
名　　称 所管市町村 所　在　地 電　　話 Ｆ　Ａ　Ｘ

和歌山県県土整備部 〒640-8585 073-432-4111代表 073-428-2038

都市住宅局建築住宅課 海南市、紀美野町 和歌山市小松原通1-1 073-441-内線直通

和歌山県庁南別館

那賀振興局建設部 〒649-6223 0736-63-0100代表 0736-61-0034

総務調整課建築Ｇ 紀の川市、岩出市 岩出市高塚209 0736-61-0030直通

伊都振興局建設部 〒648-8541 0736-34-1700代表 0736-33-4928

総務調整課建築Ｇ 橋本市、かつらぎ町 橋本市市脇4丁目5-8 0736-33-4922直通

九度山町、高野町

有田振興局建設部 〒643-0004 0737-63-4111代表 0737-64-1268

総務調整課建築Ｇ 有田市、湯浅町 有田郡湯浅町湯浅2355-1 0737-64-1299直通

広川町、有田川町

日高振興局建設部 〒644-0011 0738-22-3111代表 0738-24-2971

御坊市、美浜町、日高町

総務調整課建築Ｇ 由良町、印南町、みなべ町 御坊市湯川町財部651 0738-24-2908直通

日高川町

西牟婁振興局建設部 〒646-8580 0739-22-1200代表 0739-26-4114

建築課 田辺市、白浜町、上富田町 田辺市朝日ヶ丘23-1 0739-26-7922直通

東牟婁振興局串本建設部 〒649-3510 0735-62-0755代表 0735-62-5390

総務管理課 すさみ町、古座川町 東牟婁郡串本町サンゴ台783-8

総務調整・建築Ｇ 串本町

東牟婁振興局新宮建設部 〒647-8551 0735-22-8551代表 0735-21-9643

総務調整課建築Ｇ 新宮市、那智勝浦町 新宮市緑ヶ丘2丁目4-8 0735-21-9624直通

太地町、北山村

建築基準法所管連絡先一覧（和歌山市除く）



郡別 課 室 名 電話番号 Ｆ Ａ Ｘ

和歌山市 640-8511 七番丁23 都市計画部建築指導課 073-435-1100 073-435-1175

海南市 642-8501 日方1525-6 都市整備課 073-483-8480 073-483-8483

紀美野町 640-1192 海草郡 動木287 建設課 073-489-5904 073-489-2510

紀の川市 649-6492 西大井338 都市計画課 0736-77-0852 0736-77-3133

岩出市 649-6292 西野209 都市計画課 0736-61-6938 0736-63-0075

橋本市 648-8585 東家1丁目1-1 建築住宅課 0736-33-1111 0736-39-5133

かつらぎ町 649-7192 伊都郡 丁ノ町2160 建設課 0736-22-0300 0736-22-7999

九度山町 648-0198 伊都郡 九度山1190 建設課 0736-54-2019 0736-54-9001

高野町 648-0281 伊都郡 高野山636 建設課 0736-56-2934 0736-56-3355

有田市 649-0392 箕島50 建設課 0737-83-1111 0737-82-6968

湯浅町 643-0004 有田郡 青木688-1 建設課 0737-64-1124 0737-63-4150

広川町 643-0071 有田郡 広1500 産業建設課 0737-23-7763 0737-63-3085

有田川町 643-0021 有田郡 下津野2018-4 建設課 0737-52-2111 0737-52-7822

御坊市 644-8686 薗350 都市建設課 0738-23-5512 0738-24-1306

美浜町 644-0044 日高郡 和田1138-278 産業建設課 0738-23-4952 0738-23-3523

日高町 649-1213 日高郡 高家626 産業建設課 0738-63-3804 0738-63-3822

由良町 649-1111 日高郡 里1220-1 産業建設課 0738-65-1203 0738-65-0277

印南町 649-1534 日高郡 印南2252-1 建設課 0738-42-1734 0738-42-1443

みなべ町 645-0002 日高郡 芝742 建設課 0739-74-3335 0739-72-1223

日高川町 649-1324 日高郡 土生160 建設課 0738-22-5280 0738-22-1762

田辺市 646-8545 新屋敷町1 都市計画課 0739-26-9937 0739-26-9956

白浜町 649-2211 西牟婁郡 1600 建設課 0739-43-6589 0739-43-5588

上富田町 649-2192 西牟婁郡 朝来763 産業建設課 0739-34-2374 0739-47-5420

すさみ町 649-2621 西牟婁郡 周参見4089 産業建設課 0739-55-2004 0739-55-4810

古座川町 649-4104 東牟婁郡 高池673-1 産業建設課 0735-72-0180 0735-72-1858

串本町 649-4192 東牟婁郡 西向359 建設課 0735-72-0628 0735-72-0157

新宮市 647-8555 春日1-1 都市建設課 0735-23-3352 0735-21-4164

那智勝浦町 649-5392 東牟婁郡 築地7丁目1-1 建設課 0735-52-0555 0735-52-2526

太地町 649-5171 東牟婁郡 太地3767-1 産業建設課 0735-59-2335 0735-59-2570

北山村 647-1603 東牟婁郡 大沼42 総務課 0735-49-2331 0735-49-2207
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