
市町村名 センター名 担当地区 郵便番号 設置場所（所在地） ＴＥＬ

1 和歌山市地域包括支援センター西脇 加太・西脇 640-0112
和歌山市西庄３８９－１
レジダンス・アンソレイエ１０１

073-456-1212

2 和歌山市地域包括支援センター木本 木本・貴志 640-8435
和歌山市古屋１５３－９
古屋スクエアビル1階

073-480-3010

3 和歌山市地域包括支援センター松江 松江・湊 640-8425 和歌山市松江北２丁目１９番８号 073-488-8782

4 和歌山市地域包括支援センター野崎 野崎・楠見 640-8403 和歌山市北島３２５－１０６ 073-453-8102

5 和歌山市地域包括支援センター有功 有功・直川 640-8482 和歌山市六十谷３６１番地１ 073-464-1033

6 和歌山市地域包括支援センター川永 紀伊・山口・川永 649-6314 和歌山市島２６－１１８ 073-464-2468

7 和歌山市地域包括支援センター和佐 西和佐・和佐・小倉 649-6323 和歌山市井ノ口３０２－５ 073-477-7181

8 和歌山市地域包括支援センター東山東 岡崎・西山東・東山東 640-0305 和歌山市明王寺１３番１ 073-466-3344

9 和歌山市地域包括支援センター名草 名草・三田・安原 641-0014 和歌山市毛見１４５１番地 073-444-3142

10 和歌山市地域包括支援センター雑賀 雑賀崎・田野・和歌浦・雑賀 641-0035 和歌山市関戸１丁目４－１５ 073-445-1700

11 和歌山市地域包括支援センター宮前 宮・宮前 641-0001 和歌山市杭ノ瀬３５９番地１ 073-474-5535

12 和歌山市地域包括支援センター高松 砂山・今福・吹上・高松 641-0051
和歌山市西高松１丁目５－４
高松丸岩ビル１０１号

073-435-0312

13 和歌山市地域包括支援センター新南 広瀬・芦原・新南・大新 640-8328 和歌山市木広町５－１－４　高田ビル1階 073-488-1750

14 和歌山市地域包括支援センター宮北 中之島・四箇郷・宮北 640-8343 和歌山市吉田４２３番地 073-432-0077

15 和歌山市地域包括支援センター城北 本町・城北・雄湊 640-8158
和歌山市十二番丁３０番地
シティビルアオイ１F

073-488-5518

16 海南市 海南市
地域包括支援センター 海南市全域 642-8501 海南市南赤坂１１番地 073-483-8762

17 橋本市 橋本市地域包括支援センター 橋本市全域 648-0072
橋本市東家１丁目３番１号
橋本市保健福祉センター内

0736-32-1957

18 有田市 有田市
地域包括支援センター 有田市全域 649-0392 有田市箕島５０番地（市役所内） 0737-83-1111

19 御坊市 御坊市
地域包括支援センター 御坊市全域 644-8686 御坊市薗３５０番地（市役所内） 0738-23-5851

20 田辺地域型地域包括支援センター 旧田辺市 646-0028
田辺市高雄１丁目23-１
田辺市民総合センター内

0739-26-9906

21 龍神地域型地域包括支援センター 旧龍神村 645-0415
田辺市龍神西３７６番地
田辺市龍神行政局内

0739-78-0081

22 中辺路地域型地域包括支援センター 旧中辺路町 646-1492
田辺市中辺路町栗栖川３９６番地の１
田辺市中辺路行政局内

0739-64-0516

23 大塔地域型地域包括支援センター 旧大塔村 646-1192
田辺市鮎川２５６７番地の１
田辺市大塔行政局内

0739-48-0085

24 本宮地域型地域包括支援センター 旧本宮町 647-1792
田辺市本宮町本宮２１９番地
田辺市本宮行政局内

0735-42-0082

25 新宮市
地域包括支援センター 旧新宮市 647-8555 新宮市春日１番１号（市役所内） 0735-23-3306

26 新宮市熊野川地域包括支援センター 旧熊野川町 647-1294
新宮市熊野川町日足324番地
（熊野川行政局内）

