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生涯スポーツ班………8-3704 

競技力向上推進班……8-3695 

 

プロジェクト推進室 
 
プロジェクト推進室…8-3688 

 

学校教育局 
 
局長……………………8-3632 

 

県立学校教育課 
 
企画調整班……………8-3691 

教育課程班……………8-3681 

専門教育班……………8-2927 

 

特別支援教育室 
 
特別支援班……………8-3683 

 

全国高総文祭推進室 
 
全国高総文祭推進室…8-2702 

 

義務教育課 
 
小中学校人事班………8-3655 

学力向上推進班………8-3689 

小中学校・幼児教育指導班 

………8-3662 

中学校班………………8-3628 

 

教育支援課 
 
学校給食班……………8-3694 

健康教育班……………8-3692 

児童生徒班……………8-2989 

学校支援班……………8-3682 

防災ＴＥＬ……………… 419 

防災ＦＡＸ……………… 488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県出先機関 

030 

 
 

海草振興局 

030 

 

電話交換台………… 300-8-9 

局長………………300-8-3340 

 

地域振興部 

部長……………300-8-3341 

副部長…………300-8-3365 

主幹（人権・県民担当） 

     ……300-8-3344 

総務県民課 

防災・総務グループ 

     ……300-8-3346 

人権・県民グループ 

     ……300-8-3352 

防災ＴＥＬ……… 300-415 

防災ＦＡＸ……… 300-490 

企画産業課 

企画産業振興グループ 

     ……300-8-3371 

 

農林水産振興部 

 部長……………300-8-3363 

 副部長…………300-8-3356 

 総括専門員……300-8-3388 

農業水産振興課 

総務・振興グループ 

……300-8-3374 

普及グループ…300-8-3377 

防災ＴＥＬ……… 300-416 

防災ＦＡＸ……… 300-489 

林務課 

林業振興グループ 

     ……300-8-3357 

森林土木グループ 

     ……300-8-3358 

農地課 

指導グループ…300-8-3359 

整備グループ…300-8-3362 

 

建設部 

総務調整課……… 312-400 

         312-401 

         312-402 

管理保全課……… 312-403 

工務課…………… 312-404 

街路公園課……… 312-405 

入札室（ＦＡＸ） 

     ……… 312-499 

 

那賀振興局 

030-320 

 

電話交換台……………… 8-9 

局長…………………… 8-201 

参事…………………… 8-302 

 

地域振興部 

部長………………… 8-202 

副部長……………… 8-203 

主幹（人権・県民担当） 

     ………… 8-207 

主幹（会計担当）… 8-230 

会計専門員………… 8-231 

 

 

 

 

 

 

総務県民課 

防災・総務グループ 

     ………… 8-204 

人権・県民グループ 

     ………… 8-211 

防災ＴＥＬ…………… 400 

防災ＦＡＸ…………… 499 

企画産業課 

企画産業振興グループ 

…… 8-410 

防災ＴＥＬ…………… 402 

防災ＦＡＸ…………… 497 

 

健康福祉部 

部長………………… 8-301 

副部長……………… 8-310 

総務福祉課 

総務グループ……… 8-303 

福祉グループ……… 8-312 

防災ＴＥＬ…………… 401 

防災ＦＡＸ…………… 498 

保健課 

保健グループ……… 8-321 

健康グループ……… 8-323 

衛生環境課 

衛生環境グループ… 8-330 

 

農林水産振興部 

部長………………… 8-401 

 副部長……………… 8-408 

 総括専門員………… 8-448 

農業水産振興課 

総務・振興グループ 

………… 8-420 

普及グループ……… 8-423 

林務課 

林業振興グループ… 8-431 

森林土木グループ… 8-433 

農地課 

指導グループ……… 8-441 

整備グループ……… 8-444 

 

