
                             ＊ 担当課室  福祉保健総務課 TEL 073-441-2472

名　　　　　　　称 所　　　　　在　　　　　地

２．社会福祉協議会（社会福祉法第１０９条～第１１０条）

【従たる事務所】新宮ｽﾃｰｼｮﾝ　

 〒649-6111
 紀の川市桃山町最上1253-2　市桃山保健福祉ｾﾝﾀｰ内

0736-66-1211
0736-66-2751

 平成17. 8.22

 〒640-0413
 紀の川市貴志川町神戸331　貴志川保健福祉ｾﾝﾀｰ内

 〒649-6631
 紀の川市名手市場144-1　那賀保健福祉ｾﾝﾀｰ内

0736-75-9060
0736-75-9030

【従たる事務所】貴志川支所　
0736-65-2552
0736-64-3964

 〒647-1731
 田辺市本宮町本宮921-2　市保健福祉総合ｾﾝﾀｰ「うら
ら館」内

【従たる事務所】打田支所　
 〒649-6417
 紀の川市西大井338　市役所南別館内

0736-77-0859
0736-78-2177

 〒647-0041
 新宮市野田1-1　市福祉ｾﾝﾀｰ内

0735-21-2760
0735-23-0510

【従たる事務所】粉河支所　
 〒649-6593
 紀の川市粉河2513-1

0736-73-8863
0736-73-7875

 〒647-0019
 新宮市新町3-2-4

0735-23-4466
0735-28-3529

【従たる事務所】熊野川ｽﾃｰｼｮﾝ　
 〒647-1211
 新宮市熊野川町日足316-1

0735-44-0595
0735-44-0596

073-493-2711
073-493-2712

（福）橋本市社会福祉協議会
 〒648-0072
 橋本市東家1丁目3-1

0736-33-0294
0736-33-4377

 平成18. 5.19

【従たる事務所】下津事業所　

（福）新宮市社会福祉協議会

（福）御坊市社会福祉協議会

（福）紀の川市社会福祉協議会

【従たる事務所】那賀支所　

（福）海南市社会福祉協議会

073-431-5249
073-431-5248

【従たる事務所】中辺路地区事務所

【従たる事務所】本宮地区事務所　

【従たる事務所】龍神地区事務所　

（福）田辺市社会福祉協議会

【従たる事務所】大塔地区事務所　

（福）和歌山市社会福祉協議会

 〒646-1101
 田辺市鮎川583-9　市大塔ふくしかいかん内

0739-48-0871
0739-49-0920

（福）有田市社会福祉協議会
 〒649-0432
 有田市宮原町東215　有田市福祉館なごみ内

0737-88-2750
0737-88-2033

 〒645-0417
 田辺市龍神村柳瀬1134　高齢者福祉ｾﾝﾀｰ「龍の里」内

0739-78-2132
0739-78-2135

　地域社会において、訪問介護事業等の社会福祉事業や地域での多様な福祉ニーズに対応した事業を実施すると
ともに、地域住民のボランティア活動への参加を支援する等地域福祉の推進を図ることを目的とする団体です。

（福）和歌山県社会福祉協議会
 〒640-8545
 和歌山市手平2丁目1-2
 県民交流ﾌﾟﾗｻﾞ和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛内

