
【8月 28 日 更新】 

 

 

○東日本大震災の影響により、営業を休止している郵便局 
 
 

【東北地方】 
＜直営郵便局＞ 

県名 
営業を休止し

ている局数 
営業している局数 

青森県 0 局 267 局  （全 267 局） 

岩手県 10 局 298 局  （全 308 局） 

宮城県 18 局 344 局  （全 362 局） 

秋田県 0 局 273 局  （全 273 局） 

山形県 0 局 289 局  （全 289 局） 

福島県 24 局 408 局  （全 432 局） 

合計 52 局 1,879 局（全 1,931 局） 
 

＜簡易郵便局＞ 

県名 
営業を休止し

ている局数 
営業している局数 

青森県 0 局 92 局  （全 92 局） 

岩手県 11 局 109 局 （全 120 局） 

宮城県 8 局 82 局  （全 90 局） 

秋田県 0 局 127 局 （全 127 局） 

山形県 0 局 106 局 （全 106 局） 

福島県 7 局 106 局 （全 113 局） 

合計 26 局 622 局 （全 648 局） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆岩手県 

＜直営郵便局＞ 10 局 

釜石浜町郵便局 岩手県釜石市浜町１－１－１０１ 

釜石松原郵便局 岩手県釜石市松原町３－６－２３ 

安渡郵便局 岩手県上閉伊郡大槌町安渡３－４０－２ 

箱崎郵便局 岩手県釜石市箱崎町７－６７－４ 

織笠郵便局 岩手県下閉伊郡山田町織笠１１－３４－９ 

平井賀郵便局 岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀３ 

島越郵便局 岩手県下閉伊郡田野畑村島越２１０－５ 

大船渡大通郵便局 岩手県大船渡市大船渡町茶屋前９４－３ 

陸前小友郵便局 岩手県陸前高田市小友町上新田１５－３ 

今泉郵便局 岩手県陸前高田市気仙町町１８４ 

 

＜簡易郵便局＞ 11 局 

岩手大沢簡易郵便局 岩手県下閉伊郡山田町大沢８－３３－１ 

立根簡易郵便局 岩手県大船渡市立根町関谷４５－１ 

玉の脇簡易郵便局 岩手県久慈市長内町４３－８ 

尾崎白浜簡易郵便局 岩手県釜石市平田８－７５ 

赤浜簡易郵便局 岩手県上閉伊郡大槌町赤浜１－２２－３ 

片岸簡易郵便局 岩手県釜石市片岸町９－５２－１ 

両石簡易郵便局 岩手県釜石市両石町２－１６－５ 

田の浜簡易郵便局 岩手県下閉伊郡山田町船越１３－３６ 

浪板簡易郵便局 岩手県上閉伊郡大槌町吉里々々１１－５６－４ 

崎浜簡易郵便局 岩手県大船渡市三陸町越喜来仲崎浜４９－５ 

新川原簡易郵便局 岩手県釜石市鵜住居町２８－３－７ 

 

 

◆宮城県 

＜直営郵便局＞ 18 局 

仙台蒲生郵便局 宮城県仙台市宮城野区蒲生町５－２ 

仙台荒浜郵便局 宮城県仙台市若林区荒浜南丁１ 

荻浜郵便局 宮城県石巻市荻浜家前２１ 

石巻門脇郵便局 宮城県石巻市門脇町５－１０－１４ 

石巻鹿妻郵便局 宮城県石巻市鹿妻南４－２－２６ 

東名郵便局 宮城県東松島市大塚南林下１１－５ 

大原浜郵便局 宮城県石巻市大原浜町３３－２ 

大川郵便局 宮城県石巻市釜谷韮島６１－２ 

船越郵便局 宮城県石巻市雄勝町船越天王山５８－１ 

北上郵便局 宮城県石巻市北上町十三浜月浜８７－１ 

陸前相川郵便局 宮城県石巻市北上町十三浜相川２９－１ 

戸倉郵便局 宮城県本吉郡南三陸町戸倉転石５１－６ 

歌津郵便局 宮城県本吉郡南三陸町歌津伊里前１７８－５ 

陸前小泉郵便局 宮城県気仙沼市本吉町下宿７７－８ 

気仙沼浜町郵便局 宮城県気仙沼市浜町１－２－１ 

気仙沼南町郵便局 宮城県気仙沼市南町４－１－２０ 

気仙沼魚市場前郵便局 宮城県気仙沼市魚市場前５－４ 

閖上郵便局 宮城県名取市閖上庚申塚１０５－２ 

 