0735-44-0370

27 紀の川市 紀の川市地域包括支援センター 紀の川市全域 649-6492 紀の川市西大井３３８番地（市役所内） 0736-78-3314

28 岩出市 岩出市
地域包括支援センター 岩出市全域 649-6292 岩出市西野２０９番地（市役所内） 0736-62-2141

29 紀美野町 紀美野町
地域包括支援センター 紀美野町全域 640-1121
海草郡紀美野町下佐々１４０８－４
（総合福祉センター内）

073-489-9960

30 かつらぎ町 かつらぎ町
地域包括支援センター かつらぎ町全域 649-7121 伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町２３３８－２ 0736-22-2322

31 九度山町 九度山町
地域包括支援センター 九度山町全域 648-0198
伊都郡九度山町九度山１１９０
九度山町ふるさとセンター３階

0736-54-2233

32 高野町 高野町
地域包括支援センター 高野町全域 648-0281 伊都郡高野町高野山６３６ 0736-56-2933

33 湯浅町 湯浅町
地域包括支援センター 湯浅町全域 643-0002 有田郡湯浅町青木６６８－１（役場内） 0737-64-1120

34 広川町 広川町
地域包括支援センター 広川町全域 643-0071 有田郡広川町広１５００番地 0737-23-7724

35 有田川町
地域包括支援センター 旧金屋町　旧吉備町 643-0153 有田川町中井原１３６－２ 0737-32-5102

36
有田川町地域包括支援センター
清水事業所

旧清水町 643-0521 有田郡有田川町清水３８７－１ 0737-25-1269

37 美浜町 美浜町
地域包括支援センター 美浜町全域 644-0044 日高郡美浜町和田１１３８－２７８（役場内） 0738-23-4950

38 日高町 日高町
地域包括支援センター 日高町全域 649-1213 日高郡日高町高家６２６（役場内） 0738-63-3801

39 由良町 由良町
地域包括支援センター 由良町全域 649-1111 日高郡由良町里１２２０－１ 0738-65-0201

40 印南町 印南町
地域包括支援センター 印南町全域 649-1534 日高郡印南町印南２５７０（役場内） 0738-42-1738

41 みなべ町 みなべ町
地域包括支援センター みなべ町全域 645-0021
日高郡みなべ町東本庄１００
みなべ町保健福祉センター内

0739-74-8065

42 日高川町 日高川町
地域包括支援センター 日高川町全域 649-1324 日高郡日高川町土生１６０ 0738-22-9633

43 白浜町 白浜町
地域包括支援センター 白浜町全域 649-2211 西牟婁郡白浜町１６００（役場内） 0739-43-6596

44 上富田町 上富田町
地域包括支援センター 上富田町全域 649-2105 西牟婁郡上富田町朝来７６３ 0739-47-0550

45 すさみ町 すさみ町
地域包括支援センター すさみ町全域 649-2621 西牟婁郡すさみ町周参見４０８９ 0739-55-4670

46 那智勝浦町 那智勝浦町
地域包括支援センター 那智勝浦町全域 649-5392
東牟婁郡那智勝浦町築地７丁目１番地１
（役場内）

0735-52-0611

47 太地町 太地町
地域包括支援センター 太地町全域 649-5171
東牟婁郡太地町大字太地３７６７－１
（役場内）

0735-59-2335

48 古座川町 古座川町
地域包括支援センター 古座川町全域 649-4223 東牟婁郡古座川町川口２５４番地１ 0735-67-7611

49 北山村 北山村
地域包括支援センター 北山村全域 647-1603 東牟婁郡北山村大沼４２（役場内） 0735-49-2331

50 串本町 串本町
地域包括支援センター 串本町全域 649-3503 東牟婁郡串本町串本２３６７ 0735-62-6005

有田川町
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