073-435-5222
073-435-5226

 昭和30.11.30

電話番号
ＦＡＸ番号

認可年月日

 昭和42. 3.16

 〒644-0002
 御坊市薗350　市福祉ｾﾝﾀｰ内

0738-22-5490
0738-22-9991

 昭和46. 5.20

 〒642-0002
 海南市日方1519-10　市海南保健福祉ｾﾝﾀｰ内

073-483-6777
073-483-6771

 平成16.12.27

 昭和48. 6.29

 〒649-0164
 海南市下津町上14-6　市下津保健福祉ｾﾝﾀｰ内

 〒640-8226
 和歌山市小人町29　市あいあいｾﾝﾀｰ福祉交流館内

平成17.4．1

 〒646-1421
 田辺市中辺路町栗栖川329-1　市中辺路福祉ｾﾝﾀｰ内

0739-64-1890
0739-64-1895

 〒646-0028
 田辺市高雄1丁目23-1　田辺市民総合センター内

0739-24-8319
0739-26-2928

0735-42-0224
0735-42-8103

 平成17. 9.30



所　　　　　在　　　　　地

【従たる事務所】美山支所　

 〒648-0402
 高野町東富貴442-1

 平成16.10.22

【従たる事務所】美里支所　
073-495-3171
073-495-3172

【従たる事務所】中津支所　

 〒643-0542
 有田川町二川820-1　町高齢者福祉ｾﾝﾀｰ内

（福）みなべ町社会福祉協議会

 〒644-1201
 日高川町川原河264　町保健福祉ｾﾝﾀｰ「ハートユー」内

 〒644-1122
 日高川町高津尾29　日高川町役場中津支所内

0736-56-2941
0736-56-5273

0736-53-2200
0736-53-2100

0737-26-0344
0737-26-0660

 〒640-1243
 紀美野町神野市場226-1　町役場美里支所内

（福）九度山町社会福祉協議会

【従たる事務所】南部川支所　
 〒645-0021
 みなべ町東本庄100　町保健福祉ｾﾝﾀｰ「ふれ愛ｾﾝﾀｰ」内

 〒649-1212
 日高町小中1308　町保健福祉総合ｾﾝﾀｰ内

（福）日高町社会福祉協議会

（福）由良町社会福祉協議会

富貴出張所　　

 〒645-0002
 みなべ町芝447-2　町社会福祉ｾﾝﾀｰ｢はあと館｣内

 〒649-1534
 印南町印南2009-1　町社会福祉ｾﾝﾀｰ内

 〒648-0211
 高野町高野山26-8　町保健福祉ｾﾝﾀｰ内

名　　　　　　　称

（福）岩出市社会福祉協議会
 〒649-6256
 岩出市金池92　市総合保健福祉ｾﾝﾀｰ内

認可年月日

0736-63-3246
0736-63-4043

電話番号
ＦＡＸ番号

073-489-9962
073-489-2255

 〒640-1121
 紀美野町下佐々1408-4　町総合福祉ｾﾝﾀｰ内

 〒649-1324
 日高川町土生160　町社会福祉拠点ｾﾝﾀｰ内

 〒649-7121
 かつらぎ町丁ノ町2338-2　町地域福祉ｾﾝﾀｰ内

0736-22-4311
0736-22-6898

 〒648-0111
 九度山町河根732-1　町地域福祉ｾﾝﾀｰ「夢喜夢楽」内

0739-74-3069
0739-74-8013

 〒643-0152
 有田川町金屋7　町金屋文化保健ｾﾝﾀｰ内

 〒649-1121
 由良町吹井80-88　町地域福祉ｾﾝﾀｰ内

 〒643-0071
 広川町広1500　町保健福祉ｾﾝﾀｰ内

（福）広川町社会福祉協議会

（福）有田川町社会福祉協議会

【従たる事務所】清水事務所　

【従たる事務所】花園支所　

（福）かつらぎ町社会福祉協議会

（福）紀美野町社会福祉協議会

【従たる事務所】金屋事務所　

（福）高野町社会福祉協議会

 〒643-0853
 有田川町角75-1　町きび保健福祉ｾﾝﾀｰ内

 〒643-0611
 かつらぎ町花園梁瀬1578-2　町高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ内

0737-52-8886
0737-52-4222

0738-23-5393
0738-23-4300

 昭和47. 5.24

0739-72-5611
0739-72-5610

0738-63-2751
0738-63-2447

0738-65-3500
0738-65-3502

 平成17. 5. 2（福）日高川町社会福祉協議会

0738-54-1007
0738-54-1011

 昭和45. 2.20
0738-42-1433
0738-42-7294

（福）湯浅町社会福祉協議会
 〒643-0004
 湯浅町湯浅1675-1　町地域福祉ｾﾝﾀｰ内

0737-63-5175
0737-63-3304

（福）印南町社会福祉協議会

0738-22-5424
0738-24-2552

0737-64-0866
0737-63-2628

（福）美浜町社会福祉協議会
 〒644-0044
 美浜町和田1138-326　町地域福祉ｾﾝﾀｰ内

0737-32-9760
0737-32-5560

0737-23-0838
0737-23-0809

 昭和61. 3.31

0738-23-9508
0738-56-7005

 昭和61. 3.31

 昭和43. 3.29

 昭和56. 4.15

 平成17.12.26

 昭和47. 7.27

 昭和42.12. 1

0736-54-9294
0736-54-9295

 昭和62. 7.21

 平成17.10.20

 昭和49. 3.19



名　　　　　　　称 所　　　　　在　　　　　地

　　　　　　　　古座福祉センター 　
 〒649-4114
 串本町上野山291-4

0735-72-3539
0735-72-2777

（福）北山村社会福祉協議会
 〒647-1603
 北山村大沼312　村高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ内

 〒649-2511
 白浜町日置197-1　白浜町高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ夢の里内

【従たる事務所】日置川支部　

（福）上富田町社会福祉協議会
 〒649-2105
 上富田町朝来755-1　上富田福祉ｾﾝﾀｰ内

（福）串本町社会福祉協議会

（福）古座川町社会福祉協議会

（福）那智勝浦町社会福祉協議会

（福）すさみ町社会福祉協議会

（福）太地町社会福祉協議会

 〒649-3503
 串本町サンゴ台783-7

 平成17. 4. 1

 〒649-2621
 すさみ町周参見4133　町地域福祉ｾﾝﾀｰ内

 〒649-5331
 那智勝浦町天満1418-2　町福祉健康ｾﾝﾀｰ内

 〒649-5171
 太地町太地2991-1　町多目的ｾﾝﾀｰ内

 〒649-4223
 古座川町川口254番地1

0735-62-7060
0735-62-5832

0739-52-2111
0739-52-2666

 平成17.11.21

認可年月日

 昭和62. 2.17

0735-52-5252
0735-52-3700

 昭和43. 2. 1

 昭和53.12. 4

 昭和62. 3. 4

0739-55-4104
0739-55-4640

電話番号
ＦＡＸ番号

0735-72-3719
0735-72-1611

0735-59-3380
0735-59-4332

0735-49-2090
0735-49-2134

 平成 3.12.20

（福）白浜町社会福祉協議会
 〒649-2324
 白浜町十九渕274-1

0739-45-2711
0739-45-2777

0739-47-4757
0739-47-4731

 昭和41.12.26