建設部 

部長………………… 8-501 

事務副部長………… 8-502 

技術副部長………… 8-503 

総務調整課 

総務調整グループ… 8-520 

入札契約グループ… 8-510 

建築グループ……… 8-550 

防災ＴＥＬ…………… 403 

防災ＦＡＸ…………… 496 

用地課 

用地グループ……… 8-541 

管理保全課 

 管理グループ……… 8-530 

 保全グループ……… 8-535 

 機動グループ……… 8-513 

防災ＴＥＬ…………… 404 

工務課 

道路グループ……… 8-560 

農林道グループ…… 8-555 

治水グループ……… 8-544 

紀の川流域下水道事務所 

管路グループ……… 8-557 

浄化センターグループ 

     ………… 8-515 

紀北県税事務所 

所長………………… 8-250 

企画員……………… 8-251 

納税課 管理収納グループ 

      ………… 8-236 

課税課 課税グループ 

      ………… 8-240 

 

伊都振興局 

030-330 

 

電話交換台……………… 8-9 

局長…………………… 8-201 

 

地域振興部 

部長………………… 8-202 

副部長……………… 8-210 

主幹（人権・県民担当） 

     ………… 8-205 

主幹（会計担当）… 8-236 

会計専門員………… 8-238 

総務県民課 

防災・総務グループ 

     ………… 8-212 

人権・県民グループ 

     ………… 8-208 

防災ＴＥＬ…………… 400 

防災ＦＡＸ…………… 499 

企画産業課 

企画産業振興グループ 

………… 8-256 

防災ＴＥＬ…………… 401 

防災ＦＡＸ…………… 498 

 

農林水産振興部 

部長………………… 8-204 

 副部長……………… 8-288 

農業水産振興課 

総務・振興グループ 

………… 8-305 

普及グループ……… 8-302 

林務課 

林業振興グループ… 8-266 

森林土木グループ… 8-263 

農地課 

指導グループ……… 8-282 

整備グループ……… 8-227 

 

建設部 

部長………………… 8-310 

事務副部長………… 8-311 

技術副部長………… 8-324 

総務調整課 

総務調整グループ… 8-313 

入札契約グループ… 8-314 

建築グループ……… 8-308 

防災ＴＥＬ…………… 402 

           403 

防災ＦＡＸ…………… 497 

用地課 

用地グループ……… 8-317 

管理保全課 

 管理グループ……… 8-312 

 保全グループ……… 8-318 

 機動グループ……… 8-340 

工務課 

道路グループ……… 8-322 

治水グループ……… 8-325 

 

有田振興局 

030 

 

電話交換台………… 340-8-9 

局長……………… 340-8-201 

 

地域振興部 

部長…………… 340-8-203 

副部長………… 340-8-209 

主幹（会計担当） 

     …… 340-8-220 

主幹（人権・県民担当） 

     …… 340-8-204 

会計専門員…… 340-8-221 

 

総務県民課 

防災・総務グループ 

     …… 340-8-219 

人権・県民グループ 

     …… 340-8-211 

防災ＴＥＬ……… 340-400 

防災ＦＡＸ……… 340-499 

企画産業課 

企画産業振興グループ 

     …… 340-8-503 
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健康福祉部 

部長…………… 340-8-601 

企画員………… 340-8-602 

副部長………… 340-8-606 

総括専門員…… 340-8-621 

総務福祉課 

総務・保護グループ 

     …… 340-8-603 

福祉グループ… 340-8-631 

防災ＴＥＬ……… 340-401 

防災ＦＡＸ……… 340-498 

保健課 

保健グループ… 340-8-621 

健康グループ… 340-8-655 

衛生環境課 

衛生環境グループ 

     …… 340-8-611 

 

農林水産振興部 

部長…………… 340-8-500 

副部長………… 340-8-511 

農業水産振興課 

総務・振興グループ 

…… 340-8-515 

普及グループ… 340-8-507 

防災ＴＥＬ……… 340-402 

防災ＦＡＸ……… 340-497 

林務課 

林業振興グループ 

     …… 340-8-271 

森林土木グループ 

     …… 340-8-274 

農地課 

指導グループ… 340-8-280 

整備グループ… 340-8-284 

 

