の変動情報･･ 
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・新設郵便局＝１局 ??・・平成２３年６月１日に「ひたち野うしく郵便局」（茨城

県牛久市）が開局されました。 

・廃止郵便局＝１局 ??・・平成２３年６月１３日に「阿佐谷北通郵便局」（東京

都杉並区）が閉鎖されました。 

・改称郵便局＝３局 ??・・施設名の漢字表記の変更、郵便局の場所移動によるもの

等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝２５局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝１６８局 ??・・・再開が１３局、一時閉鎖が１４４局、座標変更が１１

局ありました。 

＜平成２３年４月度のデータ更新状況について＞･・総数１０５局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝０局 

・廃止郵便局＝０局 

・改称郵便局＝８局 ??・・施設名の漢字表記の変更、によるものがありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝３７局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝６０局 ??・・・再開が２８局、一時閉鎖が１６局、座標変更が４局、小

分類コード変更が１局、電話番号変更が１１局ありました。 

＜平成２３年１月度のデータ更新状況について＞･・総数１０３局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１局・・「博多大井郵便局」が新設されました。 

・廃止郵便局＝１局 ??・・平成２２年１１月１５日に「横浜南幸郵便局」が閉鎖

されました。 

・改称郵便局＝６局 ??・・施設名の漢字表記の変更、郵便局の場所移動によるもの

等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝４４局  ??・・①住居表示が実施された場合 
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②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝５１局 ??・・・再開が２８局、一時閉鎖が１５局、電話番号変更が８局 

ありました。 

＜平成２２年１１月度のデータ更新状況について＞･・総数１０１局の変動情報･･ 

・新設郵便局＝０局 

・廃止郵便局＝３局 ??・・平成２２年８月２日に「日本橋通郵便局」、「日本橋

二郵便局」、「日本橋通一郵便局」が閉鎖されました。 

・改称郵便局＝３局 ??・・施設名の漢字表記の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝３５局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝６１局 ??・・・再開が２７局、一時閉鎖が１３局、電話番号変更が６局、

座標変更が１４局、小分類コード変更が１局ありました。 

＜平成２２年７月度のデータ更新状況について＞･・総数９９件の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１局 ??・・平成２２年６月１０日に「神埼姉川簡易郵便局」（佐賀

県神埼市）が開局されました。 

・廃止郵便局＝１局 ??・・平成２２年３月３１日に「浪速久保吉郵便局」が閉鎖

されました。 

・改称郵便局＝４局 ??・・施設名の漢字表記の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝２６局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝６７局 ??・・・再開が３１局、一時閉鎖が１３局、電話番号の変更が、

１５局、座標の変更等がありました。 

＜平成２２年４月度のデータ更新状況について＞･・総数２４８件の変動情報･･ 
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・新設郵便局＝１局 ??・・平成２２年１月２０日に「塗木簡易郵便局」（鹿児島県

南九州市）が開局されました。 

・廃止郵便局＝１局 ??・・平成２２年１月１６日に「大阪新ダイビル内郵便局」

が閉鎖されました。 

・改称郵便局＝５局 ??・・施設名の漢字表記の変更等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝１７８局  ??・・①住居表示が実施された場

合 ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地

整理などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、お

よび、局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝６３局 ??・・・再開が３０局、一時閉鎖が１１局、電話番号の変更が、

８局、座標の変更が１４局ありました。 

＜平成２２年１月度のデータ更新状況について＞･・総数１４８件の変動情報･･ 

・新設郵便局＝２局 ??・・平成２１年９月２４日に「岬町簡易郵便局」（北海道目

梨郡羅臼町）が、平成２１年１１月３０日に「那覇東郵便局 真嘉比

分室」（沖縄県那覇市）が開局されました。 

・廃止郵便局＝３局 ??・・平成２１年９月１８日に「羅臼郵便局 岬町分室」が、

平成２１年９月３０日に「飯野ビル内郵便局」が、平成２１年１０

月３１日に「君津新日本製鉄内郵便局」の３局が閉鎖されました。 

・改称郵便局＝２２局 ??・・施設名の漢字表記の変更、郵便局の場所移動によるも

の等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝４２局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝７９局 ??・・・再開が４２局、一時閉鎖が１０局、電話番号の変更が、

１６局ありました。その他、座標の変更等がありました。 

＜平成２１年１０月度のデータ更新状況について＞･・総数１８６件の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１局 ??・・平成２１年９月７日に「生見簡易郵便局」（高知県安芸

郡東洋町）が開局されました。 
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・廃止郵便局＝４局 ??・・平成２１年８月３１日に「大阪関電ビル内郵便局」が、

