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１１．．和和歌歌山山県県各各機機関関所所在在地地

郵便番号 所　在　地 電話番号

〒640-8585 和歌山市小松原通１－１ 073-432-4111

海 草 〒640-8585
和歌山市湊通丁北１－１－４
(県庁第２南別館内)

073-441-3436

那 賀 〒649-6223 岩出市高塚２０９ 0736-63-0100

伊 都 〒648-8541 橋本市市脇４－５－８ 0736-34-1700

有 田 〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-63-4111

日 高 〒644-0011 御坊市湯川町財部６５１ 0738-22-3111

西牟婁 〒646-8580 田辺市朝日ケ丘２３－１ 0739-22-1200

東牟婁 〒647-8551 新宮市緑ケ丘２－４－８ 0735-22-8551

〒102-0093
千代田区平河町２－６－３
都道府県会館１２階

03-5212-9057

     県庁・７振興局・東京事務所の所在地

振

興

局

東京事務所

機関名

県    庁
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２２．．都都道道府府県県庁庁所所在在地地

北海道 〒060-8588 札幌市中央区北三条西６丁目 011-231-4111

青　森 〒030-8570 青森市長島１－１－１ 017-722-1111

岩　手 〒020-8570 盛岡市内丸１０－１ 019-651-3111

宮　城 〒980-8570 仙台市青葉区本町３－８－１ 022-211-2111

秋　田 〒010-8570 秋田市山王４－１－１ 018-860-1111

山　形 〒990-8570 山形市松波２－８－１ 023-630-2211

福　島 〒960-8670 福島市杉妻町２－１６ 024-521-1111

茨　城 〒310-8555 水戸市笠原町９７８－６ 029-301-1111

栃　木 〒320-8501 宇都宮市塙田１－１－２０ 028-623-2323

群　馬 〒371-8570 前橋市大手町１－１－１ 027-223-1111

埼　玉 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 048-824-2111

千　葉 〒260-8667 千葉市中央区市場町１－１ 043-223-2110

東　京 〒163-8001 新宿区西新宿２－８－１ 03-5321-1111

神奈川 〒231-8588 横浜市中区日本大通１ 045-210-1111

新　潟 〒950-8570 新潟市中央区新光町４－１ 025-285-5511

富　山 〒930-8501 富山市新総曲輪１－７ 076-431-4111

石　川 〒920-8580 金沢市鞍月１－１ 076-225-1111

福　井 〒910-8580 福井市大手３－１７－１ 0776-21-1111

山　梨 〒400-8501 甲府市丸の内１－６－１ 055-237-1111

長　野 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下６９２－２ 026-232-0111

岐　阜 〒500-8570 岐阜市薮田南２－１－１ 058-272-1111

静　岡 〒420-8601 静岡市葵区追手町９－６ 054-221-2455

愛　知 〒460-8501 名古屋市中区三の丸３－１－２ 052-961-2111

都　道
府県名

郵便番号 所　　在　　地 電話番号
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三　重 〒514-8570 津市広明町１３番地 059-224-3070