建設部 

部長…………… 340-8-301 

事務副部長…… 340-8-302 

技術副部長…… 340-8-333 

総務調整課 

総務調整グループ 

     …… 340-8-314 

入札契約グループ 

     …… 340-8-305 

建築グループ… 340-8-303 

防災ＴＥＬ……… 340-403 

防災ＦＡＸ……… 340-496 

用地課 

用地グループ… 340-8-311 

管理保全課 

管理グループ… 340-8-308 

保全グループ… 340-8-318 

機動グループ… 340-8-566 

防災ＴＥＬ……… 340-404 

工務課 

道路グループ… 340-8-317 

河港グループ… 340-8-325 

湯浅御坊高速事務所 

所長…………… 340-8-302 

次長…………… 340-8-333 

用地課………… 340-8-311 

広川出張所 

操作室…………… 343-400 

宿直室…………… 343-401 

執務室…………… 343-402 

操作室（ＦＡＸ） 

     ……… 343-499 

二川ダム管理事務所 

管理課…………… 342-400 

宿直室…………… 342-401 

操作室…………… 342-402 

無線機室（ＦＡＸ） 

     ……… 342-499 

紀中県税事務所 

所長…………… 340-8-250 

企画員………… 340-8-260 

納税課 管理収納グループ 

      …… 340-8-262 

課税課 課税グループ 

      …… 340-8-261 

 

日高振興局 

030 

 

電話交換台………… 350-8-9 

局長……………… 350-8-200 

 

地域振興部 

部長…………… 350-8-241 

副部長………… 350-8-204 

主幹（人権・県民担当） 

     …… 350-8-211 

主幹（会計担当） 

     …… 350-8-334 

会計専門員…… 350-8-334 

総務県民課 

防災・総務グループ 

     …… 350-8-205 

人権・県民グループ 

     …… 350-8-207 

防災ＴＥＬ……… 350-400 

防災ＦＡＸ……… 350-499 

企画産業課 

企画産業振興グループ 

     …… 350-8-214 

 

農林水産振興部 

部長…………… 350-8-215 

副部長………… 350-8-340 

総括専門員…… 350-8-275 

農業水産振興課 

総務・振興グループ 

…… 350-8-300 

普及グループ… 350-8-312 

防災ＴＥＬ……… 350-401 

防災ＦＡＸ……… 350-498 

林務課 

林業振興グループ 

     …… 350-8-317 

森林土木グループ 

     …… 350-8-221 

農地課 

指導グループ… 350-8-233 

整備グループ… 350-8-232 

 

建設部 

部長…………… 350-8-242 

事務副部長…… 350-8-243 

技術副部長…… 350-8-282 

総務調整課 

総務調整グループ 

     …… 350-8-248 

入札契約グループ 

     …… 350-8-246 

建築グループ… 350-8-249 

防災ＴＥＬ……… 350-402 

         350-403 

防災ＦＡＸ……… 350-497 

用地課 

用地グループ… 350-8-260 

管理保全課 

管理グループ… 350-8-259 

保全グループ… 350-8-257 

機動グループ… 350-8-293 

道路課 

道路グループ… 350-8-245 

河港課 

治水グループ… 350-8-219 

港湾・漁港グループ 

     …… 350-8-255 

椿山ダム管理事務所 

管理課…………… 352-400 

宿直室…………… 352-401 

管理課…………… 352-402 

操作室…………… 352-403 

管理課（ＦＡＸ） 

     ……… 352-499 

 

西牟婁振興局 

030-360 

 

電話交換台……………… 8-9 

局長…………………… 8-201 

 

地域振興部 

部長………………… 8-202 

副部長……………… 8-210 

主幹（人権・県民担当） 

     ………… 8-206 

主幹（会計担当）… 8-220 

会計専門員………… 8-221 

総務県民課 

防災・総務グループ 

     ………… 8-211 

人権・県民グループ 

     ………… 8-217 

防災ＴＥＬ…………… 400 

防災ＦＡＸ…………… 499 

企画産業課 

企画産業振興グループ 

………… 8-250 

 