平成２１年９月７日に「ＮＴＴ西日本ビル内郵便局」と「大阪内久

宝寺町郵便局」と「大阪法円坂郵便局」の３局が閉鎖されました。 

・改称郵便局＝７局 ??・・分室から簡易局への変更と、郵便局の場所移動によるも

のがありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝６３局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝１１１局 ??・・・再開が５０局、一時閉鎖が１３局、電話番号の変更が、

３６局ありました。その他、座標の変更等がありました。 

＜平成２１年７月度のデータ更新状況について＞･・総数１８５件の変動情報･･ 

・新設郵便局＝０局 

・廃止郵便局＝１局 ??・・平成２１年６月１日に、「日比谷セントラルビル内郵便 

局」が閉鎖されました。 

・改称郵便局＝６局 ??・・分室から簡易局への変更と、郵便局の場所移動によるも

のがありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝５０局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝１２８局 ??・・・再開が５８局、一時閉鎖が２３局、電話番号の変更が、

３８局ありました。その他、座標の変更等がありました。 

＜平成２１年４月度のデータ更新状況について＞･・総数１３９件の変動情報･･ 

・新設郵便局＝０局  

・廃止郵便局＝０局 

・改称郵便局＝２局 ??・・分室から簡易局への変更と、郵便局の場所移動によるも

のがありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝４１局  ??・・①住居表示が実施された場合 
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②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝９６局 ??・・・・再開が５２局、一時閉鎖が２２局、電話番号の変更が、

１５局ありました。その他、座標の変更等がありました。 

＜平成２１年１月度のデータ更新状況について＞･・総数１５３件の変動情報･･ 

・新設郵便局＝０局  

・廃止郵便局＝３局 ??・・平成２０年９月３０日に「丸栄スカイル簡易郵便局」が、

平成２０年１０月２７日に「横浜松坂屋簡易郵便局」と「広島段原山

崎郵便局」の２局が閉鎖されました。 

・改称郵便局＝１局 ??・・簡易局から分室への変更がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝６６局  ??・・①住居表示が実施された場合 

②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理

などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、

局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝８３局 ??・・電話番号の変更が、５０局ありました。その他、一時閉 

鎖、再開等がありました。 

＜平成２０年１０月度のデータ更新状況について＞･・総数１５１件の変動情報･･ 

・新設郵便局＝４局 ??・・「東京中央郵便局」の２つの分室「大手町分室」「丸の

内分室」が新設された他、三重県と熊本県に２つの簡易郵便局が新設されました。 

・廃止郵便局＝０局 

・改称郵便局＝４局 ??・・簡易局から郵便窓口局への変更や、ショツピングセンタ

ー名の改称、郵便局の場所移動によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝５５局  ??・・①住居表示が実施された場 

合 ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地

整理などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、お

よび、局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

・その他＝８８局 ??・・電話番号の変更が、６９局ありました。その他、一時閉 

鎖、再開等がありました。 
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＜平成２０年７月度のデータ更新状況について＞･・総数２００件の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１局 ??・・平成２０年４月にオープンした「エミフルＭＡＳＡＫＩ」

（愛媛県伊予郡松前町）のショッピングセンター内に新設されました。 

・廃止郵便局＝２局 ??・・平成２０年３月３１日に、「東京中央郵便局 ポスタル 

ショップ丸ビル」と「山古志簡易郵便局」の２局が閉鎖されました。 

・改称郵便局＝３局 ??・・簡易局から分室への変更や、郵便局の場所移動によるも

の等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝６５局  ??・・①住居表示が実施された場 

合 ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地

整理などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、お

よび、局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

＊ その他、地区名の消滅、補足住所の補完、ビル・店名改称に伴う変更等 

１６局の更新を実施 

・その他＝１２９局 ??・・電話番号の変更が、６６局ありました。その他、一時閉 

鎖、再開等がありました。 

＜平成２０年４月度のデータ更新状況について＞･・総数１，４４５件の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１局 ??・・平成２０年３月にオープンした「トレッサ横浜」（神奈

川県横浜市港北区）のショッピングモール内に新設されました。 

・廃止郵便局＝０局  

・改称郵便局＝７局 ??・・施設名の漢字表記の変更、郵便局の場所移動によるもの

等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝７８局  ??・・①住居表示が実施された場 

合 ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地

整理などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、お

よび、局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

＊ その他、地区名の消滅、補足住所の補完、ビル・店名改称に伴う変更等 

４１局の更新を実施 

・その他＝１,３５９局 ??・・市外局番統一等による電話番号の変更が、１,２４３

局ありました。その他、一時閉鎖、再開等がありました。 
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＜平成２０年１月度のデータ更新状況について＞･・総数２１３件の変動情報･･ 

