
団体名 事務所所在地 
電話番号 

主管課室名 
FAX 番号 

（福）和歌山県社会福祉協議会 

〒640-8545 

和歌山市手平 2 丁目 1-5 

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛内 

073-435-5222 

073-435-5226 
福祉保健総務課 

（福）和歌山県共同募金会 

〒640-8319 

和歌山市手平 2 丁目 1-5 

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛内 

073-435-5231 

073-435-5232 
福祉保健総務課 

和歌山県民生委員児童委員協

議会 

〒640-8319 

和歌山市手平 2 丁目 1-5 

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛内 

073-435-5230 

073-435-5229 
福祉保健総務課 

日本赤十字社和歌山県支部 
〒640-8137 

和歌山市吹上 2-1-22 

073-422-7141 

073-422-7148 
福祉保健総務課 

（福）恩賜財団済生会支部和歌

山県済生会 

〒640-8319 

和歌山市手平 2 丁目 1-5 

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛内 

073-426-2325 

073-426-2431 
福祉保健総務課 

（社）和歌山県社会福祉士会 

〒640-8319 

和歌山市手平 2 丁目 1-5 

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛内 

073-499-4529 

073-499-4529 
福祉保健総務課 

和歌山県介護福祉士会 
〒646-0004 

田辺市下万呂 49-1 KH107 号 

0739-33-7610 

0739-33-7675 
福祉保健総務課 

和歌山県民間社会福祉施設経

営者協議会 

〒640-8319 

和歌山市手平 2 丁目 1-5 

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛県社会福祉協議会内 

073-435-5224 

073-435-5209 
福祉保健総務課 

和歌山県ボランティア連絡協議

会 

〒640-8319 

和歌山市手平 2 丁目 1-5 

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛県社会福祉協議会内 

073-435-5220 

073-435-5221 
福祉保健総務課 

和歌山遺族連合会 
〒640-8146 

和歌山市一番丁 3（和歌山城内） 

073-424-5813 

073-424-5813 
福祉保健総務課 

和歌山県児童福祉施設連絡協

議会 

〒640-0015 

和歌山市つつじが丘 7-2-1 

つつじが丘学舎内 

073-480-1043 

073-460-8045 
子ども未来課 

和歌山県里親会 

〒649-6215 

岩出市中迫 667-1 

里親支援センターなでしこ内 

0736-69-1004 

0736-69-1002 
子ども未来課 

和歌山県児童養護施設協議会 

〒640-8481 

和歌山市直川 437 

こばと学園内 

073-461-0072 

073-461-0088 
子ども未来課 

和歌山県保育所連合会 

〒640-8545 

和歌山市手平 2 丁目 1-5 

（福）県社会福祉協議会内 

073-435-5224 

073-435-5209 
子ども未来課 

和歌山県民間保育園連盟 

〒641-0006 

和歌山市中島 70-8 

さつき保育園内 

073-473-2444 

073-471-5120 
子ども未来課 

和歌山県児童館連絡協議会 

〒640-8545 

和歌山市手平 2 丁目 1-5 

（福）県社会福祉協議会内 

073-435-5224 

073-435-5209 
子ども未来課 

（公社）和歌山県母子寡婦福祉

連合会 

〒641-0021 

和歌山市和歌浦東 3-6-46 

県立和歌山すみれホーム内 

073-444-0376 

073-444-0488 
子ども未来課 
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（一財）和歌山県老人クラブ連合