健康福祉部 

部長………………… 8-650 

企画員……………… 8-651 

副部長……………… 8-652 

総務福祉課 

総務・保護グループ 

     ………… 8-660 

福祉グループ……… 8-671 

防災ＴＥＬ…………… 401 

防災ＦＡＸ…………… 498 

保健課 

保健グループ……… 8-680 

健康グループ……… 8-674 

衛生環境課 

衛生グループ……… 8-690 

環境グループ……… 8-693 

 

農林水産振興部 

部長………………… 8-203 

副部長……………… 8-388 

農業水産振興課 

総務・振興グループ 

……… 8-292 

普及グループ……… 8-278 

防災ＴＥＬ…………… 402 

防災ＦＡＸ…………… 497 

林務課 

林業振興グループ… 8-350 

森林土木グループ… 8-352 

農地課 

指導グループ……… 8-281 

整備グループ……… 8-285 

 

建設部 

部長………………… 8-301 

企画員……………… 8-302 

副部長……………… 8-321 

総務調整課 

総務調整グループ… 8-338 

入札契約グループ… 8-304 

用地課 

用地グループ……… 8-340 

建築課 

建築グループ……… 8-310 

営繕グループ……… 8-396 

管理保全課 

管理グループ……… 8-308 

保全グループ……… 8-313 

機動グループ……… 8-344 

防災ＴＥＬ…………… 403 

防災ＴＥＬ…………… 404 

防災ＦＡＸ…………… 496 

工務課 

道路グループ……… 8-356 

河港グループ……… 8-326 

 

 

紀南県税事務所 

所長………………… 8-248 

企画員……………… 8-230 

納税課 納税第一グループ 

      ………… 8-231 

納税課 納税第二グループ 

      ………… 8-222 

課税課 課税グループ 

      ………… 8-209 

 

東牟婁振興局 

030 

 

電話交換台………… 370-8-9 

局長……………… 370-8-200 

 

地域振興部 

部長…………… 370-8-202 

副部長………… 370-8-267 

主幹（人権・県民担当） 

     …… 370-8-227 

主幹（会計担当） 

     …… 370-8-230 

会計専門員…… 370-8-231 

総務県民課 

防災・総務グループ 

     …… 370-8-220 

人権・県民グループ 

     …… 370-8-213 

防災ＴＥＬ……… 370-400 

防災ＦＡＸ……… 370-499 

大会議室 

防災ＴＥＬ……… 370-402 

防災ＦＡＸ……… 370-497 

企画産業課 

企画産業振興グループ 

     …… 370-8-260 

 

健康福祉部 

部長…………… 370-8-500 

企画員………… 370-8-501 

副部長………… 370-8-502 

総務福祉課 

総務・保護グループ 

     …… 370-8-510 

福祉グループ… 370-8-514 

防災ＴＥＬ……… 370-401 

防災ＦＡＸ……… 370-498 

保健課 

保健グループ… 370-8-524 

健康グループ… 370-8-522 

衛生環境課 

衛生環境グループ 

     …… 370-8-526 

 

農林水産振興部 

部長…………… 370-8-205 

副部長………… 370-8-530 

専門技術員…… 370-8-531 

農業水産振興課 

総務・振興グループ 

…… 370-8-259 

普及グループ… 370-8-266 

農地グループ… 370-8-292 

林務課 

林業振興グループ 

     …… 370-8-258 

森林土木グループ 

     …… 370-8-272 

 

串本建設部 

管理保全課……… 372-400 

         372-401 

総務用地課……… 372-402 

工務課…………… 372-403 

部長室…………… 372-404 

副部長…………… 372-405 

管理保全課（ＦＡＸ） 

     ……… 372-499 

 

 

七川ダム管理事務所 

管理課…………… 373-400 

宿直室…………… 373-401 

管理課…………… 373-402 

管理課（ＦＡＸ） 

     ……… 373-499 

 