・新設郵便局＝０局 ??・・郵政事業の民営・分社化に伴い、ゆうちょ銀行のＡＴ

Ｍが１２箇所新設されましたが、郵便窓口局について新設は見られ

ませんでした。本データベースは郵便窓口局を主体に作成している

ため、今回のデータ更新における新設郵便局は０となります。 

・廃止郵便局＝６５局 ??・・地域的には東京都が１６局と多く、種別では従来の

郵便局の出張所が４６局、分室が３局でした。出張所の廃止は、デ

パート・ショッピングセンター内（１６局）、大学（１１局）、役

所・役場内（３局）が主で、利用者・利用率の減少によるものであ

りました。 

・改称郵便局＝２５局 ??・・施設名の漢字表記の変更等が多く見られました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝３０局  ??・・①住居表示が実施された場 

合 ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地

整理などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、お

よび、局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

＊ その他、地区名の消滅、補足住所の補完、ビル・店名改称に伴う変更等 

１５１局の更新を実施 

・その他＝９３局 ??・・一時閉鎖、再開等。 

＜平成１９年１０月度のデータ更新状況について＞･・総数３７４件の変動情報･･ 

・新設郵便局＝２９局 ??・・種別では出張所が１８局（ショッピングセンター内

等が主）を占めていました。出張所以外局では、分室を廃止し本局

とした新設が多く見られました。 

・廃止郵便局＝８４局 ??・・地域的には東京都が３３局と多く、種別では出張所が 

７０局、分室が８局でした。出張所の廃止は、大学（１３局）、役

所・役場内（９局）、病院内（６局）が主で、利用者・利用率の減

少によるものでありました。 

・改称郵便局＝２９局 ??・・ショツピングセンター名の改称、郵便局の場所移動に 

よるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝１５６局  ??・・①住居表示が実施された場 
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合 ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地

整理などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、お

よび、局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

＊ その他、地区名の消滅、補足住所の補完、ビル・店名改称に伴う変更等 

９２局の更新を実施 

・その他＝７６局 ??・・一時閉鎖、再開、通常局から簡易局への種別変更等。 

＜平成１９年７月度のデータ更新状況について＞･・総数４５４件の変動情報･･ 

新設郵便局＝１６局 ??・・種別では出張所が１１局（ショッピングセンター内等 

が主）を占めていました。出張所以外の５局は簡易局の新設でした。 

・廃止郵便局＝１４８局 ??・・４月期変動（７９局）の２倍近い廃止がありました。 

地域的には北信越で６２局と多く、種別では出張所が７４局、簡易局 

が７３局でした。出張所の廃止は、役所・役場内（１５局）、病院内 

（１１局）、大学（１０局）、空港（７局）が主で、利用者・利用率 

の減少によるものでありました。 

・改称郵便局＝３０局 ??・・ショツピングセンター名の改称、郵便局の場所移動に 

よるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝７１局  ??・・①住居表示が実施された場合 

       ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理 

       などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、 

       局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

＊ その他、地区名の消滅、補足住所の補完、ビル・店名改称に伴う変更等 

３２局の更新を実施 

・その他＝１８９局 ??・・一時閉鎖、再開、通常局から簡易局への種別変更等。 

＜平成１９年４月度のデータ更新状況について＞･・総数２３３件の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１９局 ??・・地域的には関東で７局、九州で４局と多く、種別では 

      出張所が１８局（ショッピングセンター内等が主）を占めていました。 

      福岡県に１局が新設されました。 

・廃止郵便局＝７９局 ??・・地域的には九州・沖縄で１３局と多く、種別では出張 

所が大半で６７局を占めていました。出張所の廃止は、病院内（１４
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局）、市町村合併等に伴う本・支所等の異動（１２局）、大学（１１

局）、駅内・駅前（９局）が主で、利用者・利用率の減によるもので

ありました。 

・改称郵便局＝１７局 ??・・市町村合併等に伴うものやショツピングセンター名の 

  改称、郵便局の場所移動によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝５４局  ??・・①住居表示が実施された場合 

       ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理 

       などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、 

       局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

＊ その他、地区名の消滅、補足住所の補完、ビル・店名改称に伴う変更等 

４５局の更新を実施 

・その他＝６４局 ??・・一時閉鎖、再開、通常局から簡易局への種別変更等。 

＜平成１９年１月度のデータ更新状況について＞･・総数２２４件の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１７局 ??・・地域的には関東で４局、東海・北陸で６局と多く、種 

