飲食・宿泊・旅行業給付金申請要領・様式配布先一覧
エリア

市町村名

住所

和歌山県 商工観光労働総務課・商工振興課・観光振興課

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地

海草振興局 地域振興部 企画産業課

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地

和歌山市 産業政策課・商工振興課

〒640-8511 和歌山市七番丁23番地

和歌山商工会議所

〒640-8567 和歌山市西汀丁36

和歌山県商工会連合会

〒640-8152 和歌山市十番丁19Wajima十番丁4階

和歌山県中小企業団体中央会

〒640-8152 和歌山市十番丁19Wajima十番丁4階

（一社）全国旅行業協会和歌山県支部

〒640-8343 和歌山市吉田432 シティイン和歌山３Ｆ

和歌山県旅館ホテル生活衛生同業組合

〒640-8241 和歌山市雑賀屋町東ノ丁64

海南市 産業振興課

〒642-0017 海南市南赤坂１１

下津町商工会

〒649-0121 海南市下津町丸田105

海南商工会議所

〒642-0002 海南市日方１２９４－１８

紀美野町 産業課

〒640-1192 海草郡紀美野町動木２８７

紀美野町商工会

〒640-1243 海草郡紀美野町神野市場226-1

那賀振興局 地域振興部 企画産業課

〒649-6223 岩出市高塚209

岩出市 産業振興課

〒649-6292 岩出市西野209番地

那

岩出市商工会

〒649-6232 岩出市荊本77-3

賀

紀の川市 商工労働課

〒649-6492 紀の川市西大井３３８

那賀町商工会

〒649-6631 紀の川市名手市場144-1

紀の川市商工会

〒649-6531 紀の川市粉河 878-2

伊都振興局 地域振興部 企画産業課

〒648-8541 橋本市市脇4丁目5番8号

橋本市 シティセールス推進課

〒648-8585 橋本市東家一丁目1番1号

高野口町商工会

〒649-7205 橋本市高野口町名倉1028-1

橋本商工会議所

〒648-0073 橋本市市脇一丁目３番１８号

九度山町 産業振興課

〒648-0198 伊都郡九度山町九度山１１９０

九度山町商工会

〒648-0101 伊都郡九度山町九度山１１８６

かつらぎ町 産業観光課

〒649-7192 伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160番地

かつらぎ町商工会

〒649-7121 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2470-1

高野町 観光振興課

〒648-0281 伊都郡高野町高野山６３６

高野町商工会

〒648-0211 伊都郡高野町高野山５３－１

（一社）高野山宿坊協会

〒648-0211 伊都郡高野町高野山６００

有田振興局 地域振興部 企画産業課

〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1

有田市 産業振興課

〒649-0392 有田市箕島50

紀州有田商工会議所

〒649-0304 有田市箕島33-1

湯浅町 産業建設課

〒643-0002 有田郡湯浅町青木668-1

湯浅町商工会

〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅1724

広川町 産業建設課

〒643-0071 有田郡広川町大字広1500番地

広川町商工会

〒643-0071 有田郡広川町広658-4

有田川町 商工観光課

〒643-0153 有田郡有田川町大字中井原１３６番地２

有田川町商工会

〒643-0021 有田郡有田川町下津野276-3
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住所

日高振興局 地域振興部 企画産業課

〒644-0011 御坊市湯川町財部651

御坊市 商工振興課

〒644-8686 御坊市薗３５０

御坊商工会議所

〒644-0002 御坊市薗350-28

美浜町 産業建設課

〒644-0044 日高郡美浜町和田１１３８−２７８

美浜町商工会

〒644-0044 日高郡美浜町和田1138-278

日高町 産業建設課

〒649-1213 日高郡日高町高家６２６

日高町商工会

〒649-1213 日高郡日高町高家639-4

由良町 産業建設課

〒649-1111 日高郡由良町里１２２０−１

由良町商工会

〒649-1112 日高郡由良町網代250-2

印南町 企画産業課

〒649-1534 日高郡印南町印南２５７０

印南町商工会

〒649-1534 日高郡印南町印南2265-4

みなべ町商工会

〒645-0002 日高郡みなべ町芝503

みなべ町 産業課

〒645-0002 日高郡みなべ町芝７４２

日高川町 企画政策課

〒649-1324 日高郡日高川町土生１６０

日高川町商工会

〒649-1324 日高郡日高川町土生128-3

西牟婁振興局 地域振興部 企画産業課

〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1

田辺市 商工振興課

〒646-8545 田辺市新屋敷町１

田辺商工会議所

〒646-0033 田辺市新屋敷町1

牟婁商工会

〒646-0001 田辺市上秋津2084-1

龍神村商工会

〒645-0415 田辺市龍神村西376

本宮町商工会

〒647-1731 田辺市本宮町本宮219

中辺路町商工会

〒646-1421 田辺市中辺路町栗栖川396-1

大塔村商工会

〒646-1101 田辺市鮎川2567-1

白浜町 観光課

〒649-2211 西牟婁郡白浜町1600

白浜町商工会

〒649-2211 西牟婁郡白浜町3031-100

白浜温泉旅館協同組合

〒649-2211 西牟婁郡白浜町１６５０−１

日置川町商工会

〒649-2511 西牟婁郡白浜町日置980-1

上富田町 総務政策課

〒649-2192 西牟婁郡上富田町朝来７６３番地

上富田町商工会

〒649-2105 西牟婁郡上富田町朝来763

すさみ町 産業振興課

〒649-2621 西牟婁郡すさみ町周参見４０８９

すさみ町商工会

〒649-2621 西牟婁郡すさみ町周参見3911

東牟婁振興局 地域振興部 企画産業課

〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2丁目4-8

新宮市 商工観光課

〒647-8555 新宮市春日１−１

新宮商工会議所

〒647-0045 新宮市井の沢3-8

那智勝浦町 観光企画課

〒649-5392 東牟婁郡那智勝浦町築地７丁目１−１

南紀くろしお商工会

〒649-5171 東牟婁郡那智勝浦町築地8-5-1

東

南紀勝浦温泉旅館組合

〒649-5335 東牟婁郡那智勝浦町大字築地6-1-1

牟

太地町 産業建設課

〒649-5171 東牟婁郡太地町太地３７６７−１

婁

古座川町 地域振興課

〒649-4104 東牟婁郡古座川町高池６７３−２

古座川町商工会

〒649-4104 東牟婁郡古座川町高池715-1

北山村 産業建設課

〒647-1603 東牟婁郡北山村大沼42

北山村商工会

〒647-1604 東牟婁郡北山村下尾井314

串本町 産業課

〒649-3592 東牟婁郡串本町串本１８００

串本町商工会

〒649-3503 東牟婁郡串本町串本2410