新宮建設部 

部長…………… 370-8-300 

事務副部長…… 370-8-301 

技術副部長…… 370-8-302 

総務調整課 

総務調整グループ 

     …… 370-8-310 

入札契約グループ 

     …… 370-8-311 

建築グループ… 370-8-315 

用地課 

用地グループ… 370-8-320 

管理保全課 

管理グループ… 370-8-312 

保全グループ… 370-8-351 

機動グループ… 370-8-317 

防災ＴＥＬ……… 370-403 

防災ＴＥＬ……… 370-404 

防災ＦＡＸ……… 370-496 

工務課 

道路グループ… 370-8-331 

治水グループ… 370-8-278 

港湾・漁港グループ 

     …… 370-8-582 

 

防災航空   
センター 

030-364 

 

事務室…………………… 400 

当直室…………………… 401 

格納庫…………………… 402 

事務室…………………… 451 

            452 

事務室（ＦＡＸ）……… 499 
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市町村 

030 

 
 

和歌山市 

030-210 

 

総合防災課……………… 400 

建築指導課……………… 401 

農林水産課……………… 402 

河川港湾課……………… 403 

下水道企画課…………… 404 

道路管理課……………… 405 

総合防災課（ＦＡＸ）… 499 

 

海南市 

030-211 

 

危機管理課……………… 400 

受付付近………………… 401 

議会事務局……………… 402 

災害対策本部事務室(３Ａ） 

…………… 403 

災害対策本部室(４Ａ)… 404 

会議室(５Ｄ)…………… 405 

危機管理課（ＦＡＸ）… 499 

 

橋本市 

030-230 

 

危機管理室……………… 400 

宿直室…………………… 401 

農林振興課……………… 402 

市長応接室……………… 403 

            404 

教育委員会……………… 405 

危機管理室（ＦＡＸ）… 499 

 

有田市 

030-240 

 

防災安全課……………… 400 

守衛室…………………… 401 

福祉事務所……………… 402 

建設課…………………… 403 

有田みかん課…………… 404 

教育委員会……………… 405 

防災安全課（ＦＡＸ）… 499 

 

御坊市 

030-250 

 

企画課…………………… 400 

防災対策課……………… 401 

社会福祉課……………… 402 

総務課…………………… 403 

秘書室…………………… 404 

農林水産課……………… 405 

企画課（ＦＡＸ）……… 499 

 

 

田辺市 

030-260 

 

防災まちづくり課……… 400 

土木課…………………… 401 

防災まちづくり課（ＦＡＸ） 

……… 499 

 

新宮市 

030-270 

 

防災対策課……………… 400 

防災対策課（ＦＡＸ）… 499 

 

紀の川市 

030-220 

 

危機管理班……………… 400 

消防対策班……………… 401 

庁議室…………………… 402 

危機管理消防課………… 403 

危機管理消防課（ＦＡＸ） 

…………… 499 

 

岩出市 

030-221 

 

総務課…………………… 400 

守衛室…………………… 401 

総務課…………………… 402 

総務課（ＦＡＸ）……… 499 

 

紀美野町 

030-212 

 

総務課…………………… 400 

宿直室…………………… 401 

建設課…………………… 402 

住民課…………………… 403 

産業課…………………… 404 

教育課…………………… 405 

総務課（ＦＡＸ）……… 499 

 

かつらぎ町 

030-231 

 

危機管理課……………… 400 

ホール…………………… 401 

総務課…………………… 402 

生涯学習課……………… 403 

危機管理課（ＦＡＸ）… 499 

 

九度山町 

030-232 

 

地域防災課……………… 400 

日直室（災害対策本部） 

…………… 401 

上下水道課……………… 402 

町長室…………………… 403 

地域防災課（ＦＡＸ）… 499 

 

高野町 

030-233 

 

防災危機対策室………… 400 

宿直室…………………… 401 

福祉保健課……………… 402 

建設課…………………… 403 

会議室…………………… 404 

防災危機対策室………… 405 

防災危機対策室（ＦＡＸ） 

……… 499 

 

