
市町村名 町丁目名・番（番地）・号

和歌山市 和歌山市ふれ愛センター 和歌山市 木広町５丁目１－９ ○

大新公園 和歌山市 坊主町12

汀公園 和歌山市 西汀丁２７

岡東公園 和歌山市 広瀬中ノ丁１丁目１６

岡公園 和歌山市 岡山丁３

南片原公園 和歌山市 雄松町１丁目１２

雄湊公園 和歌山市 有田屋町５

牛町公園 和歌山市 南牛町４８

河岸公園 和歌山市 久保丁４丁目７０

湊北公園 和歌山市 伝法橋南ノ丁１８

土佐町公園 和歌山市 土佐町１丁目４３

新南公園 和歌山市 木広町３丁目１１

美園公園 和歌山市 美園町２丁目９５

吹上公園 和歌山市 堀止東２丁目１０

堀止公園 和歌山市 堀止東１丁目４－２３

砂山公園 和歌山市 出口中ノ丁７

長町公園 和歌山市 東長町９丁目８

港公園 和歌山市 築港４丁目１４

湊御殿公園 和歌山市 湊御殿３丁目７－７

端ノ丁公園 和歌山市 土佐町３丁目６

今福公園　　　　　　　 和歌山市 今福２丁目２１１－３

宇須児童遊園 和歌山市 宇須３丁目１３６－１０

新堀児童遊園 和歌山市 新堀東２丁目３１０－９６

太田第一公園　　　　　　　　 和歌山市 太田３丁目２

太田第二公園　　　　　　　　 和歌山市 太田２丁目１２

鳴神公園 和歌山市 鳴神９５１

太田第四公園　　　　　　　　 和歌山市 太田１丁目８

出水公園 和歌山市 秋月７５－１

南太田公園 和歌山市 太田４丁目８

城東公園 和歌山市 友田町３丁目２９－１

黒田公園 和歌山市 黒田２丁目４

宮北公園 和歌山市 黒田３５９－１

松島公園 和歌山市 松島２６２－３５

中之島公園 和歌山市 中之島１４９５

向之芝公園 和歌山市 中之島２２５１

紀和駅前防災公園 和歌山市 中之島及び宇治家裏地内

杭ノ瀬北公園 和歌山市 杭ノ瀬６２－１

南出島公園 和歌山市 南出島２９－１６

手平第二公園 和歌山市 手平２丁目２２３－１

杭ノ瀬公園 和歌山市 杭ノ瀬８－１

湊公園 和歌山市 湊３丁目３０１

島橋公園 和歌山市 島橋西ノ丁１

福島公園 和歌山市 福島１２０－１

野崎公園 和歌山市 野崎１９１－１

木本公園　　　　　　　 和歌山市 木ノ本７６１－２

栄谷公園 和歌山市 栄谷４９６

栄谷団地公園 和歌山市 栄谷１５３－２

栄谷南公園 和歌山市 栄谷８３－１

二葉団地児童遊園 和歌山市 土入２９１－８８

善明寺公園 和歌山市 善明寺３６３－２

平井公園 和歌山市 市小路２５３－１

平井中央公園 和歌山市 平井４７０－１

市小路公園 和歌山市 市小路４４－１

善明寺北公園 和歌山市 善明寺７０６－１２３
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善明寺中央公園 和歌山市 善明寺１１３－４

岩橋公園 和歌山市 岩橋１５６０－１

岡崎中央児童遊園 和歌山市 井辺１４４－１０７

西庄公園 和歌山市 西庄２１５

松下公園 和歌山市 祢宜１２６４

和佐児童遊園 和歌山市 祢宜１２２４－１

本渡公園 和歌山市 本渡３６９

赤津広場 和歌山市 冬野１６５－１

口須佐公園 和歌山市 口須佐５１－４

園部公園 和歌山市 園部２１２－１

川永団地公園　　　　　　　　　　　　 和歌山市 島２６－１０

大垣内公園　　　　　　　 和歌山市 大垣内７２０－１　　　　　　　

東田中公園 和歌山市 東田中１６０

山口西公園 和歌山市 山口西１００－２

弘西公園 和歌山市 弘西９２０－２

上野公園 和歌山市 上野８７－３

鴨居川団地公園 和歌山市 北１０１－１７

秋葉山公園 和歌山市 秋葉町１４

高津公園 和歌山市 関戸３丁目７７５－１

紀三井寺児童遊園東 和歌山市 紀三井寺１－５６

紀三井寺児童遊園西 和歌山市 紀三井寺１－２０４

和歌山公園 和歌山市 一番丁３

あいあいセンター 和歌山市 小人町２９ ○

和歌山東公園（体育館） 和歌山市 北出島１３３ ○

わかちか広場 和歌山市 美園町５丁目１３－２ ○ ○

城北公園地下駐車場 和歌山市 西鍛冶屋町７ ○ ○
けやき大通り地下駐車場 和歌山市 美園町５丁目１３－２ ○ ○
和歌川終末処理場（屋外） 和歌山市 塩屋5丁目3-41
つつじが丘テニスコート 和歌山市 つつじが丘4丁目4 ○

本町小学校跡 和歌山市 住吉町１ ○

伏虎義務教育学校 和歌山市 鷺ノ森南ノ丁１ ○

広瀬小学校 和歌山市 広瀬中ノ丁１丁目５ ○

雄湊グラウンド 和歌山市 東坂ノ上丁３

市民会館 和歌山市 伝法橋南ノ丁７ ○

新南小学校 和歌山市 木広町４丁目２３ ○

城東中学校 和歌山市 美園町２丁目６３ ○

吹上小学校　 和歌山市 吹上４丁目１－１５ ○

砂山小学校 和歌山市 砂山南２丁目１－５２ ○

西和中学校　 和歌山市 砂山南３丁目３－９ ○

今福小学校 和歌山市 今福３丁目７－４６ ○

高松小学校 和歌山市 東高松２丁目４－４５ ○

宮小学校 和歌山市 秋月４７５ ○

太田小学校 和歌山市 太田６３６ ○

日進中学校 和歌山市 秋月３６５－３ ○

宮北小学校 和歌山市 納定２１ ○

四箇郷小学校 和歌山市 有本１８３ ○

四箇郷北小学校 和歌山市 有本３２１ ○

紀之川中学校 和歌山市 有本６６８－１ ○

中之島小学校 和歌山市 中之島１４９１ ○

芦原小学校 和歌山市 雄松町４丁目２５ ○

宮前小学校 和歌山市 北中島１丁目７－４ ○

東和中学校 和歌山市 杭ノ瀬１１６ ○

湊小学校 和歌山市 湊２丁目１７－４０ ○

野崎小学校 和歌山市 野崎１３０－１ ○
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福島小学校 和歌山市 福島１３５－４ ○

