
○国の行政機関 令和5年5月現在

近畿管区行政評価局

府省等名 所在地 電話番号

内閣府 近畿管区警察局

警察庁 和歌山県情報通信部
〒640-8269
和歌山市小松原通1-1-1

073-423-0110

総務省 近畿管区行政評価局

和歌山行政監視行政相談センター
〒640-8143
和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎

073-431-8221

法務省 和歌山地方法務局（本局）
〒640-8552
和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎

073-422-5131

御坊支局
〒644-0002
御坊市薗369-6 御坊法務総合庁舎

0738-22-0335

田辺支局
〒646-0023
田辺市文里1-11−9 田辺港湾合同庁舎

0739-22-0698

新宮支局
〒647-0043
新宮市緑ヶ丘3-2-64

0735-22-2757

橋本支局
〒648-0072
橋本市東家5-2-2 橋本地方合同庁舎

0736-32-0206

大阪出入国在留管理局

和歌山出張所
〒640-8287
和歌山市築港6-22-2  和歌山港湾合同庁舎

073-422-8778

大阪矯正管区

和歌山刑務所
〒640-8507
和歌山市加納383

073-471-2231

大阪刑務所

丸の内拘置支所
〒640-8128
和歌山市広瀬中ノ丁2-110

073-422-4040

田辺拘置支所
〒646-0033
田辺市新屋敷町5

0739－22－0361

新宮拘置支所
〒647-0043
新宮市緑ヶ丘3-2-64

0735－22－2462

わかやま法務少年支援センター
（和歌山少年鑑別所）

〒640-8127
和歌山市元町奉行丁2-1

073-433-0850

和歌山保護観察所
〒640-8143
和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎

073-436-2501

検察庁
和歌山地方検察庁
和歌山区検察庁
湯浅区検察庁

〒640-8586
和歌山市二番丁3

073-422-4161

外局等名

国家公安委員会

県内主要機関名

https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki.html
https://www.kinki.npa.go.jp/
http://www.kinki.npa.go.jp/kinki/jyouhou.html
http://www.kinki.npa.go.jp/kinki/jyouhou.html
https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/wakayama.html
http://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/wakayama.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/index.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/frame.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/frame.html
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei08_00104.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei05_00094.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16-03.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16-03.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16-03.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei42_00001.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei42_00001.html
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_wakayama_wakayama.html
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/wakayama/index.html
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/wakayama/index.html
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/wakayama/index.html


御坊支部
御坊区検察庁

〒644-0002
御坊市薗369−6 御坊法務総合庁舎

0738-22-0524

田辺支部
田辺区検察庁
串本区検察庁

〒646-0038
田辺市末広町12−13

0739-22-0692

新宮支部
新宮区検察庁

〒647-0043
新宮市緑ケ丘3-2−64 新宮法務総合庁舎

0735-22-2752

妙寺区検察庁
橋本区検察庁

〒649-7113
伊都郡かつらぎ町大字妙寺538

0736-22-0140

財務省 近畿財務局

和歌山財務事務所
〒640-8143
和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎

073-422-6141

大阪税関

和歌山税関支署
〒640-8287
和歌山市築港6-22-2  和歌山港湾合同庁舎

073-428-3882

下津出張所
〒649-0101
海南市下津町下津3066-16
下津港湾合同庁舎

073-492-0280

新宮出張所
〒647-0061
新宮市三輪崎3006-2

0735-31-5258

国税庁 大阪国税局

和歌山税務署
〒640-8520
和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎

073-424-2131

海南税務署
〒642-8555
海南市名高255-4

073-482-0900

御坊税務署
〒644-0002
御坊市薗430-3

0738-22-0695

湯浅税務署
〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2430-76

0737-63-5351

田辺税務署
〒646-8510
田辺市上屋敷2-10-46

0739-22-1250

新宮税務署
〒647-0012
新宮市伊佐田町2-1-20

0735-22-5261

粉河税務署
〒649-6592
紀の川市粉河807

0736-73-3301

厚生労働省 近畿厚生局

和歌山事務所
〒640-8143
和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎

073-421-8311

和歌山労働局
〒640-8581
和歌山市黒田2-3-3  和歌山労働総合庁舎

073-488-1100

https://lfb.mof.go.jp/kinki/238.html
https://www.customs.go.jp/osaka/index.htm
https://www.customs.go.jp/kyotsu/map/osaka/wakayama.htm
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（労働基準関係）

