
和歌山県
窓口名

連絡先 073-441-3184

FAX 073-428-2038

URL http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080800/index.html E-mail e0808002@pref.wakayama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0736-61-0030

FAX 0736-61-0034

URL http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/ E-mail e1302611@pref.wakayama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0736-33-4922

FAX 0736-33-4928

URL http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130300/ E-mail e1303111@pref.wakayama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0737-64-1299

FAX 0737-64-1268

URL http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130400/ E-mail e1304611@pref.wakayama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0738-24-2908

FAX 0738-24-2971

URL http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130500/ E-mail e1305111@pref.wakayama.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒649-6223
和歌山県岩出市高塚209

受付時間　午前９時００分～１１時３０分／午後１時００分～５時００分　（土曜、日曜、祝日、年末年始は受付
を行いません）

和歌山県　伊都振興局　建設部　総務調整課　建築グループ

住所
〒648-8541
和歌山県橋本市市脇4-5-8

和歌山県　県土整備部　都市住宅局　建築住宅課

住所
〒640-8585
和歌山市小松原通1-1

受付時間　午前９時００分～１１時３０分／午後１時００分～５時００分　（土曜、日曜、祝日、年末年始は受付
を行いません）

和歌山県　那賀振興局　建設部　総務調整課　建築グループ

和歌山県　日高振興局　建設部　総務調整課　建築グループ

住所
〒644-0011
和歌山県御坊市湯川町財部651

受付時間　午前９時００分～１１時３０分／午後１時００分～５時００分　（土曜、日曜、祝日、年末年始は受付
を行いません）

受付時間　午前９時００分～１１時３０分／午後１時００分～５時００分　（土曜、日曜、祝日、年末年始は受付
を行いません）

和歌山県　有田振興局　建設部　総務調整課　建築グループ

住所
〒643-0004
和歌山県有田郡湯浅町湯浅2355-1

受付時間　午前９時００分～１１時３０分／午後１時００分～５時００分　（土曜、日曜、祝日、年末年始は受付
を行いません）
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和歌山県
窓口名

連絡先 0739-26-7922

FAX 0739-26-4114

URL http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130600/130600.html E-mail e1306652@pref.wakayama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0735-21-9624

FAX 0735-21-9643

URL http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130700/ E-mail e1307711@pref.wakayama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0735-62-0755

FAX 0735-62-5390

URL
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130700/kushimoto/kus
himoto.htm

E-mail e1307611@pref.wakayama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 073-435-1100

FAX 073-435-1175

URL http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/index.html E-mail
kenchikushido@city.wakayama.lg.
jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 073-483-8482（内線：4335)

FAX 073-483-8483

URL https://www.city.kainan.lg.jp/index.html E-mail kensetui@city.kainan.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒647-8551
和歌山県新宮市緑ヶ丘2-4-8

受付時間　午前９時００分～１１時３０分／午後１時００分～５時００分　（土曜、日曜、祝日、年末年始は受付
を行いません）

和歌山県　東牟婁振興局　串本建設部　総務用地課　総務調整・建築グループ

住所
〒649-3510
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台783-8

和歌山県　西牟婁振興局　建設部　建築課

住所
〒646-8580
和歌山県田辺市朝日ヶ丘23-1

受付時間　午前９時００分～１１時３０分／午後１時００分～５時００分　（土曜、日曜、祝日、年末年始は受付
を行いません）

和歌山県　東牟婁振興局　新宮建設部　総務調整課　建築グループ

耐震化：住宅政策課
バリアフリー化：高齢者・地域福祉課、障害者支援課
空き家活用：空家対策課
環境対策：浄化衛生課

和歌山県海南市まちづくり部建設課

住所
〒642-8501
海南市南赤坂１１

月～金曜日　８時３０分～１７時１５分（祝、祭日・年末年始除く）

受付時間　午前９時００分～１１時３０分／午後１時００分～５時００分　（土曜、日曜、祝日、年末年始は受付
を行いません）

和歌山市都市建設局都市計画部建築指導課

住所
〒640-8511
和歌山市七番丁２３

月～金（祝祭日除く）８時３０分～１７時１５分
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和歌山県
窓口名

連絡先 0737-22-3619（内線：369)

FAX 0737-82-6968

URL https://www.city.arida.lg.jp/ E-mail tosiseibi@city.arida.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0738-23-5512

FAX 0738-24-1306

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0739-26-9935

FAX 0739-26-9956

URL http://www.city.tanabe.lg.jp/ E-mail kenchiku@city.tanabe.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0735-23-3333

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0736-77-2511

FAX 0736-77-3133

URL http://www.city.kinokawa.lg.jp E-mail K090300-001@city.kinokawa.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒644-8686
御坊市薗３５０