野崎西小学校 和歌山市 梶取３０１－３ ○

河北中学校 和歌山市 北島３７０－１ ○

三田小学校 和歌山市 和田４１９－１ ○

松江小学校 和歌山市 松江北４丁目１－１ ○

河西中学校 和歌山市 松江北５丁目１９－１ ○

木本小学校 和歌山市 榎原２５５ ○

貴志小学校 和歌山市 栄谷８９５－２ ○

貴志南小学校 和歌山市 中野１１－１ ○

貴志中学校 和歌山市 梅原５７９－２ ○

藤戸台小学校 和歌山市 栄谷974-245

楠見小学校 和歌山市 大谷３４９－２ ○

楠見西小学校 和歌山市 市小路３１ ○

楠見東小学校 和歌山市 善明寺１５０－１ ○

楠見中学校 和歌山市 善明寺７０６ ○

西和佐小学校 和歌山市 栗栖８４－１ ○

岡崎小学校 和歌山市 寺内４２６ ○

西脇小学校 和歌山市 西庄１０１２ ○

西脇中学校 和歌山市 西庄１１１０－５ ○

八幡台小学校 和歌山市 西庄１１１０ ○

和佐小学校 和歌山市 祢宜９４９－２ ○

高積中学校 和歌山市 布施屋１１２－２ ○

河南総合体育館 和歌山市 和佐中１６５－１ ○

安原小学校 和歌山市 江南２３９ ○

東中学校 和歌山市 松原３３７ ○

山東小学校 和歌山市 吉礼３２６ ○

東山東小学校 和歌山市 山東中５２－１ ○

有功小学校 和歌山市 園部１４５３ ○

鳴滝小学校 和歌山市 善明寺６１５－３ ○

有功東小学校 和歌山市 六十谷８９５ ○

有功中学校 和歌山市 六十谷１２３８ ○

市立和歌山高校 和歌山市 六十谷４５ ○

直川小学校 和歌山市 直川１２５３ ○

川永小学校 和歌山市 楠本２８５ ○

小倉小学校 和歌山市 新庄３４８ ○

加太小学校 和歌山市 加太１２１０ ○

加太中学校 和歌山市 加太２６９２－１ ○

山口小学校 和歌山市 里１４６ ○

紀伊小学校 和歌山市 弘西３２１ ○

紀伊中学校 和歌山市 北野５４４－１ ○

松下体育館 和歌山市 西浜１０３７ ○

雑賀小学校 和歌山市 西浜１丁目４－４８ ○

西浜中学校 和歌山市 西小二里１丁目６－１ ○

和歌浦小学校 和歌山市 和歌浦西２丁目１－１８ ○

名草小学校 和歌山市 紀三井寺２４０ ○

明和中学校 和歌山市 紀三井寺８３２－１ ○

浜宮小学校 和歌山市 内原７７８－１６ ○

雑賀崎小学校　 和歌山市 西浜１１４８ ○

中央コミュニティセンター 和歌山市 三沢町１丁目２ ○
河西コミュニティセンター 和歌山市 松江北２丁目２０－７ ○

市民体育館 和歌山市 土入３１８－１ ○

河北コミュニティセンター 和歌山市 市小路１９２－３ ○
東部コミュニティセンター 和歌山市 寺内６６５ ○
河南コミュニティセンター 和歌山市 布施屋４１ ○
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北コミュニティセンター 和歌山市 直川３２６-7 ○
元西脇中学校跡 和歌山市 西庄１０３７
県立向陽中学校・高等学校 和歌山市 太田１２７ ○
県立和歌山高等学校 和歌山市 新庄１８８番地 ○
県立桐蔭中学校・高等学校 和歌山市 吹上五丁目６番１８号 ○
県立和歌山東高等学校 和歌山市 森小手穂１３６ ○
県立和歌山北高等学校（西校舎） 和歌山市 西ノ庄１１４８番地１ ○
県立和歌山北高等学校（北校舎） 和歌山市 市小路３８８ ○
県立星林高等学校 和歌山市 西浜２丁目９－９ ○
県立和歌山商業高校 和歌山市 砂山南３丁目３番９４号 ○
県立和歌山工業高等学校 和歌山市 西浜３丁目６番１号 ○
県立きのくに青雲高等学校 和歌山市 吹上五丁目６－８ ○
県立和歌山盲学校 和歌山市 府中９４９－２３ ○
県立和歌山ろう学校 和歌山市 砂山南３丁目１番７３号 ○
県立紀北支援学校 和歌山市 冬野２２７番地 ○
県立紀伊コスモス支援学校 和歌山市 弘西５５５番地 ○
県立和歌山さくら支援学校 和歌山市 西庄１１４８番地１ ○

海南市 海南市立室山保育所 海南市 黒江２２２番地
海南市立内海保育所 海南市 鳥居６９番地 ○
海南市立きらら子ども園 海南市 沖野々４３４番地 ○
海南市住民センター 海南市 沖野々４４３番地５ ○
海南市中野上公民館 海南市 野上中１６７番地５ ○
海南市海南保健福祉センター 海南市 日方１５１９番地１０ ○
海南駅前広場 海南市 名高５３０番地
海南市下津保健福祉センター 海南市 下津町上１４番地６ ○
海南市下津港湾防災管理事務所 海南市 下津町下津３０６６番地１６ ○
海南市防災センター（消防庁舎） 海南市 日方１２９４番地１３ ○
海南市立黒江小学校 海南市 船尾２３６番地４ ○
海南市立日方小学校 海南市 日方１２５７番地 ○
海南市立内海小学校 海南市 鳥居１９０番地 ○
海南市立大野小学校 海南市 山田９１番地１ ○
海南市立亀川小学校 海南市 且来６５５番地 ○
海南市立巽小学校 海南市 重根１２０３番地 ○
海南市立北野上小学校 海南市 孟子１７４番地 ○
海南市立中野上小学校 海南市 椋木９３番地 ○
海南市立南野上小学校 海南市 次ヶ谷８０番地 ○
海南スポーツセンター 海南市 船尾２６０番地３ ○
海南市立海南中学校 海南市 日方９６２番地２ ○
海南市立第三中学校 海南市 鳥居１５番地３ ○
海南市立亀川中学校 海南市 且来９９０番地 ○
海南市立巽中学校 海南市 阪井３９９番地 ○
海南市立東海南中学校 海南市 野上中５９０番地 ○
海南市民会館 海南市 日方１２７１番地１０８ ○
海南市黒江公民館 海南市 黒江６９３番地４ ○
海南市日方公民館 海南市 日方８３９番地 ○
海南市内海公民館 海南市 鳥居６５０番地１ ○
海南市大野公民館 海南市 大野中６００番地２ ○
海南市亀川公民館 海南市 且来２７２番地 ○
海南市北野上公民館 海南市 原野３２６番地３ ○
海南市南野上公民館 海南市 次ヶ谷８０番地 ○
海南市巽コミュニティセンター 海南市 阪井２７４番地 ○
海南市総合体育館 海南市 大野中１１０６番地 ○ ○
海南市民運動場 海南市 大野中１００６番地
海南市沖野々スポーツ広場 海南市 沖野々２７８番地１
海南市東部運動場 海南市 木津３８２番地
海南市立下津小学校 海南市 下津町下津４７７番地 ○
海南市立下津第一中学校 海南市 下津町下津５００番地２ ○
海南市立海南下津高等学校 海南市 下津町丸田８７番地 ○
海南市立大東小学校 海南市 下津町方１番地 ○
（旧）海南市立大崎小学校 海南市 下津町大崎３８３番地 ○
海南市立加茂川小学校 海南市 下津町小松原２３番地 ○
（旧）海南市立加茂第二小学校 海南市 下津町市坪２４０番地 ○
海南市立下津第二中学校 海南市 下津町下２８７番地２ ○
（旧）海南市立仁義小学校 海南市 下津町引尾７５６番地１ ○
（休）海南市立塩津小学校 海南市 下津町塩津９０８番地 ○
海南市民交流センター 海南市 下津町下津５００番地１ ○
海南市拝待体育館 海南市 下津町下津５００番地１ ○
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沖野々公園 海南市 沖野々２７８番地６
（休）海南市立内海小学校冷水分校 海南市 冷水４９４番地
別院広場 海南市 別院６３６番地１
港ふれあい公園 海南市 下津町下津２７番地３
梅田ゲートボール場 海南市 下津町梅田５５２番地３
こじか保育所 海南市 下津町上２番地１ ○
下津防災コミュニティセンター 海南市 下津町丸田２１７番地１ ○
黒江防災コミュニティセンター 海南市 船尾２２２番地２１ ○
県立海南高等学校海南校舎 海南市 大野中６５１ ○
冷水集会所 海南市 冷水325番地31

橋本市 山内防災センター 橋本市 隅田町山内２５５番地の２ ○
やどり温泉いやしの湯 橋本市 北宿５番地
橋本市立境原小学校 橋本市 小峰台１丁目２５番１号 ○
橋本市立隅田中学校 橋本市 隅田町芋生２４３番地 ○
元兵庫幼稚園 橋本市 隅田町下兵庫３９５番地 ○
橋本市立隅田小学校 橋本市 隅田町垂井２０番地 ○
橋本市立恋野小学校 橋本市 赤塚１２９番地 ○
橋本市立学文路小学校 橋本市 学文路９００番地 ○
旧学文路中学校体育館 橋本市 清水３６３番地 ○
橋本市立紀見東中学校 橋本市 城山台１丁目３９番２号 ○
橋本市立城山小学校 橋本市 城山台２丁目１０番２号 ○
橋本市東家体育館 橋本市 東家２丁目１番１３号 ○
橋本市立橋本中央中学校 橋本市 市脇５丁目３番８号 ○
旧西部中学校体育館 橋本市 柏原５００番地 ○
橋本市立西部小学校 橋本市 柏原５５４番地 ○
橋本市立柱本小学校 橋本市 紀見ヶ丘２丁目２０番１ ○
橋本市立三石小学校 橋本市 三石台２丁目１番１号 ○
橋本市立紀見北中学校 橋本市 三石台３丁目１９番 ○
橋本市立紀見幼稚園 橋本市 御幸辻２８４番地 ○
橋本市立紀見小学校 橋本市 柿の木坂２５番地の１号 ○
橋本市伏原体育館 橋本市 高野口町伏原８０６－１ ○
橋本市立高野口中学校 橋本市 高野口町名古曽１３２２－１０ ○
橋本市立応其小学校 橋本市 高野口町名古曽１９－１ ○
橋本市立信太小学校 橋本市 高野口町九重８７ ○
県立橋本高等学校 橋本市 古佐田４丁目１０番１号 ○
県立紀北工業高等学校 橋本市 神野々８０９番地 ○
県立伊都中央高等学校 橋本市 高野口町名古曽５５８番地 ○
県立きのかわ支援学校 橋本市 高野口町向島１０１番の３ ○

有田市 有田市立箕島小学校 有田市 箕島１５５ ○
有田市立箕島中学校 有田市 箕島７９ ○
有田市立港小学校 有田市 港町２６１ ○
有田市立初島小学校 有田市 初島町里１２４２ ○
有田市立初島中学校 有田市 初島町里１３５０－１ ○
有田市立保田中学校 有田市 辻堂４６８ ○
有田市立保田小学校 有田市 辻堂４７４ ○
有田市立田鶴小学校 有田市 宮崎町２１３１ ○
有田市立糸我小学校 有田市 糸我町中番３３０ ○
有田市立文成中学校 有田市 宮原町新町１ ○
有田市立宮原小学校 有田市 宮原町滝川原１ ○
県立箕島高等学校箕島校舎 有田市 箕島５５ ○
県立箕島高等学校宮原校舎 有田市 宮原町新町４１６ ○