      別では出張所が１６局（ショッピングセンター内等が主）を占めてい 

      ました。埼玉県に１局が新設されました。 

・廃止郵便局＝５１局 ??・・地域的には関東１０局と多く、種別では出張所が大半 

で４７局を占めていました。出張所の廃止は、市町村合併等に伴う

本・支所等の異動（１３局）、病院・療養所内（１０局）、大学・保

養センター（７局）が主で、利用者・利用率の減によるものでありま

した。 

・改称郵便局＝４２局 ??・・市町村合併等に伴うものやショツピングセンター名の 

  改称、郵便局の場所移動によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝５８局  ??・・①住居表示が実施された場合 

       ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理 

       などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、 

       局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

＊ その他、地区名の消滅、補足住所の補完、ビル・店名改称に伴う変更等 

４５局の更新を実施 
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・その他＝５６局 ??・・一時閉鎖、再開、通常局から簡易局への種別変更等。 

＜平成１８年１０月度のデータ更新状況について＞･・総数２４７件の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１４局 ??・・地域的には関東で７局、関西４局と多く、種別では 

      出張所が１３局（ショッピングセンター内等が主）を占めていました。 

      愛知県の中部国際空港内に１局が新設されました。 

・廃止郵便局＝５９局 ??・・地域的には関東１６局と多く、種別では出張所が大半 

で５０局を占めていました。出張所の廃止は、市町村合併等に伴う

本・支所等の異動（２０局）、病院・療養所内（１２局）、大学・保

養センター（１６局）が主で、利用者・利用率の減によるものでした。 

・改称郵便局＝６３局 ??・・市町村合併等に伴うものやショツピングセンター名の 

  改称、郵便局の場所移動によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝５１局  ??・・①住居表示が実施された場合 

       ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理 

       などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、 

       局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

＊ その他、地区名の消滅、補足住所の補完、ビル・店名改称に伴う変更等 

５５局の更新を実施 

・その他＝６０局 ??・・一時閉鎖、再開、通常局から簡易局への種別変更等。 

＜平成１８年７月度のデータ更新状況について＞･・総数４５７件の変動情報･･ 

・新設郵便局＝３３局 ??・・地域的には関東で９局、関西８局と多く、種別では 

      出張所が２６局（ショッピングセンター内等が主）を占めていました。 

・廃止郵便局＝１９５局 ??・・４月季変動（９０局）の二倍強と多くの廃止。地域 

的には関東３５局、北信越３４局と多く、種別では出張所が大半で 

１７８局を占めていました。出張所の廃止は、市町村合併等に伴う

本・支所等の異動（５２局）、病院・療養所内（５１局）、大学・保

養センター（２３局）、スーパー・デパート（閉店を含め１８局）が

主で利用者・利用率の減によるものでありました。 

・改称郵便局＝４３局 ??・・市町村合併等に伴うものやショツピングセンター名の 

  改称、郵便局の場所移動によるもの等がありました。 
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・所在地住所が変更となった郵便局＝８８局  ??・・①住居表示が実施された場合 

       ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理 

       などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、 

       局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

＊ その他、地区名の消滅、補足住所の補完、ビル・店名改称に伴う変更等 

２２７局の更新を実施 

・その他＝９８局 ??・・一時閉鎖、再開、通常局から簡易局への種別変更等。 

＜平成１８年４月度のデータ更新状況について＞･・総数２３６件の変動情報･･ 

・新設郵便局＝１８局 ??・・地域的には関東で５局、北信越４局と多く、種別では 

      出張所が１７局（ショッピングセンター・大学構内等が主）を占めて 

いました。北海道には２出張所が新設されました。 

・廃止郵便局＝９０局 ??・・１月季変動（９７局）と同様に多くの廃止。地域的に 

は関東２３局と多く、種別では出張所が大半で８４局（市町村合併等 

に伴う本・支所等の異動（２２局）、スーパー・デパート（閉店を含 

め２２局）病院・療養所内（１３局）、大学・保養センター（１０局）、 

が主で利用者・利用率の減による）を占めていました。 

・改称郵便局＝２７局 ??・・市町村合併等に伴うものやショツピングセンター名の 

  改称、郵便局の場所移動によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった郵便局＝６３局  ??・・①住居表示が実施された場合 

       ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理 

       などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新による場合、および、 

       局移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が多くみられました。 

＊ その他、地区名の消滅等、補足住所の補完、ビル・店名改称に 

伴う変更等７８局の更新を実施 

・その他＝３８局 ??・・一時閉鎖、再開、通常局から簡易局への種別変更等。 