湯浅町 

030-241 

 

総務広報課……………… 400 

宿直室…………………… 401 

建設課…………………… 402 

総務広報課（ＦＡＸ）… 499 

 

広川町 

030-242 

 

総務課…………………… 400 

警備員室………………… 401 

住民生活課……………… 402 

産業建設課……………… 403 

教育委員会室…………… 404 

総務課（ＦＡＸ）……… 499 

 

有田川町 

030-243 

 

総務課…………………… 400 

警備室…………………… 401 

税務課…………………… 402 

建設課…………………… 403 

防災無線室……………… 404 

少年センター…………… 405 

総務課（ＦＡＸ）……… 499 

 

美浜町 

030-251 

 

防災企画課……………… 400 

宿直室…………………… 401 

住民課…………………… 402 

産業建設課……………… 403 

会議室…………………… 404 

防災企画課（ＦＡＸ）… 499 

 

日高町 

030-252 

 

総務政策課……………… 400 

警備員室………………… 401 

住民福祉課……………… 402 

総務政策課……………… 403 

議会委員会室…………… 404 

産業建設課……………… 405 

総務政策課（ＦＡＸ）… 499 

 

由良町 

030-253 

 

無線室…………………… 400 

宿直室…………………… 401 

総務政策課……………… 402 

無線室（ＦＡＸ）……… 499 

 

印南町 

030-254 

 

総務課…………………… 400 

宿直室…………………… 401 

住民福祉課……………… 402 

建設課…………………… 403 

町長室…………………… 404 

総務課（ＦＡＸ）……… 499 

 

みなべ町 

030-255 

 

総務課…………………… 400 

宿直室…………………… 401 

総務課（ＦＡＸ）……… 499 

 

日高川町 

030-256 

 

総務課…………………… 400 

宿直室…………………… 401 

住民課…………………… 402 

建設課…………………… 403 

総務課…………………… 404 

教育委員会……………… 405 

総務課（ＦＡＸ）……… 499 

 

白浜町 

030-261 

 

総務課…………………… 400 

宿直室…………………… 401 

観光課…………………… 402 

住民保健課……………… 403 

建設課…………………… 405 

危機管理室（ＦＡＸ）… 499 

 

上富田町 

030-262 

 

総務政策課……………… 400 

宿直室…………………… 401 

産業建設課……………… 402 

総務政策課（ＦＡＸ）… 499 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すさみ町 

030-263 

 

総務課…………………… 400 

宿直室…………………… 401 

税務課…………………… 402 

無線放送室……………… 403 

教育委員会……………… 404 

すさみ消防署…………… 500 

総務課（ＦＡＸ）……… 499 

 

那智勝浦町 

030-271 

 

総務課防災対策室……… 400 

宿直室…………………… 401 

観光企画課……………… 402 

建設課…………………… 403 

総務課（放送室）（ＦＡＸ） 

      …………… 499 

 

太地町 

030-272 

 

旧総務課（２Ｆ）……… 400 

総務課…………………… 401 

宿直室…………………… 402 

旧総務課（２Ｆ）（ＦＡＸ） 

      …………… 499 

 

古座川町 

030-273 

 

総務課（倉庫）………… 400 

宿直室…………………… 401 

住民生活課……………… 402 

建設課…………………… 403 

倉庫……………………… 404 

総務課…………………… 405 

総務課（倉庫）（ＦＡＸ） 

      …………… 499 

 

北山村 

030-274 

 

総務課…………………… 400 

宿直室…………………… 401 

産業建設課……………… 402 

教育委員会……………… 403 

総務課（ＦＡＸ）……… 499 

 

串本町 

030-275 

 

企画課…………………… 400 

宿直室…………………… 401 

総務課…………………… 402 

産業課…………………… 403 

大会議室………………… 404 

税務課…………………… 405 

企画課（ＦＡＸ）……… 499 

 