御坊市 御坊市役所 御坊市 薗３５０ ○ ○
薗会館 御坊市 島３５８－１ ○
わかば保育園 御坊市 島３３３ ○
つばさ保育園 御坊市 島４３０－２ ○
島会館 御坊市 島４８６－１ ○
財部会館 御坊市 湯川町財部４８５ ○
しらゆり保育園 御坊市 湯川町富安１９１３－７ ○
野口会館 御坊市 野口１３３９ ○
藤田会館 御坊市 藤田町吉田２８８－１ ○
湯川文化会館 御坊市 湯川町富安１９１３－７ ○
御坊小学校 御坊市 薗２２６ ○
中央公民館 御坊市 薗３７８－１ ○
市立体育館 御坊市 薗７６ ○
勤労青少年ホーム 御坊市 薗７６ ○
御坊中学校 御坊市 島１０ ○
市立武道館 御坊市 島４２６－１ ○
湯川小学校 御坊市 湯川町小松原１７９ ○
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湯川コミュニティセンター 御坊市 湯川町小松原３１７－１ ○
湯川中学校 御坊市 湯川町小松原５０ ○
名田中学校 御坊市 名田町上野１３４８－１５ ○
名田小学校 御坊市 名田町野島３２６ ○
塩屋小学校 御坊市 塩屋町南塩屋１７ ○
河南中学校 御坊市 塩屋町北塩屋３００ ○
野口コミュニティセンター 御坊市 野口２５４ ○
野口小学校 御坊市 野口７６１ ○
藤田小学校 御坊市 藤田町藤井２０４７－１ ○
藤田コミュニティセンター 御坊市 藤田町藤井２１１９－１ ○
県立日高高等学校 御坊市 島４５番地 ○
県立紀央館高等学校 御坊市 湯川町小松原４３－１ ○

田辺市 白寿荘 田辺市 龍神村福井１０１７番地の２
甲斐ノ川地域防災センター 田辺市 龍神村甲斐ﾉ川３１１番地 ○
小家会館 田辺市 龍神村小家７１４番地の１
宮代地区老人憩いの家 田辺市 龍神村宮代２１２番地
丹生ノ川振興館 田辺市 龍神村丹生ﾉ川２８０番地の１ ○
東地区集会所 田辺市 龍神村東１０１３番地の３
龍神保健センター 田辺市 龍神村西３４０番地
龍神行政局 田辺市 龍神村西３７６番地 ○
上柳瀬多目的集会施設 田辺市 龍神村柳瀬１１２２番地
龍神高齢者福祉センター 田辺市 龍神村柳瀬１１３４番地 ○
下柳瀬地区集会所 田辺市 龍神村柳瀬５２９番地
龍神高齢者生きがい研修館 田辺市 龍神村小又川４２２番地の６
廣井原農林漁家婦人活動促進施設（広栄会館） 田辺市 龍神村廣井原３３番地の３
上廣井原集会所 田辺市 龍神村廣井原６１７番地の２
湯ﾉ又地区集会所 田辺市 龍神村湯ﾉ又３２９番地
龍神会館 田辺市 龍神村龍神２７番地
上秋津農村環境改善センター 田辺市 上秋津２０４６ ○
まろみ保育所 田辺市 中万呂６ ○
高齢者複合福祉施設たきの里 田辺市 たきない町２２－１ ○
田辺市民総合センター 田辺市 高雄一丁目２３－１ ○
社会福祉センター 田辺市 中屋敷町２４－４９ ○
西部センター 田辺市 天神崎１１－１９ ○
もとまち保育所 田辺市 天神崎３－２８ ○
稲成保育所 田辺市 稲成町７０１－２２ ○
芳養児童センター 田辺市 芳養町１７２５－２８ ○
はやざと保育所 田辺市 芳養町１７７４－９ ○
元町長寿館 田辺市 上の山２-１３-３１
上芳養農村環境改善センター 田辺市 上芳養３１６５ ○
日向保育所 田辺市 上芳養９９２－１ ○
竹藪多目的集会所 田辺市 秋津川２０９０－４
紀州備長炭記念公園 田辺市 秋津川１４９１－１
上野多目的集会所 田辺市 上野６５４－３
東原多目的集会所 田辺市 長野１１４６－２ ○
下附集落会館 田辺市 鮎川５１０-１ ○
大塔ふくしかいかん 田辺市 鮎川５８３-９ ○
宇立集会所 田辺市 鮎川８３６-１
上野悠悠館 田辺市 下川下１２５９-３
下川上集会所 田辺市 下川上２２２
とみさと交流館 田辺市 下川下９８２
富里福祉センター 田辺市 下川下９８９ ○
平瀬集会所 田辺市 平瀬４７４-１
緑の学習館 田辺市 熊野３９４
三川福祉センター 田辺市 向山３５４-１ ○
裏地集会所 田辺市 中辺路町野中９９３番地
近露道中集会所 田辺市 中辺路町近露１１４６番地
ちかの保育園 田辺市 中辺路町近露１１８１番地
木の下集会所 田辺市 中辺路町近露１１８９番地の１
近野老人憩いの家 田辺市 中辺路町近露２０６番地の１
柿平集会所 田辺市 中辺路町近露２１３７番地の１
中辺路郷土文化交流館 田辺市 中辺路町大内川５２２番地
北郡集落センター 田辺市 中辺路町北郡８２９番地
中辺路農山村伝統芸能継承保存館 田辺市 中辺路町真砂１９６番地
高原多目的集会所 田辺市 中辺路町高原９０９番地
川合集会所 田辺市 中辺路町川合１４４４番地の１
下芝多目的集会所 田辺市 中辺路町栗栖川１００番地の３
中辺路福祉センター 田辺市 中辺路町栗栖川３２９番地の１ ○
中辺路保健センター 田辺市 中辺路町栗栖川３２９番地の１ ○
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田辺市中辺路コミュニティセンター 田辺市 中辺路町栗栖川４０２番地の１ ○
くりすがわ保育園 田辺市 中辺路町栗栖川４８６番地
小松原集会所 田辺市 中辺路町小松原１４９番地
大川集会所 田辺市 中辺路町大川５４０番地の１１
長寿の館 田辺市 中辺路町大川６８番地の３
温川多目的研修集会施設 田辺市 中辺路町温川４５０番地の１
澤・水上集会所 田辺市 中辺路町水上６９番地の１
大津荷集会所 田辺市 本宮町大津荷１２６番地
請川山振センター 田辺市 本宮町請川２９７番地の４
請川高齢者支援ハウス 田辺市 本宮町請川４６番地の１
田代集会所 田辺市 本宮町田代２４２番地
旧皆地小学校（僻地集会所） 田辺市 本宮町皆地４１３番地
本宮保健福祉総合センター 田辺市 本宮町本宮９２１番地の２ ○
渡瀬コミュニティー消防センター 田辺市 本宮町渡瀬８６１番地の２
田辺市立咲楽小学校 田辺市 龍神村福井１０２４番地 ○
旧田辺市立甲斐ノ川小学校 田辺市 龍神村甲斐ﾉ川１０８１番地 ○
旧田辺市立殿原小学校 田辺市 龍神村殿原４００番地 ○
田辺市立上山路小学校 田辺市 龍神村東５２８番地 ○
田辺市立龍神中学校 田辺市 龍神村安井１０４８番地の１ ○
龍神市民センター 田辺市 龍神村安井１０４８番地の６ ○
田辺市立中山路小学校 田辺市 龍神村柳瀬１０８６番地の１ ○
林業者等健康増進センター 田辺市 龍神村安井８２２番地 ○
龍神ドーム 田辺市 龍神村柳瀬１４６９番地の１
旧田辺市立龍神中学校 田辺市 龍神村湯ﾉ又２２２番地 ○
大熊コミュニティセンター 田辺市 龍神村龍神４８４番地の５ ○
田辺市立龍神小学校 田辺市 龍神村湯ﾉ又６８番地 ○
田辺市立上秋津小学校 田辺市 上秋津２１９６－1 ○
田辺市立上秋津中学校 田辺市 上秋津２２６３－２ ○
田辺市立上秋津幼稚園 田辺市 上秋津４５２４-４
万呂コミュニティセンター 田辺市 中万呂４６－３ ○
田辺市立会津小学校 田辺市 下万呂５９－１ ○
秋津多目的研修センター 田辺市 秋津町２２７－３０
田辺市立新庄幼稚園 田辺市 新庄町１４３７ ○
田辺市立新庄中学校 田辺市 新庄町２２６６－２ ○
田辺市立新庄第二小学校 田辺市 新庄町３１９３ ○
田辺市立新庄小学校 田辺市 新庄町２３００ ○
ひがしコミュニティセンター 田辺市 南新万２８－１ ○
田辺市立田辺東部小学校 田辺市 南新万２８－１ ○
田辺市立東陽中学校 田辺市 神子浜１－４－６６ ○
田辺市立高雄中学校 田辺市 高雄三丁目２０－１ ○
田辺市立田辺第二小学校 田辺市 東陽21-1 ○
田辺市立田辺第一小学校 田辺市 上屋敷１－２－１ ○
田辺市立稲成小学校 田辺市 稲成町７８０ ○
田辺市体育センター 田辺市 芳養町１０８-４ ○
田辺市立大坊小学校 田辺市 芳養町３９４４
田辺市立中芳養小学校 田辺市 中芳養１８１５ ○
田辺市立中芳養幼稚園 田辺市 中芳養１８７０－１
田辺市立中芳養中学校 田辺市 中芳養２７３－２ ○
田辺市立明洋中学校 田辺市 目良４－１ ○
田辺市立田辺第三小学校 田辺市 上の山２－６－１０ ○
芳養公民館 田辺市 芳養松原１-１５-８ ○
田辺市立芳養小学校 田辺市 芳養松原２－１８－３６ ○
田辺市立上芳養中学校 田辺市 上芳養１４８３ ○
田辺市立上芳養小学校 田辺市 上芳養３３３４ ○
秋津川公民館 田辺市 秋津川６６８－１ ○
田辺市立秋津川小学校 田辺市 秋津川６８３ ○
田辺市立伏菟野小学校 田辺市 伏菟野１１０ ○
旧田辺市立長野中学校 田辺市 長野１４０１ ○
田辺市立長野小学校 田辺市 長野６４１ ○
田辺市立衣笠中学校 田辺市 中三栖１４７－１ ○
田辺市立三栖幼稚園 田辺市 中三栖１４７－５
田辺市立三栖小学校 田辺市 中三栖２０９５ ○
三栖コミュニティセンター 田辺市 中三栖８０５ ○
大塔総合文化会館 田辺市 鮎川２５６７－１ ○
大塔体育館 田辺市 鮎川２５８８－２ ○
田辺市立富里小学校 田辺市 下川下８２６－１ ○
山遊館体育館 田辺市 谷野口１７７-１ ○
田辺市立三川小学校 田辺市 合川４３９番地の１ ○
田辺市立近野小学校 田辺市 中辺路町近露１０６１番地 ○
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二川体育館 田辺市 中辺路町川合１４５１番地
田辺市立中辺路中学校 田辺市 中辺路町栗栖川４７４番地の１ ○
田辺市立中辺路小学校 田辺市 中辺路町栗栖川７８番地 ○
熊野の郷古道ヶ丘体育館 田辺市 中辺路町栗栖川８４４－100 ○
田辺市立本宮小学校 田辺市 本宮町耳打４９９番地
旧田辺市立静川小学校 田辺市 本宮町静川７２７番地の１
本宮町民センター 田辺市 本宮町本宮１０４８番地の５８ ○
田辺市立本宮中学校 田辺市 本宮町本宮７３０番地 ○
旧田辺市立四村川小学校 田辺市 本宮町下湯川４７９
旧田辺市立三里中学校 田辺市 本宮町大居１６５１番地
田辺市立三里小学校 田辺市 本宮町伏拝９６６番地
田辺スポーツパーク体育館 田辺市 上の山一丁目２３－１－１ ○
県立南部高等学校龍神分校 田辺市 龍神村安井４６９ ○
県立田辺工業高等学校 田辺市 あけぼの５１－１ ○
県立神島高等学校 田辺市 文里二丁目３３番１２号 ○
県立田辺高等学校 田辺市 学園１－７１ ○
県立南紀高等学校 田辺市 学園１番８８号 ○