滋　賀 〒520-8577 大津市京町４－１－１ 077-528-3993

京　都 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 075-451-8111

大　阪 〒540-8570 大阪市中央区大手前２丁目 06-6941-0351

兵　庫 〒650-8567 神戸市中央区下山手通５－１０－１ 078-341-7711

奈　良 〒630-8501 奈良市登大路町３０番地 0742-22-1101

和歌山 〒640-8585 和歌山市小松原通１－１ 073-432-4111

鳥　取 〒680-8570 鳥取市東町１－２２０ 0857-26-7111

島　根 〒690-8501 松江市殿町１番地 0852-22-5111

岡　山 〒700-8570 岡山市北区内山下２－４－６ 086-224-2111

広　島 〒730-8511 広島市中区基町１０－５２ 082-228-2111

山　口 〒753-8501 山口市滝町１－１ 083-922-3111

徳　島 〒770-8570 徳島市万代町１－１ 088-621-2500

香　川 〒760-8570 高松市番町４－１－１０ 087-831-1111

愛　媛 〒790-8570 松山市一番町４－４－２ 089-941-2111

高　知 〒780-8570 高知市丸ノ内１－２－２０ 088-823-1111

福　岡 〒812-8577 福岡市博多区東公園７－７ 092-651-1111

佐　賀 〒840-8570 佐賀市城内１－１－５９ 0952-24-2111

長　崎 〒850-8570 長崎市尾上町３－１ 095-824-1111

熊　本 〒862-8570 熊本市水前寺６－１８－１ 096-383-1111

大　分 〒870-8501 大分市大手町３－１－１ 097-536-1111

宮　崎 〒880-8501 宮崎市橘通東２－１０－１ 0985-26-7111

鹿児島 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町１０－１ 099-286-2111

沖　縄 〒900-8570 那覇市泉崎１－２－２ 098-866-2333

都　道
府県名

郵便番号 所　　在　　地 電話番号
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　　３３．．市市町町村村関関係係団団体体

（令和５年３月１日現在）

和歌山県市長会

会　　長

副 会 長 三浦　源吾　（御坊市長）

事務局長

所 在 地

電話番号 ０７３－４３２－１７９０

和歌山県町村会

会　　長

副 会 長

事務局長

所 在 地

電話番号

平野　嘉也 （高野町長） 伊都郡 三木　一弘  （かつらぎ町役場内）

中山　正隆 （有田川町長） 有田郡 林　　孝茂  （有 田 振興局内）

久留米　啓史 （日高川町長） 日高郡 寒川　正人  （日 高 振興局内）

奥田　誠 （上富田町長） 西牟婁郡 山本　博之  （西牟婁振興局内）

西前　啓市 （古座川町長） 東牟婁郡 久保田 清之 （東牟婁振興局内）

和歌山県市町村職員研修協議会

会　　長

事務局長 田又　俊男

所 在 地 〒640-8263　和歌山市茶屋ノ丁２番１  和歌山県自治会館３Ｆ

電話番号 ０７３－４３６－２８６０

和歌山県市議会議長会

会　　長 戸田　正人　（和歌山市議会議長）

事務局長 中西　太

所 在 地 〒640-8511　和歌山市七番丁２３　和歌山市役所内

電話番号 ０７３－４３２－００２２　　

尾花　正啓　（和歌山市長）

   各郡町村会事務局長（ 所 在 地 ）理　　　事

原田　武男　

尾花　正啓　（和歌山市長）

〒640-8263　和歌山市茶屋ノ丁２番１　　和歌山県自治会館５Ｆ

〒640-8263　和歌山市茶屋ノ丁２番１　和歌山県自治会館５Ｆ

０７３－４３１－０１３１

青木　茂二

西岡　利記　（広川町長）　　井澗　誠　（白浜町長）

岡本　章  　（九度山町長）
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和歌山県町村議会議長会

会　　長 大石　哲雄　　（上富田町議会議長）

事務局長 青木　茂二

所 在 地 〒640-8263　和歌山市茶屋ノ丁２番１　和歌山県自治会館５Ｆ

電話番号 ０７３－４２３－３３４０

役職名

和歌山県市町村職員共済組合

理 事 長 小谷　芳正　（みなべ町長）

事務局長 前田　昌宏

所 在 地 〒640-8263　和歌山市茶屋ノ丁２番１　和歌山県自治会館４Ｆ

電話番号 ０７３－４３１－０１１１

公益財団法人和歌山県市町村振興協会

理 事 長

事務局長

所 在 地 〒640-8263　和歌山市茶屋ノ丁２番１　和歌山県自治会館５Ｆ

電話番号 ０７３－４３２－１７９０　

和歌山地方税回収機構

管 理 者

事務局長 森　和男

所 在 地 〒640-8263　和歌山市茶屋ノ丁２番１　和歌山県自治会館６Ｆ

電話番号 ０７３－４２２－３６３０

尾花　正啓　（和歌山市長）

監　事

副会長

氏　　　　名

谷　　重幸　　（美 浜 町議会議長）

伊都　堅仁　　（紀美野町議会議長）

横矢　政明　　（湯 浅 町議会議長）

松谷　順功　　（高 野 町議会議長）

原田　武男　

尾花　正啓　（和歌山市長）
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