和歌山労働基準監督署
〒640-8582
和歌山市黒田2-3-3  和歌山労働総合庁舎

電話番号一覧

御坊労働基準監督署
〒644-0011
御坊市湯川町財部1132

0738-22-3571

田辺労働基準監督署
〒646-8511
田辺市明洋2-24-1

0739-22-4694

新宮労働基準監督署
〒647-0033
新宮市清水元1-2-9

0735-22-5295

橋本労働基準監督署
〒648-0072
橋本市東家6-9-2

0736-32-1190

（職業紹介関係）

和歌山公共職業安定所
〒640-8331
和歌山市美園町5-4-7

073-425-8609

ハローワーク和歌山
東別館

〒640-8331
和歌山市美園町5-9-12

073-488-7810

ワークプラザ河北
(地域共同就職支援センター)

〒640-8403
和歌山市北島37-5

073-494-3050

ハローワークサロンほんまち
わかやま新卒応援ハローワーク

〒640-8033
和歌山市本町1-22 Wajima本町ビル

073-421-1220

ワークサロン貴志川
(紀の川市ふるさとハローワーク)

〒640-0411
紀の川市貴志川町前田142

0736-65-3435

ワークプラザ紀ノ川
〒649-6216
岩出市野上野97
岩出ショッピングセンター内

0736-61-3100

かいなん公共職業安定所
〒642-0001
海南市船尾186-85

073-483-8609

ワークサロンかいなん
〒642-0017
海南市南赤坂11 海南市役所内

073-488-1371

御坊公共職業安定所
〒644－0011
御坊市湯川町財部943

0738-22-3527

湯浅公共職業安定所
〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2430-81

0737-63-1144

田辺公共職業安定所
〒646-0027
田辺市朝日ヶ丘24−6

0739-22-2626

新宮公共職業安定所
〒647-0044
新宮市神倉4-2-4

0735-22-6285

串本出張所
〒649-3503
東牟婁郡串本町串本2000−9

0735-62-0121

橋本公共職業安定所
〒648-0072
橋本市東家5-2-2 橋本地方合同庁舎

0736-33-8609

大阪検疫所

https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/kantoku/k_map.html
http://www.forth.go.jp/keneki/osaka/
http://www.forth.go.jp/keneki/osaka/
http://www.forth.go.jp/keneki/osaka/


和歌山下津出張所 
〒649-0101
海南市下津町下津3066-16
下津港湾合同庁舎

06-6571-3521
（大阪検疫所）

農林水産省 近畿農政局

和歌山県拠点
〒640-8143
和歌山市二番丁3  和歌山地方合同庁舎

073-436-3831

和歌山平野農地防災事業所
〒640-0413
紀の川市貴志川町神戸327-1

0736-65-3360

林野庁 近畿中国森林管理局

和歌山森林管理署
〒646-0011
田辺市新庄町2345-1

0739-22-1460

西牟婁森林事務所
〒646-1421
田辺市中辺路町栗栖川333-2

0739-64-0010

龍神森林事務所
〒645-0414
田辺市龍神村東499-1

0739-78-0022

本宮森林事務所
〒647-1752
田辺市本宮町切畑字田ノ元211-5

0735-43-0031

新宮森林事務所
〒647-0001
新宮市相筋2-12-13

0735-22-3800

高野森林事務所
〒648-0161
伊都郡九度山町入郷5

0736-54-2901

本宮治山事業所
〒647-1752
田辺市本宮町切畑276

0735-43-0353

紀伊田辺治山事業所
〒646-1421
田辺市中辺路町栗栖川396-1

0739-64-0525

高野治山事業所
〒648-0161
伊都郡九度山町入郷5

0736-54-2902

国土交通省 近畿地方整備局

和歌山河川国道事務所
〒640-8227
和歌山市西汀丁16

073-424-2471

 紀の川大堰管理所
（流水調整課）

〒640-8390
和歌山市有本462

073-423-2080

和歌山国道維持出張所
〒640-8306
和歌山市出島33

073-471-2010

船戸出張所
〒640-8390
和歌山市有本462

073-424-7231

海南国道維持出張所
〒642-0028
海南市幡川90

073-482-2712

紀南河川国道事務所
〒646-0003
田辺市中万呂142

0739-22-4564

http://www.maff.go.jp/kinki/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/wakayama/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/wakayama/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/wakayama/index.html
https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/wakayama/index.html
https://www.kkr.mlit.go.jp/wakayama/
http://www.kkr.mlit.go.jp/wakayama/index.php
https://www.kkr.mlit.go.jp/kinan/