新宮市 新宮市福祉センター 新宮市 野田１－１ ○
新宮市人権教育センター 新宮市 春日６－５ ○
新宮市浮島隣保館・児童館 新宮市 浮島１－１０ ○
新宮市野田隣保館 新宮市 野田５－３３ ○
緑丘会館 新宮市 緑ヶ丘１－６－４
新宮市井の沢隣保館 新宮市 井の沢５－２４ ○
新宮市橋本隣保館・児童館 新宮市 橋本１－８－２８ ○
鴻田会館 新宮市 新宮３７０１－４
天理教南海大教会 新宮市 池田１－１－２６ ○
阿須賀会館 新宮市 阿須賀１－２－２８
蓬莱会館 新宮市 丸山３－１６
近畿大学附属新宮高等学校・中学校 新宮市 新宮４９６６ ○
新宮市下田隣保館・児童館 新宮市 新宮４５１４－５ ○
新宮市松山隣保館 新宮市 新宮４６４３－１３６ ○
大浜会館 新宮市 王子町３－６－８
王子会館 新宮市 王子町１－１－９ ○
熊野地会館 新宮市 熊野地２－８－１
新宮市保健センター 新宮市 新宮４５１ ○
三輪崎会館 新宮市 三輪崎２－４－４ ○
三輪崎八幡神社 新宮市 三輪崎１５１２
佐野会館 新宮市 佐野１－９－５ ○
木ノ川会館 新宮市 木ノ川４２３
蜂伏会館 新宮市 蜂伏１１－９
新高田会館 新宮市 高田１８０１－１
篠尾集会所 新宮市 熊野川町篠尾７５９－１
東敷屋集会所 新宮市 熊野川町東敷屋４５８
山手集会所 新宮市 熊野川町西敷屋９３０－１
熊野川総合開発センター 新宮市 熊野川町日足３５０ ○
玉置口出張診療所 新宮市 熊野川町玉置口１５０
尾頭集会所 新宮市 熊野川町日足１
能城集会所 新宮市 熊野川町能城山本９３－１
日足相須集会所 新宮市 熊野川町日足１１４０－１
赤木集会所 新宮市 熊野川町赤木４０７－１
鎌塚集会所 新宮市 熊野川町鎌塚３６５
東集会所 新宮市 熊野川町東３５－２
丹鶴体育館 新宮市 下本町２－２－１ ○
新宮市立神倉小学校 新宮市 千穂１－２－４０ ○
新宮市立王子ヶ浜小学校 新宮市 田鶴原町２－１０－１ ○
新宮市立城南中学校 新宮市 清水元１－５－４４ ○
新宮市立緑丘中学校 新宮市 緑ヶ丘２－１－１５ ○
新宮市立光洋中学校 新宮市 三輪崎１１９９－２ ○
新宮市立三輪崎小学校 新宮市 三輪崎３－６－７ ○
蓬莱体育館 新宮市 徐福２－４－１ ○
新宮市立高田小学校・高田中学校 新宮市 高田３４６５－１
新宮市立熊野川小学校 新宮市 熊野川町日足５７０ ○
広角会館 新宮市 新宮２５１８－３ ○
四滝集会所 新宮市 四滝１０７
県立新宮高等学校 新宮市 神倉３丁目２番３９号 ○
県立新翔高等学校 新宮市 佐野１００５番地 ○
県立みくまの支援学校 新宮市 蜂伏１３番２６号 ○
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紀の川市 打田保健福祉センター 紀の川市 西大井３３８番地 ○ ○
旧野田原分校体育館 紀の川市 桃山町野田原６３９番地
介護予防拠点施設「蛍の里」 紀の川市 桃山町野田原６３９番地 ○
井阪文化会館 紀の川市 西井阪１６９番地 ○
貴志川保健福祉センター 紀の川市 貴志川町神戸３３１番地 ○
桃山保健福祉センター 紀の川市 桃山町最上１２５３番地 ○
桃山ふれあいコミュニティセンター 紀の川市 桃山町市場２番地 ○
那賀保健福祉センター 紀の川市 名手市場１４４番地１ ○
丸栖小学校（体育館） 紀の川市 貴志川町丸栖２０６番地 ○
丸栖コミュニティセンター 紀の川市 貴志川町丸栖６５８番地 ○
貴志川中学校（柔剣道場） 紀の川市 貴志川町上野山２３２番地
桃山中学校（体育館） 紀の川市 桃山町善田３９５番地
打田中学校（格技場） 紀の川市 東大井３４５番地
粉河体育館（武道館含む） 紀の川市 粉河１４７９番地 ○
貴志川中学校（体育館） 紀の川市 貴志川町上野山２３２番地 ○
中貴志小学校（体育館） 紀の川市 貴志川町上野山５５番地 ○
西貴志小学校（体育館） 紀の川市 貴志川町長原１６７番地 ○
貴志川生涯学習センター 紀の川市 貴志川町長原４４７番地１ ○
西貴志コミュニティセンター 紀の川市 貴志川町長山２４番地 ○
東貴志コミュニティセンター 紀の川市 貴志川町岸小野１８０番地 ○
東貴志小学校（体育館） 紀の川市 貴志川町井ノ口１４８番地 ○
調月小学校（体育館） 紀の川市 桃山町調月１１０１番地
桃山勤労者体育センター 紀の川市 桃山町調月３４９番地１
荒川中学校（体育館） 紀の川市 桃山町元２４９番地 ○
安楽川小学校（体育館） 紀の川市 桃山町市場２番地 ○
田中小学校高野分校（体育館） 紀の川市 高野５９５番地
打田中学校（体育館） 紀の川市 東大井３４５番地 ○
田中小学校（体育館） 紀の川市 打田１４９１番地
池田小学校（体育館） 紀の川市 南中３２７番地
長田小学校（体育館） 紀の川市 長田中５３８番地 ○
川原小学校（体育館） 紀の川市 野上１２６番地 ○
粉河中学校（体育館）(格技場) 紀の川市 粉河９２５番地 ○
粉河小学校（体育館） 紀の川市 粉河１５５８番地１ ○
粉河ふるさとセンター 紀の川市 粉河５８０番地 ○
竜門小学校（体育館） 紀の川市 杉原２５７番地１ ○
鞆渕小・中学校（体育館） 紀の川市 中鞆渕９６８番地１
上名手小学校（体育館） 紀の川市 江川中９８８番地 ○
麻生津小学校（体育館） 紀の川市 麻生津中１６番地 ○
那賀体育館 紀の川市 名手西野１１４番地１ ○
名手小学校（体育館） 紀の川市 名手西野３２８番地 ○
那賀中学校（体育館） 紀の川市 名手市場１０６１番地 ○
那賀中学校（格技場） 紀の川市 名手市場１０６１番地
那賀総合センター 紀の川市 名手市場１４５６番地 ○
県立貴志川高等学校 紀の川市 貴志川町長原４００ ○
県立粉河高等学校 紀の川市 粉河４６３２ ○