 

 



＜簡易郵便局＞ 8 局 

名足簡易郵便局 宮城県本吉郡南三陸町歌津名足４６－１ 

大浦簡易郵便局 宮城県気仙沼市大浦２８１－２０ 

寺島簡易郵便局 宮城県岩沼市寺島浜里６２ 

歌津港簡易郵便局 宮城県本吉郡南三陸町歌津港１４０－５ 

中浜簡易郵便局 宮城県亘理郡山元町坂元中浜６３ 

矢本大曲簡易郵便局 宮城県東松島市大曲下台２８２ 

出島簡易郵便局 宮城県牡鹿郡女川町出島出島１３７ 

江島簡易郵便局 宮城県牡鹿郡女川町江島江島６２ 

 

 

◆福島県 

＜直営郵便局＞ 24 局 

郡山市役所内郵便局 福島県郡山市朝日１－２３－７ 

富岡郵便局 福島県双葉郡富岡町本町１－２５ 

双葉郵便局 福島県双葉郡双葉町新山下条９７－１ 

浪江郵便局 福島県双葉郡浪江町権現堂南深町４１－１ 

津島郵便局 福島県双葉郡浪江町下津島町２０ 

木戸郵便局 福島県双葉郡楢葉町下小塙町７ 

熊町郵便局 福島県双葉郡大熊町熊熊町８３５ 

請戸郵便局 福島県双葉郡浪江町請戸明神前２－３ 

幾世橋郵便局 福島県双葉郡浪江町北幾世橋大町３９ 

大熊郵便局 福島県双葉郡大熊町下野上大野１９０－３ 

大堀郵便局 福島県双葉郡浪江町小野田天神前６－２ 

葛尾郵便局 福島県双葉郡葛尾村落合西ノ内３５－１ 

楢葉郵便局 福島県双葉郡楢葉町井出西原７５ 

苅野郵便局 福島県双葉郡浪江町苅宿高橋４－４ 

夜ノ森郵便局 福島県双葉郡富岡町桜１－３ 

小高郵便局 福島県南相馬市小高区上町１－３８ 

飯館郵便局 福島県相馬郡飯舘村草野本町１２２ 

二枚橋郵便局 福島県相馬郡飯舘村二枚橋本町２６５－１ 

飯曾郵便局 福島県相馬郡飯舘村飯樋町５８ 

蛯沢郵便局 福島県南相馬市小高区蛯沢藤沼２１－１ 

真野郵便局 福島県南相馬市鹿島区烏崎寺下３－３ 

釣師浜郵便局 福島県相馬郡新地町谷地小屋釣師４－２ 

磯部郵便局 福島県相馬市磯部大浜１７３ 

山木屋郵便局 福島県伊達郡川俣町山木屋小塚２１－３ 

 

＜簡易郵便局＞ 7 局 
比曽簡易郵便局 福島県相馬郡飯舘村長泥長泥９１１ 

小宮簡易郵便局 福島県相馬郡飯舘村小宮曲田１５６ 

夫沢簡易郵便局 福島県双葉郡大熊町夫沢北原１０ 

野上簡易郵便局 福島県双葉郡大熊町野上秋葉台６３８ 

大柿簡易郵便局 福島県双葉郡浪江町川房大柿１６１－１ 

飯崎簡易郵便局 福島県南相馬市小高区飯崎南原４０ 

大倉簡易郵便局 福島県相馬郡飯舘村大倉大倉５７５ 

 