田辺国道維持出張所
〒646-0024
田辺市学園24-17

0739-23-0190

新宮河川国道維持出張所
〒647-0051
新宮市磐盾1-3

0735-22-8165

串本国道維持出張所
〒649-3510
東牟婁郡串本町サンゴ台1107-8

0735-62-0630

紀勢線出張所
〒649-2621
西牟婁郡すさみ町周参見2947

0739-85-2070

紀伊山系砂防事務所

田辺監督官詰所
〒646-1101
田辺市鮎川2567-1
大塔総合文化会館内

0739-48-1015

那智勝浦監督官詰所
〒649-5302
東牟婁郡那智勝浦町市野々3027-6
和歌山県土砂災害啓発センター内

0735-55-0160

港湾空港部
和歌山港湾事務所

〒640-8404
和歌山市湊薬種畑の坪1334

073-422-8186

近畿運輸局

和歌山運輸支局
〒640－8404
和歌山市湊1106-4

050-5540-2065

勝浦海事事務所
〒649-5335
東牟婁郡那智勝浦町大字築地8-5-5

0735-52-0260

大阪航空局

南紀白浜空港出張所
〒649-2211
西牟婁郡白浜町2926

0739-42-3827

気象庁 大阪管区気象台

和歌山地方気象台
〒640-8230
和歌山市男野芝丁4

073-432-0632

海上保安庁 第五管区海上保安本部

和歌山海上保安部
〒640-8287
和歌山市築港6-22-2
和歌山港湾合同庁舎

073-402-5850

海南海上保安署
〒649－0101
海南市下津町下津3066-16

073-492-0134

田辺海上保安部
〒646-0023
田辺市文里1-11-9

0739-22-2002

串本海上保安署
〒649-3510
東牟婁郡串本町サンゴ台783-9

0735-62-0226

下里水路観測所
〒649-5142
東牟婁郡那智勝浦町下里1981

0735-58-0084

https://www.kkr.mlit.go.jp/kiisankei/
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/index.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/wakayama/
https://www.cab.mlit.go.jp/wcab
http://ocab.mlit.go.jp/top/
http://ocab.mlit.go.jp/top/
https://www.jma-net.go.jp/wakayama/index.html
https://www.kaiho.mlit.go.jp/05kanku/wakayama/
https://www.kaiho.mlit.go.jp/05kanku/wakayama/
https://www.kaiho.mlit.go.jp/05kanku/tanabe/
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/shimosato/j/


環境省 近畿地方環境事務所

吉野熊野国立公園管理事務所
〒647-0043
新宮市緑ケ丘2-4-20

0735-22-0342

田辺管理官事務所
〒646-0035
田辺市中屋敷町24-49
田辺市社会福祉センター

0739-23-3955

防衛省 陸上自衛隊 中部方面隊

中部方面総監部

和歌山駐屯地
〒644－0044
日高郡美浜町和田1138

0738-22-2501

海上自衛隊 阪神基地隊

由良基地分遣隊
〒649-1113
日高郡由良町大字阿戸708-5

0738-65-0056

航空自衛隊 串本分屯基地
〒649-3632
東牟婁郡串本町須江1383-12

0735-65-0134

自衛隊和歌山地方協力本部
〒640-8287
和歌山市築港1-14-6

073-422-5116

御坊地域事務所
〒644-0012
御坊市湯川町小松原410-1  丸仁第1ビル

0738-23-0020

新宮地域事務所
〒647-0053
新宮市五新1-24

0735-21-3449

田辺地域事務所
〒646-0004
田辺市下万呂564‐2 宮本ビル

0739-24-6219

橋本地域事務所
〒648-0072
橋本市東家5丁目2-2 橋本地方合同庁舎内

0736-32-0744

和歌山募集案内所
〒640-8331
和歌山市美園町5-1-2 新橘ビル

073-432-4479

有田募集案内所
〒649-0316
有田市宮崎町106-2

0737-82-6631

https://kinki.env.go.jp/
https://www.mod.go.jp/gsdf/station/ma/index.html
https://www.mod.go.jp/gsdf/station/ma/wakayama.html
https://www.mod.go.jp/msdf/hanshin/
https://www.mod.go.jp/asdf/kushimoto/
https://www.mod.go.jp/pco/wakayama/