岩出市 根来北集会所 岩出市 根来１１６２番地 ○
大池児童館 岩出市 水栖５番地の１ ○
上岩出地区コミュニティセンター 岩出市 北大池８４番地の２ ○
岡田集会所 岩出市 岡田４６３番地 ○
岡田児童館 岩出市 岡田６４３番地の４ ○
岩出地区コミュニティセンター 岩出市 高塚１１番地 ○
いわで御殿 岩出市 清水５番地の１ ○
曽屋教育集会所 岩出市 曽屋４５６番地の５ ○
岩出市総合保健福祉センター(あいあいセンター) 岩出市 金池９２番地 ○
サンホール(岩出市陶芸館) 岩出市 山７１９番地 ○
根来小学校 岩出市 根来４７９番地 ○
根来地区公民館（岩出市農業構造改善総合セン 岩出市 根来５３５番地の２ ○
桜台地区公民館 岩出市 桜台４９４番地 ○
上岩出地区公民館（岩出市農家高齢者創作館） 岩出市 水栖１９９番地の３ ○
上岩出小学校 岩出市 水栖５１４番地 ○
岩出第二中学校 岩出市 野上野１５５番地 ○
岩出小学校 岩出市 清水３０番地 ○
岩出地区公民館 岩出市 清水３８６番地の１２ ○
中央小学校 岩出市 川尻２０２番地 ○
岩出市民総合体育館 岩出市 荊本６３番地の２ ○
岩出市立体育館 岩出市 西野２６４番地 ○
岩出中学校 岩出市 西野６５番地 ○
山崎小学校 岩出市 中黒１００番地 ○
山崎地区公民館 岩出市 中黒５２番地の２ ○
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紀泉台地区公民館 岩出市 紀泉台４２８番地 ○
山崎北小学校 岩出市 西安上７０番地 ○
県立那賀高等学校 岩出市 高塚１１５番地 ○
さぎのせ公園 岩出市 中島１１８３番地
荒神公園 岩出市 紀泉台７５番地
蔵谷公園 岩出市 紀泉台４２７番地の２
東公園 岩出市 西国分４９１番地
交通公園 岩出市 堀口４１番地
中島グリーンタウン南公園 岩出市 中島３５番地の８
吉田団地公園 岩出市 吉田９２番地の２
山宮の浦公園 岩出市 山４９２番地の３３
中黒団地公園 岩出市 相谷４６０番地の１５
若葉台公園 岩出市 今中１７０番地の８
くすのき公園 岩出市 桜台４２２番地
さくら公園 岩出市 桜台４２３番地
けやき公園 岩出市 桜台４２６番地
紀泉台グラウンド 岩出市 紀泉台９６番地の２
紀泉台公園１ 岩出市 紀泉台４８１番地
紀泉台公園２ 岩出市 紀泉台９６番地の３８
わんぱく公園 岩出市 桜台４２５番地
むくのき公園 岩出市 桜台４２７番地

紀美野町 長谷集会所 紀美野町 長谷３７番地１
吉野集会所 紀美野町 吉野３２０－３番地
福井集会所 紀美野町 福井１３１３－１番地
梅本集会所 紀美野町 梅本３６３－２番地
小川地区公民館 紀美野町 中田２３番地 ○ 〇
中田集会所 紀美野町 中田３３１－１番地
総合福祉センター 紀美野町 下佐々１４０８－４番地 ○ 〇
やすらぎ園 紀美野町 下佐々１４０８－７番地 ○ 〇
下佐々コミュニティセンター 紀美野町 下佐々５９５－１番地
新生町集会所 紀美野町 下佐々８０３－１番地
河南集会所 紀美野町 下佐々１８１７番地
動木集会所 紀美野町 動木２２７－１番地
小畑集会所 紀美野町 小畑１０７番地
上真国多目的集会所 紀美野町 花野原３５１－６番地 ○
真国区民センター 紀美野町 真国宮３２－２番地 ○ ○
桂瀬集会所 紀美野町 桂瀬１２７番地
赤木高齢者ふれあい憩いの家 紀美野町 赤木３１１番地
三尾川区民センター 紀美野町 三尾川４２９番地
津川集会所 紀美野町 津川２６７番地
箕六高齢者ふれあい憩いの家 紀美野町 箕六５３番地
安井集会所 紀美野町 安井１３４－２番地
野中集会所 紀美野町 野中３１－１番地
樋下高齢者ふれあい憩いの家 紀美野町 樋下４９－２番地
神野市場交流ふれあいセンター 紀美野町 神野市場２６９番地
福田集会所 紀美野町 福田１４３－１番地 ○ 〇
国木原集会所 紀美野町 国木原１番地
志賀野地区公民館 紀美野町 西野２２－１番地 ○ 〇
釜滝集会所（第２） 紀美野町 西野２４６－１番地
西野集会所 紀美野町 西野６９１番地
勝谷集会所 紀美野町 勝谷１８１－２番地
円明寺集会所 紀美野町 円明寺２０２－１番地
四郷集会所 紀美野町 四郷１３４番地
滝ノ川集会所 紀美野町 滝ノ川４０２番地
国吉多目的集会所 紀美野町 田６４番地 ○ 〇
長谷宮集落センター 紀美野町 長谷宮２２３－２番地 ○ 〇
毛原中集会所 紀美野町 毛原中１７８－２番地
転作研修会館 紀美野町 小西３１０－６番地 〇 〇
小川小学校体育館 紀美野町 中田４番地
中央児童館 紀美野町 下佐々１７３番地 ○ 〇
野上中学校体育館 紀美野町 下佐々９４０番地 ○ 〇
野上小学校体育館 紀美野町 動木１４４５番地 ○ 〇
スポーツ公園体育館 紀美野町 小畑８５３－２番地
（旧）上神野小学校体育館 紀美野町 鎌滝１０７番地 ○ 〇
自然体験世代交流センター 紀美野町 鎌滝６３６番地 ○ 〇
美里中学校体育館 紀美野町 野中４９４－１番地 ○ 〇
下神野小学校体育館 紀美野町 神野市場２１４番地 ○ 〇
志賀野体育館 紀美野町 西野１１－１番地
（旧）長谷毛原中学校体育館 紀美野町 毛原宮２２２番地 ○ 〇
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芝崎集会所 紀美野町 動木３６３－１番地
吉見集会所 紀美野町 下佐々１７５２－１番地
県立海南高等学校大成校舎 紀美野町 動木１５１５ ○
県立海南高等学校美里分校 紀美野町 毛原中６８９ ○

かつらぎ町 新城農作業準備休養施設 かつらぎ町 新城８７９－１ ○
はなぞの温泉「花圃の里」 かつらぎ町 花園梁瀬７７９-１
新子ふるさと村 かつらぎ町 花園新子９６
久木集会所 かつらぎ町 花園久木２８４
花園保健福祉館 かつらぎ町 花園中南２５０ ○
東谷ふるさとセンター かつらぎ町 東谷１８４７
滝文化保存伝習施設 かつらぎ町 滝８７２－２
平生活改善センター かつらぎ町 平
中飯降児童館 かつらぎ町 中飯降２８４－１ ○
ゆうゆうコミュニティホーム かつらぎ町 妙寺１４６－２ ○
広野高齢者活動促進施設 かつらぎ町 短野２１０－１ ○
かつらぎ町地域福祉センター かつらぎ町 丁ノ町２３３８－２ ○
かつらぎ総合文化会館 かつらぎ町 丁ノ町２４５４ ○
丁ノ町保育所 かつらぎ町 丁ノ町２８０ ○
丁ノ町地域交流センター かつらぎ町 丁ノ町４６０－１ ○
山崎児童館 かつらぎ町 山崎１８４ ○
東渋田軽スポーツセンター かつらぎ町 東渋田４２８－８ ○
見好公民館 かつらぎ町 東渋田５０ ○
河南地域交流センター かつらぎ町 東渋田６６７－１ ○
四邑公民館 かつらぎ町 御所８-２ ○
西渋田児童館 かつらぎ町 西渋田１２４－１ ○
笠田ふるさと交流館 かつらぎ町 笠田東３９６－３ ○
笠田小学校グラウンド かつらぎ町 笠田東５５８
新規作物地域ブランド定着施設 かつらぎ町 笠田中２５６－１９ ○
萩原コミュニティセンター かつらぎ町 萩原３５３－２ ○
窪ふるさと館 かつらぎ町 窪１４０ ○
背ノ山ふれあい会館 かつらぎ町 背の山３９０ ○
高田児童館 かつらぎ町 高田６７－２ ○
移レストハウス かつらぎ町 移８２－１ ○
大谷公民館 かつらぎ町 大谷２８８－５ ○
大谷地域交流センター かつらぎ町 大谷８６８－１ ○
笠田公民館佐野分館 かつらぎ町 佐野５５０－１ ○
広口生活改善センター かつらぎ町 広口
梁瀬小学校 かつらぎ町 花園梁瀬６６９
（旧）花園中学校 かつらぎ町 花園北寺１８９ ○
妙寺中学校 かつらぎ町 妙寺５８１ ○
妙寺小学校グラウンド かつらぎ町 妙寺８５７
三谷こども園 かつらぎ町 三谷１６５０ ○
天野地域交流センター（ゆずり葉） かつらぎ町 下天野９３０ ○
（旧）志賀小学校 かつらぎ町 志賀１２１４ ○
大谷小学校 かつらぎ町 大谷３３８ ○
（旧）新城小学校 かつらぎ町 かつらぎ町新城２４３ ○
県立紀北農芸高等学校 かつらぎ町 妙寺１７８１番地 ○
県立紀の川高等学校 かつらぎ町 新田１２０ ○
県立笠田高等学校 かつらぎ町 笠田東８２５番地 ○

