
男」糸氏

薬局及び店舗販売業の店捨甫が存しない離島

平成 24年 2月 1日 現在

都道府県名 市町村名 島名

北海道 羽幌町 焼尻島

北海道 羽IF.町 天売島

北海道 厚岸町 小 島

宮城県 女川町 出島

宮城県 女川町 江島

宮城県 石巻市 網地島

官城県 石巻市 口代島

宮城県 石巻市 金華山

宮城県 塩竃市 寒風沢島

宮城県 塩竃市 野々島

宮城県 塩竃市 桂 島

宮城県 塩竃市 本卜島

東京都 利島村 利 島

東京都 新島村 式根島

東京都 御蔵島村 御蔵島

東京都 青ケ島村 青ケ島

東京都 小笠原村 母 島

東京都 小笠原村 硫黄島

東京都 小笠原村 南鳥島

新潟県 粟島浦村 粟 島

石川県 輪島市 舶倉島

静岡県 熱海市 初島

愛知県 ―色町 佐久島

二重県 鳥羽市 神 島

二重県 鳥羽市 菅島

二重県 志摩市 渡鹿野島

二重県 志摩市 間崎島

兵庫県 南あわじ市 沼島

兵庫県 姫路市 男鹿 島

ト



兵庫県 姫路市 坊勢島

兵庫県 姫路市 西島

同山県 備前市 鹿久居島

岡山県 備前市 大多府島

岡山県 備前市 頭島

岡山県 備前市 鴻島

岡山県 岡山市 犬島

同山県 玉野市 石 島

岡山県 倉敷市 松 島

岡山県 倉敷市 六 日島

岡山県 笠岡市 高 島

岡山県 笠岡市 白石島

岡山県 笠岡市 真鍋島

岡山県 笠岡市 小飛島

同山県 笠岡市 大飛島

岡山県 笠岡市 六島

広島県 尾道市 細 島

広島県 尾道市 高根島

広島県 尾道市 岩子島

広島県 三原市 佐木島

広島県 三原市 小佐木島

広島県 大崎上島町 生野島

広島県 大崎上島町 契島

広島県 呉 市 三角島

広島県 呉市 斎島

広島県 呉市 情 島

広島県 大竹市 阿多口島

広島県 尾道市 百島

広島県 東広島市 大芝島

広島県 福山市 走島

広島県 竹原市 大久野島

広島県 広島市 金輪島

山口県 岩国市 端島



山口県 岩国市 柱島

山口県 岩国市 黒島

山口県 周防大島町 情島

山口県 周防大島町 浮島

山口県 周防大島町 前島

山口県 周防大島町 笠佐島

山口県 口布施町 馬島

山口県 平生町 佐合島

山口県 上関町 ノヽ島

山口県 光市 牛島

山口県 周南市 大津島

山口県 防府市 野島

山口県 下関市 蓋井島

山口県 下関市 六連島

山口県 萩市 見島

山口県 萩市 大島

山口県 萩市 櫃 島

山口県 萩市 相島

山口県 柳井市 平郡島

徳島県 阿南市 伊島

徳島県 牟岐町 出羽島

香り県 土庄町 小豊島

香川県 土庄町 豊島

香川県 土庄町 沖ノ島

香川県 直島町 牛ケ首島

香川県 直島町 屏風島

香り川県 直島町 向島

香川県 高松市 男木島

香川県 高松市 女木島

香り県 高松市 大島

香り県 坂出市 櫃石島

香川県 坂出市 岩黒島

香川県 坂出市 与島



香川県 坂出市 小与島

香り県 丸亀市 本島

香り県 丸亀市 牛島

香川県 丸亀市 広島

香川県 丸亀市 手島

香川県 丸亀市 小手島

香り県 多度津町 佐柳島

香り県 多度津町 高見島

香り県 三豊市 粟島

香り県 三豊市 志々島

香川県 観音寺市 伊吹島

愛媛県 上島町 高井神島

愛媛県 上島町 魚 島

愛媛県 上島町 佐 島

愛媛県 上島町 豊島

愛媛県 上島町 生名島

愛媛県 上島町 赤穂根島

愛媛県 今治市 弟島島

愛媛県 今治市 津島

愛媛県 今治市 大下島

愛媛県 今治市 小大下島

愛媛県 今治市 小島

愛媛県 今治市 来島

愛媛県 今治市 馬島

愛媛県 今治市 比岐島

愛媛県 新居浜市 大島

愛媛県 松山市 安居島

愛媛県 松山市 野忽那島

愛媛県 松山市 睦月島

愛媛県 松山市 怒和島

愛媛県 松山市 津和地島

愛媛県 松山市 二神島

愛媛県 松山市 釣島




