
市町村役場所在地・三役

市町村役場所在地・市町村長名等一覧
平成１８年８月２８日現在

市　町　村　役　場　所　在　地 三　　　　　　　　役

〒 住　　　　所 電 話 番 号 市町村長 助　　役 収 入 役

和　歌　山　市 640-8511  和歌山市七番丁２３ 073 (432) 0001 大橋　 建一 射場　道雄 岡本　　　弘

海　  南  　市 642-8501  海南市日方１５２５－６ 073 (482) 4111 神出　　政巳 宮脇　　昭博 濵井　　兵甲

橋　  本  　市 648-8585  橋本市東家１丁目１番１号 0736 (33) 1111 木下　　善之 清原　　雅代

有  　田  　市 649-0392  有田市箕島５０ 0737 (83) 1111 玉置　　三夫 谷中　健三 江川　　　巌

御　  坊　  市 644-8686  御坊市薗３５０ 0738 (22) 4111 柏木　　征夫 小竹　　博一 松井　　信明

田　  辺　  市 646-8545  田辺市新屋敷町１ 0739 (22) 5300 真砂　　充敏 森　　　章二 福田　　安雄

新  　宮　  市 647-8555  新宮市春日１番１号 0735 (23)3333 佐藤　　春陽 竹嶋　　秀雄 江川　　忠雄

紀　の　川  市 649-6492  紀の川市西大井３３８ 0736 (77) 2511 中村　　愼司 注１

岩　　出　　市 649-6292  岩出市西野２０９ 0736 (62) 2141 中芝　 正幸 川口　文章 中前　　温

紀美野町 640-1192  紀美野町動木２８７ 073 (489) 2430 寺本　　光嘉 小川　裕康

かつらぎ町 649-7192  かつらぎ町丁ノ町２１６０ 0736 (22) 0300 山本　　惠章 北浦　　亮三

九度山町 648-0198  九度山町九度山１１９０ 0736 (54) 2019 岡本　　　章

高野町 648-0281  高野町高野山６３６ 0736 (56) 2931 後藤　　太栄 高橋　　寛治

湯浅町 643-0004  湯浅町湯浅１０５５－９ 0737 (63) 2525 伏木　　　建 坂本　　　拡 注１

広川町 643-0071  広川町広１５００ 0737 (63) 1122 白倉　　　充 石原　　芳夫 注１

有田川町 643-0021  有田川町下津野２０１８－４ 0737 (52) 2111 中山　 正隆 山﨑　　博司

美浜町 644-0044  美浜町和田１１３８－２７８ 0738 (22) 4123 入江　　　勉 入江　　喜一 西本　 武司

日高町 649-1213  日高町高家６２６ 0738 (63) 2051 中　　　善夫 小宮 　正昭 楠　　　　 司

由良町 649-1111  由良町里１２２０－１ 0738 (65) 0200 中井　　　勤 畑中　 雅央 中村　　　森

印南町 649-1534 0738 (42) 0120 久保井　 始 古川　 正義 野村　 正明

みなべ町 645-0002  みなべ町芝７４２ 0739 (72) 2015 山田　五良 小谷　　芳正 花光　　　均

日 高 川 町 649-1324 日高川町土生１６０ 0738 (22) 1700 笹 　 　朝一 山本　　羨也 花光　　俊昭

西 白浜町 649-2211  白浜町１６００ 0739 (43) 5555 立谷　　誠一 廣畑　　　實

牟 上富田町 649-2192  上富田町朝来７６３ 0739 (47) 0550 小出　 隆道 注１

郡 すさみ町 649-2621  すさみ町周参見４０８９ 0739 (55) 2004 桂　　　　 功

那智勝浦町 649-5392  那智勝浦町築地７丁目１－１ 0735 (52) 0555 中村 詔二郎 中路　　　進 注１

太地町 649-5171  太地町太地３７６７－１ 0735 (59) 2335 三軒　　一高 注１

古座川町 649-4104  古座川町高池６７３－２ 0735 (72) 0180 奥根　　公平 井上　　秀隆 注１

北山村 519-5603  北山村大沼４２ 0735 (49) 2331 奥田　　　貢 注１

串本町 649-3592  串本町串本１８００ 0735 (62) 0555 松原　繁樹 神田　三知夫 注１

　　注１　収入役を置かず、助役が事務を兼掌する「収入役の事務の兼掌条例」を制定しています。
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