九度山町 旭集会所 九度山町 九度山１２９０ ○
九度山西集会所 九度山町 九度山１４７３－１ ○
九度山児童館 九度山町 九度山１６７１－１ ○
九度山東集会所 九度山町 九度山６１９－１ ○
梅林集会所 九度山町 九度山７４９－３ ○
河根児童館 九度山町 河根１２０－１ ○
河根峠集会所 九度山町 河根５１３－１ ○
硯水集会所 九度山町 河根５４１－２ ○
繁野集会所 九度山町 河根７５７－３ ○
青渕僻地集会所 九度山町 丹生川９２２ ○
久保集会所 九度山町 北又３４４ ○
北又児童会館 九度山町 北又６２８－３ ○
野平集会所 九度山町 東郷１９９－２ ○
椎出児童館 九度山町 椎出４１０－２ ○
文化財伝承館「ふれあい」 九度山町 椎出２０２
笠木児童会館 九度山町 笠木９４ ○
上古沢児童館 九度山町 上古沢３９ ○
中古沢集会所 九度山町 中古沢２８７－１ ○
下古沢コミュニティ消防センター 九度山町 下古沢２４３－２ ○
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慈尊院児童館 九度山町 慈尊院１１２－５ ○
西島コミュニティ消防センター 九度山町 慈尊院３２９－７
入郷コミュニティ消防センター 九度山町 入郷２３－１ ○
入郷児童館 九度山町 入郷８２
農林総合研修センター「さえもん」 九度山町 丹生川２４６－１
梨の木コミュニティセンター 九度山町 河根３８４－２６ ○
九度山小学校 九度山町 九度山１０７７ ○
九度山町中央公民館 九度山町 九度山１１９４ ○
九度山中学校 九度山町 九度山６１９ ○
河根小学校 九度山町 河根１１８ ○
河根中学校 九度山町 河根７７ ○
丹生川小学校 九度山町 丹生川５８２ ○
久保小学校 九度山町 北又３７９ ○
古沢小学校 九度山町 中古沢１ ○
九度山町民武道館 九度山町 入郷６３７－５ ○
九度山文化スポーツセンター 九度山町 入郷６３７－６ ○
九度山町ふるさとセンター 九度山町 九度山１１９０－１ ○

高野町 湯川集会所 高野町 湯川４０６番地
元西細川小学校体育館 高野町 細川１９８ ○
高野山中学校体育館 高野町 高野山２６－２ ○
高野山小学校体育館 高野町 高野山３７６ ○
高野町民体育館 高野町 高野山４８６ ○
元白藤小学校体育館 高野町 細川４７１ ○
花坂小学校体育館 高野町 花坂６５１ ○
富貴小中学校体育館 高野町 東富貴２０２ ○
元筒香小学校体育館 高野町 中筒香２３５ ○

湯浅町 ふれあいプラザ 湯浅町 別所６１－１ ○
武者越保育所 湯浅町 湯浅１４０７ ○
総合センター 湯浅町 湯浅２７０７－１ ○
横田文化会館 湯浅町 栖原６ ○
山田公民館 湯浅町 山田１３３４－２ ○
山田小学校体育館 湯浅町 山田１９２０ ○
湯浅町民体育館 湯浅町 湯浅１５４６ ○
湯浅小学校講堂 湯浅町 湯浅１５７０ ○
湯浅中学校体育館 湯浅町 湯浅１８１５ ○
いきいきふれあい館 湯浅町 湯浅２２７６－２ ○
湯浅スポーツセンター 湯浅町 湯浅２４３５－１ ○
田栖川小学校体育館 湯浅町 栖原１３８４ ○
田体育館 湯浅町 田３６９ー５ ○
吉川公民館 湯浅町 吉川２６９ ○
県立耐久高等学校 湯浅町 湯浅１９８５ ○

広川町 広川町B＆G海洋センター 広川町 広１１２１－３ ○
広川町老人憩いの家 広川町 広１４６７
広川町民体育館 広川町 広１４６９ ○
広文化会館 広川町 広１６７
西・北集会所 広川町 広２４１の１ ○
広川町なごみ交流センター 広川町 広３６９
旭・学園集会所 広川町 広４４１ ○
熊之町集会所 広川町 広６６の２ ○
津木中学校 広川町 下津木７１６ ○
津木公民館 広川町 下津木７４３
津木小学校 広川町 上津木４３１ ○
南広小学校井関分校 広川町 井関１０５３ ○
南広公民館 広川町 南金屋２４４－２ ○
南広小学校 広川町 上中野１１７５ ○
耐久中学校 広川町 広１１２３ ○
広公民館 広川町 広５３８－１
広川町民会館 広川町 広５７２ ○
広小学校 広川町 広６３１ ○
南広小学校西広分校 広川町 唐尾１５-２ ○
県立たちばな支援学校 広川町 和田二十一番地三 ○
広川町なかよし子ども園 広川町 広583 ○
唐尾公民館 広川町 唐尾1573
西広公民館 広川町 西広628-1
山本区集会場 広川町 山本510-6
池ノ上区集会所 広川町 山本924-17
上中野集会所 広川町 上中野1188
南金屋公民館 広川町 南金屋243
殿集会所 広川町 殿305-３
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井関農業会館 広川町 井関676-1
東中集会場 広川町 東中203-1
名島集会場 広川町 名島405-2
柳瀬公民館 広川町 柳瀬253-5
河瀬集会所 広川町 河瀬172
前田公民館 広川町 前田540-1
猿川ふれあいセンター 広川町 下津木107
寺杣集会所 広川町 下津木743
滝原公民館 広川町 下津木1573-4
岩淵集会所 広川町 下津木1897
広川町青少年の家 広川町 下津木2088
落合公民館 広川町 上津木448-1
中村区民センター 広川町 上津木805
猪谷集会所 広川町 上津木1797-1

有田川町 旧北小学校 有田川町 瀬井６２９番地 ○
農村センター 有田川町 金屋６５７番地 ○
金屋文化保健センター 有田川町 有田川町大字金屋７番地 ○
旧峯口小学校 有田川町 岩野河５番地 ○
有田川町きび保健福祉センター 有田川町 角７５番地１ ○
防災ステーション 有田川町 上中島８７５番地４ ○
有田川町立吉備中学校 有田川町 下津野１２２３番地１ ○
きびドーム 有田川町 下津野２０２１番地 ○ ○
有田川町藤並公民館 有田川町 天満３８８番地１ ○
有田川町立藤並小学校 有田川町 天満４３９番地１ ○
有田川町立五西月小学校 有田川町 本堂２５２番地２ ○
五西月公民館 有田川町 本堂８８番地２ ○
有田川町立西ヶ峯小学校 有田川町 西ヶ峯１４８９番地 ○
旧生石小学校 有田川町 生石４１番地 ○
旧早月小学校 有田川町 尾上１３番地１ ○
有田川町立小川小学校 有田川町 小川６１０番地 ○
有田川町立金屋中学校 有田川町 中井原２５２番地 ○
鳥屋城公民館 有田川町 中井原１５４番地 ○
旧修理川小学校 有田川町 修理川６９４番地１ ○
宇井苔地区集会所 有田川町 宇井苔２１６番地２ ○
石垣公民館 有田川町 吉原１４２１番地１ ○
有田川町立石垣小学校 有田川町 吉原７９２番地１ ○
有田川町立石垣中学校 有田川町 有田川町大字吉原１６０４番地 ○
旧上六川小学校 有田川町 上六川１３６番地 ○
生石公民館 有田川町 糸野３０２番地１ ○
岩倉公民館 有田川町 川口１００１番地１ ○
有田川町立粟生小学校 有田川町 粟生４２９番地 ○
有田川町立久野原小学校 有田川町 久野原１２３５番地 ○
有田川町立八幡小学校 有田川町 清水２７４番地 ○
有田川町立城山西小学校 有田川町 二川３６１番地 ○
有田川町立安諦中学校 有田川町 板尾１３８番地１ ○
有田川町立御霊小学校 有田川町 庄３０番地１ ○
有田川町御霊コミュニティセンター 有田川町 庄３２番地４ ○
きび体育館 有田川町 庄８１４番地１ ○
有田川町立田殿小学校 有田川町 井口４７番地１ ○
有田川町田殿公民館 有田川町 長田１７４番地３ ○
県立有田中央高等学校 有田川町 下津野４５９ ○

美浜町 美浜町地域福祉センター 美浜町 美浜町和田１１３８番地の３２ ○
第1若者広場 美浜町 美浜町田井５２３番地
美浜町立松原小学校 美浜町 美浜町吉原７６２番地 ○
松原地区公民館 美浜町 美浜町吉原７７１番地の４ ○
美浜町体育センター 美浜町 美浜町吉原９５８番地 ○
美浜町立松洋中学校 美浜町 美浜町吉原９５８番地 ○
美浜町中央公民館 美浜町 美浜町和田１１３８番地 ○
美浜町立和田小学校 美浜町 美浜町和田１１３８番地の１７ ○
第2 若者広場 美浜町 美浜町三尾９番地
県立みはま支援学校 美浜町 和田１１３８－２５９ ○

日高町 内原保育所 日高町 原谷５１７ ○
ふれあいセンター 日高町 小中１３０８ ○
農村環境改善センター 日高町 高家６３０ ○
志賀保育所 日高町 志賀１７８１ ○
文化会館 日高町 志賀５６４ ○
温泉館みちしおの湯 日高町 方杭１００ ○
萩原集会所 日高町 萩原７６８－１ ○
内原小学校 日高町 萩原９６４ ○
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高家集会所（南） 日高町 高家１０３１－４ ○
日高町立武道館 日高町 志賀１７８１ ○
志賀小学校 日高町 志賀１８００ ○
日高中学校 日高町 志賀７１ ○
比井小学校 日高町 比井９３８ ○