 

 

 

 



和 歌 山 県（０３０） 

6 

消防機関 

030 

 
 

橋本市消防本部 

030-230-5 

 

指令室…………………… 500 

消防署（準備室）……… 501 

消防署…………………… 502 

指令室…………………… 503 

警防課…………………… 504 

団会議室………………… 505 

指令室（ＦＡＸ）……… 599 

 

高野町消防本部 

030-238 

 

災害情報室……………… 400 

指令室…………………… 401 

事務室…………………… 402 

災害情報室（ＦＡＸ）… 499 

 

伊都消防組合 

030-239 

 

通信統制室……………… 400 

本部事務所……………… 401 

通信監視室……………… 402 

通信統制室（ＦＡＸ）… 499 

 

那賀消防組合 

030-227 

 

通信指令室……………… 400 

防災センター…………… 401 

総務課…………………… 402 

警防課…………………… 403 

予防課…………………… 404 

中消防署事務室………… 405 

通信指令室（ＦＡＸ）… 499 

 

和歌山市消防局 

030-210 

 

通信指令室……………… 500 

トレーニング室………… 501 

警防課…………………… 502 

予防課…………………… 503 

消防総務課……………… 504 

消防警備本部室………… 505 

通信指令室（ＦＡＸ）… 599 

 

海南市消防本部 

030-217 

 

通信室…………………… 400 

消防署…………………… 401 

総務課…………………… 402 

警防課…………………… 403 

予防課…………………… 404 

災害情報室……………… 405 

通信室（ＦＡＸ）……… 499 

紀美野町   
消防本部 

030-218 

 

指令室…………………… 400 

警防課…………………… 401 

会議室…………………… 402 

指令室（ＦＡＸ）……… 499 

 

有田市消防本部 

030-247 

 

指令室…………………… 400 

多目的ホール…………… 401 

事務室…………………… 402 

指令室（ＦＡＸ）……… 499 

 

有田川町   
消防本部 

030-248 

 

通信指令室……………… 400 

事務室(警防課)………… 401 

作戦室…………………… 402 

通信指令室（ＦＡＸ）… 499 

 

湯浅広川   
消防組合 

030-249 

 

指令室…………………… 400 

作戦会議室……………… 401 

研修室…………………… 402 

事務室（警防課）……… 403 

事務室（警防係）……… 404 

指令室（ＦＡＸ）……… 499 

 

御坊市消防本部 

030-257 

 

指令室…………………… 400 

事務室…………………… 401 

指令室（ＦＡＸ）……… 499 

 

日高広域消防 
事務組合 

030-252-5 

 

指令室…………………… 500 

            501 

指令室（ＦＡＸ）……… 599 

 

田辺市消防本部 

030-260 

 

指令室…………………… 500 

災害対策本部室………… 501 

総務課…………………… 502 

作戦室…………………… 503 

指令室（ＦＡＸ）……… 599 

 

白浜町消防本部 

030-267 

 

指令室…………………… 400 

機械室…………………… 401 

消防事務室……………… 402 

指令室（ＦＡＸ）……… 499 

 

新宮市消防本部 

030-277 

 

指令室…………………… 400 

救急室…………………… 401 

会議室…………………… 402 

消防長室………………… 403 

事務室…………………… 404 

            405 

指令室（ＦＡＸ）……… 499 

 

串本町消防本部 

030-278 

 

署事務室………………… 400 

指令室…………………… 401 

出動準備室……………… 402 

防災事務室……………… 403 

本部事務室……………… 404 

消防長室………………… 405 

指令室（ＦＡＸ）……… 499 

 

那智勝浦町  
消防本部 

030-271-5 

 

指令室…………………… 500 

            501 

指令室（ＦＡＸ）……… 599 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災関係機関 

030 

 
 

自衛隊信太山 
駐屯地 

030-392 

 

第３科…………………… 400 

当直司令室……………… 401 

作戦室…………………… 402 

第３科（ＦＡＸ）……… 499 

 


