
令和4年3月18日 現在

実施区域 実施場所 実施時間

紀美野町役場長谷毛原出張所
（紀美野町毛原宮２５４－４）

令和4年4月26日 （火） 11：00～12：00

紀美野町役場国吉出張所
（紀美野町田６３）

13：00～13：30

ながみね農業協同組合美里支店
（紀美野町神野市場２６７）

14：00～15：30

紀美野町農業構造改善センター
（紀美野町下佐々１０２７－１）

令和4年4月27日 （水） 10：30～12：00

紀美野町中央公民館
（紀美野町動木２８８－４）

13：30～15：00

海南市立加茂川幼稚園
（海南市下津町小松原３２－１）

令和4年5月10日 （火） 10：00～11：30

海南市下津港湾防災会館
（海南市下津町下津３０６６－１６）

13：00～14：00

塩津コミュニティセンター
（海南市塩津１７４－２）

14：45～16:00

海南市下津行政局
（海南市下津町丸田２１７－１）

令和4年5月11日 （水） 10：00～12：00

内海公民館
（海南市鳥居６５０－１）

13：30～15：30

亀川公民館
（海南市且来２７２）

令和4年5月12日 （木） 10：00～11：30

大野公民館
（海南市大野中６００－２）

13：00～14：00

海南市役所野上支所
（海南市野上中１６７－５）

14：45～16：00

黒江防災コミュニティセンター
（海南市船尾２２２－２１）

令和4年5月13日 （金） 10：00～12：00

海南保健福祉センター
（海南市日方１５１９－１０）

13：30～16：00

広川町
広川町役場
（広川町広１５００）

令和4年5月25日 （水）
10：30～12：00
13：30～15：00

湯浅町
湯浅町役場
（湯浅町青木６６８－１）

令和4年5月26日 （木）
10：00～12：00
13：30～16：00

有田川町安諦地区基幹集落センター
（有田川町板尾２１８－１）

令和4年6月1日 （水） 11：00～12：00

清水会館
（有田川町清水３９８－１）

13：30～16：00

ＪＡありだＡＱ総合第２選果場
（有田川町吉原９２３）

令和4年6月2日 （木） 10：30～12：00

ＪＡありだ清水営農センター城山サブセンター
（有田川町二川７６５－１）

13：30～15：00

有田川町役場　金屋庁舎
（有田川町中井原１３６－２）

令和4年6月3日 （金）
10：00～12：00
13：30～15：30

令和4年6月7日 （火）
10：00～12：00
13：30～16：00

令和4年6月8日 （水）
10：00～12：00
13：30～15：30

令和4年6月9日 （木）
10：00～12：00
13：30～15：30

串本町公民館　田並支館
（串本町田並９１０）

令和4年6月15日 （水） 13：30～14：30

串本町文化センター
（串本町串本２４２７）

令和4年6月16日 （木）
　9：30～12：00
13：30～16：00

旧串本町役場　古座分庁舎
（串本町西向３５９）

令和4年6月17日 （金） 　9：30～12：00

山村交流センター
（串本町田原２７７－４）

13：30～14：30

実施年月日

有田川町

吉備浄化センター
（有田川町下津野６８８）

海南市

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

紀美野町

〃

〃

〃

〃

串本町

〃

令和４年度　定期検査日程
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宮崎公民館
（有田市宮崎町４８６－２）

令和4年6月22日 （水） 10：30～12：00

宮原公民館
（有田市宮原町新町１８９－１）

13：30～15：30

保田公民館
（有田市辻堂５３３－１）

令和4年6月23日 （木） 10：30～12：00

初島公民館
（有田市初島町浜１３６７－３）

13：30～15：30

有田市民会館
（有田市箕島４６）

令和4年6月28日 （火）
10：30～12：00
13：30～15：30

岩出市
岩出市立市民総合体育館
（岩出市荊本６３－２）

令和4年7月7日 （木）
10：30～12：00
13：30～16：00

宇久井区民会館
（那智勝浦町宇久井２３６）

令和4年7月20日 （水） 13：00～14：30

那智勝浦町役場色川出張所
（那智勝浦町大野２２２８－１）

15：30～16：30

天満公民館
（那智勝浦町天満１９９）

令和4年7月21日 （木） 　9：30～11：30

和歌山東漁業協同組合浦神支所
（那智勝浦町浦神３２１－１８）

13：00～14：00

那智勝浦町役場下里出張所
（那智勝浦町下里８７－４）

14：30～15：30

那智勝浦町役場太田出張所
（那智勝浦町南大居５６３）

16：00～17：00

那智勝浦町役場
（那智勝浦町築地７－１－１）

令和4年7月22日 （金）
  9：30～12：00
13：30～14：30

北山村
北山村観光センター
（北山村下尾井３３５）

令和4年9月8日 （木） 14：00～15：30

田辺市本宮町
田辺市本宮行政局
（田辺市本宮町本宮２１９）

令和4年9月9日 （金）   9：30～12：00

新宮市熊野川行政局
（新宮市熊野川町日足３２４）

令和4年9月9日 （金） 13：30～14：30

佐野会館
（新宮市佐野１－９－９）

令和4年9月14日 （水） 13：30～16：30

新宮市立総合体育館
（新宮市王子町３－１３－２３）

令和4年9月15日 （木）
　9：30～12：00
13：30～16：30

　〃 令和4年9月16日 （金）   9：30～12：00

高田グリーンランド
（新宮市高田１８１０）

13：30～14：30

古座川町役場七川出張所
（古座川町佐田６２７）

令和4年10月6日 （木） 10：00～12：00

明神生活改善センター
（古座川町明神４３６）

14：00～16：00

古座川町中央公民館
（古座川町高池７７７）

令和4年10月7日 （金） 　9：30～12：00

（水）

古座川町

太地町
太地町公民館
（太地町太地３０７７－１３）

令和4年10月5日

有田市

那智勝浦町

〃

〃

〃

〃

〃

13：30～１6：00

新宮市

〃

〃

〃
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紀の川市役所那賀支所
（紀の川市名手市場１４４－１）

令和4年10月12日 （水）
10：30～12：00
13：30～16：00

粉河ふるさとセンター
（紀の川市粉河５８０）

令和4年10月13日 （木）
10：30～12：00
13：30～16：00

紀の川市役所貴志川支所【中貴志保育所前】
（紀の川市貴志川町神戸３３１）

令和4年10月14日 （金） 10：30～12：00

紀の川市役所桃山支所
（紀の川市桃山町元３７６）

13：30～16：00

紀の川市役所本庁南別館
【打田保健福祉センター】
（紀の川市西大井３３８）

令和4年10月17日 （月）
10：30～12：00
13：30～15：30

〃 令和4年10月18日 （火）
10：30～12：00
13：30～15：30

所在場所検査

特定計量器検定検査規則（平成5年通商産業省令第70号）第39条第1項各号のいずれかに該当する場合
にあっては、令和4年4月26日から令和5年3月31日までの間に、その計量器の所在する場所において実
施します。

トラックスケール等の大型計量器については所在場所検査となります。
◎過去に受検された事業者の方は、改めて日程を通知させていただきます。

◎新たに計量器を設置された事業者の方は、検査に際し申請が必要となりますので、計量指導班
   （TEL:073-441-2713）までお問い合わせください。

紀の川市
〃
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