由良町 畑農業会館 由良町 畑１８４番地の１ ○ ○
由良文化センター 由良町 里１１２６番地の２ ○ ○
由良児童館 由良町 里１１２６番地の３ ○ ○
旧由良町立中央保育所 由良町 里７５９番地
網代老人センター 由良町 網代１９３番地
地域福祉センター 由良町 吹井８０番地の８８ ○ ○
旧由良町立白崎保育所 由良町 吹井９６９番地の３
神谷老人憩の家 由良町 神谷２４１番地
大引老人憩の家 由良町 大引７０９番地
旧由良町立衣奈保育所 由良町 衣奈６８５番地

由良町立ゆらこども園 由良町
畑１６２番地の１、畑１６２番地
の３、畑２０４番地の１

○ ○

由良町立由良小学校 由良町 里１６６番地 ○ ○
横浜会館 由良町 里２０２番地の２ ○ ○
里集会所 由良町 里７６３番地の１ ○ ○
由良町立由良中学校 由良町 阿戸７０８番地の１ ○ ○
由良町立武道館 由良町 吹井９１０番地の２ ○ ○
旧由良町立白崎中学校 由良町 神谷２１２番地 ○ ○
由良町立白崎小学校 由良町 大引６４番地 ○ ○
由良町立衣奈小学校 由良町 衣奈２３２番地 ○ ○
旧由良町立衣奈中学校 由良町 衣奈６８０番地 ○ ○
中央公民館 由良町 網代２４８番地の１２ ○ ○
由良農村教養文化体育センター 由良町 網代２４８番地の１２
衣奈会館 由良町 衣奈７６５番地の７ ○ ○
柳原コミュニティセンター 由良町 吹井９４９番地の３
門前コミュニティセンター 由良町 門前４２６番地の１
三尾川集落センター 由良町 三尾川２９４番地
小引コミュニティセンター 由良町 小引４６８番地 ○ ○
阿戸コミュニティセンター 由良町 阿戸６８７番地の８ ○ ○

印南町 まづま保育園 印南町 印南町大字田ﾉ垣内１５０－１
切目川防災センター 印南町 印南町大字古井６２３ ○ ○
宮ノ前多目的共同利用施設 印南町 印南町大字宮ノ前５９８
印南町漁村センター 印南町 印南町大字島田１８１２－２
切目社会教育センター 印南町 印南町大字西ﾉ地１２８５ ○ ○
稲原防災センター 印南町 印南町大字印南原４８５０ ○ ○
滝ﾉ口コミュニティセンター 印南町 印南町大字印南原６９８－２
山口研修指導施設 印南町 印南町大字山口６３６－１
光川コミュニティーセンター 印南町 印南町大字印南３６５２－２
津井コミュニティセンター 印南町 印南町大字津井３０６
みずほ会館 印南町 印南町大字南谷１０２ ○ ○
清流中学校 印南町 印南町大字古井５ ○
樮川集会所 印南町 印南町大字樮川７０７
切目中学校 印南町 印南町大字西ﾉ地１３５２
切目小学校 印南町 印南町大字西ノ地５３６ ○
稲原中学校 印南町 印南町大字印南原１７４３
稲原小学校 印南町 印南町大字印南原４９９５－１ ○
印南小学校 印南町 印南町大字印南１９１５ ○
印南町公民館 印南町 印南町大字印南２００９ ○ ○
印南町体育センター 印南町 印南町大字印南２００９－１ ○ ○
印南中学校 印南町 印南町大字印南２１４５ ○
清流小学校 印南町 印南町大字羽六７６６ ○

みなべ町 南部保育所 みなべ町 東吉田１１ ○
はあと館 みなべ町 芝４４７－２ ○
南部公民館 みなべ町 芝５０３ ○
武道館 みなべ町 芝５０３－６ ○
ゆうゆう館 みなべ町 埴田１４４４－１ ○
ＭＩ館 みなべ町 北道３２２－６ ○
ひかり保育所 みなべ町 東岩代２０５９
南部公民館　岩代分館 みなべ町 西岩代１６４８ ○
ふれ愛センター みなべ町 東本庄１００ ○
上南部こども園 みなべ町 西本庄１０６５
紀州備長炭振興館 みなべ町 清川１２５４
清川公民館 みなべ町 清川２２２３ ○
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清川きらく園 みなべ町 清川１２６７
高城公民館 みなべ町 広野９ ○
高城高齢者センター みなべ町 高野１４０４
南部幼稚園 みなべ町 芝５０３ ○
南部中学校体育館 みなべ町 芝５１０ ○
南部小学校体育館 みなべ町 北道２８９ ○
岩代小学校体育館 みなべ町 西岩代２１６２ ○
上南部中学校体育館 みなべ町 東本庄９１ ○
上南部小学校体育館 みなべ町 谷口５４９ ○
旧清川中学校体育館 みなべ町 清川２２０２ ○
清川小学校体育館 みなべ町 清川２３４０
高城中学校体育館 みなべ町 滝８１ ○
高城小学校体育館 みなべ町 土井４３１ ○
県立南部高等学校 みなべ町 芝４０７ ○

日高川町 高齢者等活動生活支援促進施設 日高川町 船津５５４－１
女性若者等交流活動支援施設 日高川町 船津１１１０
なかつ保育所 日高川町 高津尾１０７１ ○
旧あやめ保育所 日高川町 高津尾１２１
旧高津尾小学校 日高川町 高津尾２６４ ○ ◯
旧船着中学校 日高川町 高津尾２６６ ○ ◯
日高川町役場中津支所 日高川町 高津尾２９ ○ ◯
旧子十浦小学校 日高川町 三十木１５５ ○ ◯
老人憩いの家「福の神荘」 日高川町 小釜本３００
旧役場川中支所 日高川町 田尻１１７－１
旧川中第一小学校 日高川町 田尻２３４ ○ ◯
旧たちばな保育所 日高川町 三佐２５２－３
旧大星小学校 日高川町 坂野川１５０ ○ ◯
老人憩いの家「むつみ荘」 日高川町 川原河２０１
美山支所駐車場 日高川町 川原河２０２
みやま保育園 日高川町 川原河２０４
山村開発センター 日高川町 川原河２３０ ○ ◯
上初湯川ふれあいの家 日高川町 上初湯川７２３
寒川若者ひろば 日高川町 寒川１２６
寒川へき地集会所 日高川町 寒川１３０ ○ ◯
寒川地区集会所「あけぼの荘」 日高川町 寒川１８４
美山若者広場 日高川町 初湯川２１３
美山ドーム 日高川町 初湯川２１３
平スポーツセンター 日高川町 初湯川２１３ ○ ◯
へき地保健福祉館 日高川町 滝頭１９２
老人憩いの家 日高川町 早藤１４７
日高川町保健センター 日高川町 土生１６０－２ ○ ◯
中津小学校 日高川町 船津１５０７
日高川交流センター（中津公民館） 日高川町 高津尾７１８－３ ○ ◯
西鶴記念交流館 日高川町 三十木９５
中津中学校 日高川町 三佐２６ ○
美山中学校 日高川町 川原河１４９ ○
川原河小学校 日高川町 川原河３８１ ○
寒川第一小学校 日高川町 寒川２１７ ○
笠松小学校 日高川町 初湯川１６８ ○
江川小学校グラウンド 日高川町 江川２１３３
江川小学校体育館 日高川町 江川２１３３
丹生中学校グラウンド 日高川町 江川５３６
丹生中学校体育館 日高川町 江川５３６
三百瀬小学校グラウンド 日高川町 三百瀬８８４
三百瀬小学校体育館 日高川町 三百瀬８８４
早蘇中学校グラウンド 日高川町 蛇尾４７６
早蘇中学校体育館 日高川町 蛇尾４７６ ○
川辺西小学校グラウンド 日高川町 小熊３１４１
川辺西小学校体育館 日高川町 小熊３１４１ ○
山野小学校グラウンド 日高川町 山野５３８
山野小学校体育館 日高川町 山野５３８
和佐小学校グラウンド 日高川町 和佐１５５０
和佐小学校体育館 日高川町 和佐１５５０
県立日高高等学校中津分校 日高川町 西原３５７番地 ○
大成中学校体育館 日高川町 土生１２２８番地２

白浜町 老人憩いの家「茶の実荘」 白浜町 市鹿野１０３９
川添山村活性化支援センター 白浜町 市鹿野１１００ ○
町立美之浦保健センター 白浜町 １０９５番地の５ ○
しらら・はまゆう公園管理事務所 白浜町 １３９２番地の１ ○
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中央保健センター 白浜町 １４４７番地 ○
白浜町役場 白浜町 １６００番地 ○ ○
牟婁の湯会館 白浜町 １６６５番地 ○
白浜幼児園 白浜町 １９０番地 ○
白浜会館 白浜町 １番地の１ ○
湯崎保育園 白浜町 ２２４６番地の１ ○
白良湯集会所 白浜町 ３３１３番地の１ ○
松ノ湯 白浜町 ７４３番地の１ ○
椿出張所 白浜町 椿１９１番地 ○
上下水道課庁舎 白浜町 平９５６番地 ○ ○
紀伊富田みのり館 白浜町 栄５３９番地の３ ○
農業研修会館 白浜町 栄６７０番地の２ ○
富田事務所 白浜町 栄７３１番地の５ ○
浜田教育集会所 白浜町 日置２６７ ○
日置保育園 白浜町 日置３４０
日置川拠点公民館 白浜町 日置９８０番地の１ ○
田野井会館 白浜町 田野井５４４番地の１ ○
住民交流センター 白浜町 安宅４６４番地の１ ○
旧玉伝小学校 白浜町 大４２番地
町立武道場 白浜町 １０９４番地 ○
白浜中央公民館 白浜町 １１３０番地の９ ○
町立図書館 白浜町 １３３５番地の１３ ○
白浜第一小学校 白浜町 １９０番地 ○
白浜第二小学校 白浜町 ２２３４番地 ○
白浜中学校 白浜町 ２６０１番地 ○
総合体育館 白浜町 ２９番地の３ ○
北富田小学校 白浜町 内ノ川５７９番地 ○
町立児童館 白浜町 十九淵２３７番地 ○
町立体育館 白浜町 十九淵２３７番地 ○
富田小学校 白浜町 十九淵５４５番地 ○
椿小学校 白浜町 椿３１６番地 ○
富田中学校 白浜町 栄３２０番地 ○
南白浜小学校 白浜町 中１６９６番地の２ ○
西富田小学校 白浜町 才野４７番地 ○
日置小学校 白浜町 日置９７９番地の１ ○
日置中学校 白浜町 日置９７９番地の２
旧田野井小学校 白浜町 田野井５２４番地の３ ○
安宅小学校 白浜町 安宅２１７番地 ○
三舞中学校 白浜町 安居６３５番地 ○