９：００～１７：００

田辺市役所建設部建築課

住所
〒646-8545
和歌山県田辺市新屋敷町１番地

有田市経済建設部都市整備課

住所
〒649-0392
有田市箕島５０

８：３０～１７：１５（土、日、祝日、年末年始は除く）

担当：公共建築係

御坊市都市建設課

紀の川市建設部都市計画課

住所
〒649-6492
紀の川市西大井３３８番地

月～金の９時～１７時（土日祝祭日、年末年始除く）

月～金（祝祭日除く）９時～１７時

建築課　建築係で相談お受けします。

新宮市管理課

住所
〒647-8555
新宮市春日１－１

９：００～１７：００
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和歌山県
窓口名

連絡先 0736-62-2141

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 073-489-2430

FAX 073-489-2510

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0736-22-0300

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0736-54-2019

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0736-56-3000

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒640-1192
海草郡紀美野町動木２８７

８：３０～１７：１５（土日祝日、年末年始を除く）

かつらぎ町企画公室

住所
〒649-7192
伊都郡かつらぎ町丁ノ町２１６０

岩出市事業部都市計画課

住所
〒649-6292
岩出市西野２０９

８：４５～１７：３０
（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く）

住宅耐震補助制度あり

紀美野町総務課

高野町建設課

住所
〒648-0281
伊都郡高野町高野山６３６

９：００～１７：００

８：３０～１７：１５（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く）

九度山町建設課

住所
〒648-0198
伊都郡九度山町九度山１１９０

９：００～１７：００（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く）
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和歌山県
窓口名

連絡先 0737-64-1124

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0737-63-1122

FAX 0737-62-2407

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0737-52-2111

FAX 0737-52-7822

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0738-23-4902

FAX 0738-23-3523

URL E-mail
shobousai@town.wakayama-
mihama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0738-63-3804

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒643-0071
有田郡広川町広川１５００

８：３０～１７：１５（土、日、祝日を除く）

有田川町建設課

住所
〒643-0021
有田郡有田川町下津野２０１８－４

湯浅町産業建設課

住所
〒643-0002
有田郡湯浅町青木６６８－１

９：００～１７：００

広川町企画政策課

日高町産業建設課

住所
〒649-1213
日高郡日高町高家６２６

９：００～１７：００

９：００～１７：００
土、日、祝日を除く

美浜町役場防災企画課

住所
〒644-0044
日高郡美浜町和田１１３８－２７８

９：００～１７：００
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和歌山県
窓口名

連絡先 0738-65-1801

FAX 0738-65-0282

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0738-42-0120

FAX 0738-42-0662

URL http://www.town.wakayama-inami.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0739-72-2015

FAX 0739-72-1223

URL http://www.town.minabe.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0738-22-1701

FAX 0738-22-9683

URL http://www.town.hidakagawa.lg.jp/ E-mail jumin@town.hidakagawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0739-43-6589（内線：１６５)

FAX 0739-43-5588

URL E-mail kensetsu@town.shirahama.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒649-1534
日高郡印南町印南２２５２－１

８：３０～１７：１５

みなべ町総務課

住所
〒645-0002
日高郡みなべ町芝７４２

由良町総務政策課

住所
〒649-1111
日高郡由良町里１２２０－１

９：００～１７：００
土日祝を除く

印南町総務課

白浜町建設課

住所
〒649-2211
西牟婁郡白浜町白浜１６００

８：３０～１７：１５

９：００～１７：００

日高川町住民課

住所
〒649-1324
日高郡日高川町土生１６０

９：００～１７：００
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和歌山県
窓口名

連絡先 0739-47-0550（内線：304)

FAX 0739-47-4005

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0739-55-2004

FAX 0739-55-4810

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0735-52-0560（内線：237)

FAX 0735-52-2526

URL E-mail
kensetu13@town.nachikatsuura.l
g.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0735-59-2335

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0735-72-0180

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒649-2621
すさみ町周参見４０８９

月～金　９時～１７時（ただし、祝祭日、年末年始は除く）

那智勝浦町建設課

住所
〒649-5392
東牟婁郡那智勝浦町大字築地７－１－１

和歌山県　上富田町

住所
〒649-2192
西牟婁郡上富田町朝来７６３

８：３０～１７：１５（土曜、日曜、祝日、年末年始は受付を行いません）

すさみ町産業建設課

古座川町建設課

住所
〒649-4104
東牟婁郡古座川町高池６７３－２

９：００～１７：００
(ただし、土日祝日など閉庁日を除く)

午前8時30分～午前12時、午後1時00分～午後5時15分（土曜、日曜、祝日、年末年始は受付を行いません）

太地町産業建設課

住所
〒649-5171
東牟婁郡太地町太地３７６７－１

午前8時30分～午前12時、午後1時00分～午後5時15分（土曜、日曜、祝日、年末年始は受付を行いません）

7



和歌山県
窓口名

連絡先 0735-49-2331

FAX

URL http://www.vill.kitayama.wakayama.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0735-67-7262（内線：2615)

FAX 0735-67-7328

URL E-mail
kensetsu@town.kushimoto.wakay
ama.jp

相談日時

備考

住所
〒649-3592
東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5

月～金　９時～１７時（ただし、祝祭日、年末年始は除く）

北山村産業建設課

住所
〒647-1603
東牟婁郡北山村大沼４２

９：００～１７：００

串本町役場　建設課
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