上富田町 上富田町市ノ瀬高齢者憩の家 上富田町 市ノ瀬２５０４－２３
市ノ瀬体育館 上富田町 市ノ瀬２５０４－３６ ○
市ノ瀬コミュニティー消防センター 上富田町 市ノ瀬６１９－２ ○
上富田町農村環境改善センター 上富田町 市ノ瀬６１９－２
上富田町岡高齢者憩の家 上富田町 岡１２９１－１
上富田町構造改善センター 上富田町 岡６４０－１２
上富田町岩田高齢者憩の家 上富田町 岩田１７６４－１２
中央コミュニティー消防センター 上富田町 生馬７２５－１ ○ ○
上富田町立なのはな保育所 上富田町 朝来２４０２－１
上富田町大谷高齢者憩の家 上富田町 朝来３１７６－１
上富田町立大谷総合センター 上富田町 朝来３９９２－３ ○
上富田町保健センター 上富田町 朝来７５５－１
上富田町役場 上富田町 朝来７６３ ○ ○
市ノ瀬小学校 上富田町 市ノ瀬６０４ ○
上富田町立下鮎川児童館 上富田町 下鮎川４３９－３ ○
岡小学校 上富田町 岡６３８－１ ○
岩田小学校 上富田町 岩田１７５０ ○
岩田公民館 上富田町 岩田１７６５ ○
上富田町立岩田児童館 上富田町 岩田２８４３ ○
生馬公民館 上富田町 生馬１７２８ ○
生馬小学校 上富田町 生馬１９０１ ○
上富田中学校 上富田町 岩田１７３－１ ○
上富田町立あっそ児童館 上富田町 朝来２２８４ ○
朝来小学校 上富田町 朝来２７５０ ○
朝来コミュニティセンター 上富田町 朝来２７７８－１ ○
上富田文化会館 上富田町 朝来７５８－１ ○
県立南紀支援学校 上富田町 岩田１７８７－１
県立はまゆう支援学校 上富田町 岩田２１５０ ○
県立熊野高等学校 上富田町 朝来６７０ ○
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すさみ町 神田愛育文化センター すさみ町 周参見３５０２－２ ○
住民福祉会館 すさみ町 周参見３８７１－３ ○
すさみ町地域福祉センター すさみ町 周参見４１３３ ○ ○
町歴史民俗資料館 すさみ町 周参見２２９０ ○
神田町立体育館 すさみ町 周参見３３０５－１ ○
周参見中学校体育館 すさみ町 周参見３６８５ ○
周参見小学校体育館 すさみ町 周参見４０３０ ○
すさみ町総合センター すさみ町 周参見４１２０－１ ○ ○
元見老津小学校 すさみ町 見老津４０４ ○
江住公民館 すさみ町 江住１４２８ ○ ○
江住小学校体育館 すさみ町 江住６７０ ○ ○
公民館佐本分館 すさみ町 佐本中２２８－２ ○
佐本小学校体育館 すさみ町 佐本中８６ ○
すさみ町避難ビル すさみ町 周参見４０２７ ○ ○

那智勝浦町 那智勝浦町役場太田出張所 那智勝浦町 南大居５６３

（旧）出合小学校 那智勝浦町 小匠５８
老人憩いの家（正和荘） 那智勝浦町 下里２８１１

那智勝浦町役場宇久井出張所 那智勝浦町 宇久井113

那智勝浦町福祉健康センター 那智勝浦町 天満１４１８－２ ○
那智勝浦町町民センター 那智勝浦町 天満１４９７－３ ○
天満公園（広場） 那智勝浦町 天満１７８４
老人憩いの家 那智勝浦町 天満４８２－１
朝日公園（広場） 那智勝浦町 朝日３丁目１３６
小坂山 那智勝浦町 勝浦
椎ノ浦防災公園 那智勝浦町 勝浦５８３
（旧）妙法小学校 那智勝浦町 南平野１１９９
那智勝浦町役場色川出張所 那智勝浦町 大野２２２８－１
籠ふるさと塾 那智勝浦町 田垣内２０９５
那智勝浦町立太田小学校 那智勝浦町 南大居２００ ○
那智勝浦町立下里小学校 那智勝浦町 下里２８６２ ○
那智勝浦町立下里中学校 那智勝浦町 下里４８０ ○
（旧）浦神小学校 那智勝浦町 浦神１８０４ ○
那智勝浦町立市野々小学校 那智勝浦町 市野々２６０４ ○
那智勝浦町立宇久井中学校 那智勝浦町 宇久井１０７３ ○
那智勝浦町立宇久井小学校 那智勝浦町 宇久井２１４ ○
那智勝浦町立那智中学校 那智勝浦町 天満１６９３ ○
公民館天満分館 那智勝浦町 天満１９９
那智勝浦町立勝浦小学校 那智勝浦町 勝浦８１６ ○
那智勝浦町教育委員会 那智勝浦町 二河７５ ○
那智勝浦町立色川小学校・色川中学校 那智勝浦町 大野２４１０－１ ○

太地町 太地町多目的センター 太地町 太地町太地2991-1 ○
太地町公民館 太地町 太地町太地3077-13 ○
太地小学校 太地町 太地町太地3505-1 ○
太地中学校 太地町 太地町太地114-2 ○

古座川町 池野山集会所 古座川町 池野山３５５－２
高池複合センター 古座川町 高池３２４、３２５番地
上部集会所 古座川町 高池６５７－１
月野瀬集会所 古座川町 月野瀬５２０
田川集会所 古座川町 田川４１３
西赤木集会所 古座川町 西赤木９３
長集会所 古座川町 小川７３０
小川総合センター 古座川町 小川７７４－１
中崎集会所 古座川町 中崎２４２－２
直見集会所 古座川町 直見４８７
明神生活改善センター 古座川町 明神４３６
大柳集会所 古座川町 大柳３８０
鶴川集会所 古座川町 鶴川１０６－２
一雨集会所 古座川町 一雨１８７
立合集会所 古座川町 立合１２７
相瀬集会所 古座川町 相瀬２２７
七川総合集会所 古座川町 佐田６２７
松の前集会所 古座川町 大川４９０
田野々集会所 古座川町 蔵土３８
三尾川生活改善センター 古座川町 三尾川９４３
西川生活改善センター 古座川町 西川６２１－１
旧七川小学校 古座川町 下露４４１ ○
旧七川小学校平井分校 古座川町 平井４６９ ○
松根集会所 古座川町 松根５４５
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古座中学校体育館 古座川町 高池１３９ ○
高池小学校 古座川町 高池７４６ ○
町民体育館 古座川町 高池７７０ ○
古座川町中央公民館 古座川町 高池７７７ ○
明神中学校 古座川町 一雨１６ ○
明神小学校 古座川町 一雨４１ ○
三尾川小学校 古座川町 三尾川９３５ ○

北山村 北山村高齢者生活福祉センター 北山村 大沼３１２番地 ○
北山村民会館 北山村 大沼６６番地 ○
北山村立北山中学校 北山村 大沼５９６番地 ○

串本町 串本町老人憩いの家わかしお 串本町 串本１２５２番地
袋コミュニティセンター 串本町 串本６１７番地の７
串本町総合運動公園 串本町 サンゴ台１１０５番地
江田多目的集会所 串本町 江田９１番地の１
串本町公民館赤瀬支館 串本町 和深２８７６番地 ○
串本町立和深総合センター 串本町 和深６８９番地 ○
国民宿舎あらふねリゾート 串本町 田原２５１８番地 ○
津荷集会所 串本町 津荷３７６番地
上野山防災広場 串本町 上野山２９１番地１
串本町古座福祉センター 串本町 上野山２９１番地４ ○
串本町立古座児童館 串本町 古座１５３番地の１
串本町立町民文化センター 串本町 西向４５０番地 ○
西向多目的集会所 串本町 西向６４８番地の１
老人憩いの家「福寿荘」 串本町 姫７１８番地
出雲小学校 串本町 出雲１６１７番地の２１ ○
潮岬小学校 串本町 潮岬３１３６番地
串本小学校 串本町 串本７７６番地 ○
旧錦富小学校 串本町 二色３３６番地 ○
串本西小学校 串本町 有田４１１番地 ○
串本西中学校 串本町 田並１３００番地 ○
大島小学校 串本町 須江１５７７番地の１１ ○
西向小学校 串本町 西向６３８番地 ○
県立串本古座高等学校串本校舎 串本町 串本１５２２ ○
県立串本古座高等学校古座校舎 串本町 中湊３７０ ○
植松防災センター 串本町 串本１４０３－８ ○
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