会 

〒640-8319 

和歌山市手平 2 丁目 1-5 

和歌山ビッグ愛 7 階 

073-435-5216 

073-435-5217 
長寿社会課 

（一社）和歌山県老人福祉施設

協議会 

〒640-8319 

和歌山市手平 2 丁目 1-5 

和歌山ビッグ愛 7 階 

073-435-5227 

073-435-5228 
長寿社会課 

和歌山県老人保健施設協会 

〒640-8319 

和歌山市手平 2 丁目 1-5 

和歌山ビッグ愛 5 階 

073-435-5218 

073-435-5219 
長寿社会課 

（一社）和歌山県訪問看護ステー

ション連絡協議会 

〒640-8331 

和歌山市美園町 4 丁目 81 番 

米由ビル 5 階 

073-435-0703 

073-425-9910 
長寿社会課 

（一社）和歌山県介護支援専門

員協会 

〒640-8319 

和歌山市手平 2 丁目 1-5 

和歌山ビッグ愛 12 階 

073-421-3066 

073-421-3067 
長寿社会課 

和歌山県訪問介護事業所協議

会 

〒640-8319 

和歌山市手平 2 丁目 1-5 

和歌山ビッグ愛 7 階 

073-435-5224 

073-435-5209 
長寿社会課 

（一社）和歌山県認知症支援協

会 

〒640-8144 

和歌山市四番丁 52 

ハラダビル 2F 

073-460-1456 

073-435-0599 
長寿社会課 

（一社）和歌山県地域密着型サ

ービス事業者協議会 

〒649-6317 

和歌山市山口西 385-1 

073-461-6522 

073-461-6528 
長寿社会課 

（福）和歌山県身体障害者連盟 
〒640-8034 

和歌山市駿河町 35 

073-423-2665 

073-428-0515 
障害福祉課 

（一社）和歌山県聴覚障害者協

会 

〒640-8301 

和歌山市岩橋 729-6 

麦の郷地域支援センター「むぎわらぼうし」 

073-475-3611 

073-475-3600 
障害福祉課 

（社）日本オストミー協会 

和歌山県支部 

〒640-8305 

和歌山市栗栖 501-2 

073-472-1000 

073-472-1000 
障害福祉課 

和喉会 
〒640-0421 

紀の川市貴志川町北 94 

0736-64-4159 

0736-64-4159 
障害福祉課 

和歌山県中途失聴難聴者協会 

〒641-0012 

和歌山市紀三井寺 611-2 

南方 好治 方 

073-445-6604 障害福祉課 

全国二分脊髄症児者を守る会和

歌山支部 

〒640-0364 

和歌山市山口須佐 85-9 

高野 朋子 方 
073-478-1149 障害福祉課 

全国脊髄損傷者連合和歌山県

支部 

〒642-0001 

海南市船尾 378 

073-482-8547 

073-483-0620 
障害福祉課 

NPO 法人 和歌山県腎友会 

〒640-8319 

和歌山市手平 2 丁目 1-5 

和歌山ビッグ愛 6 階 

073-427-1220 

073-497-5220 
障害福祉課 

和歌山県知的障害者施設協会 

〒640-1162 

海南市上谷 777-1 

太陽の丘内 

073-487-4352 

073-487-4843 
障害福祉課 

和歌山県社会就労センター協議

会 

〒649-6202 

岩手市根来 1557 

きのかわ共同作業所内 

0739-63-1873 

0739-63-2073 
障害福祉課 
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和歌山県障害者スポーツ協会 

〒641-0014 

和歌山県毛見 1473-218 

和歌山県子ども・女性・障害者相談センター内 

073-445-7314 

073-446-0036 
障害福祉課 

和歌山県障害児者父母の会連

合会 

〒640-8585 

和歌山市小松原通 1-1 

県庁障害福祉課内 

073-441-2530 

073-432-5567 
障害福祉課 

NPO 法人 

和歌山県自閉症協会 

〒640-8111 

和歌山市新通 4 丁目 32-1-205 

0739-25-1018 

0739-25-1018 
障害福祉課 

和歌山県共同作業所連絡会 

（きょうされん和歌山支部） 

〒640-8319 

和歌山市手平 6 丁目 112-1 

新堀作業所横丁内 

073-402-1181 

073-424-5504 
障害福祉課 

和歌山県療護施設連絡協議会 

〒649-2105 

西牟婁郡上富田町朝来 2289-5 

牟婁さくら園内 

0739-47-5651 

0739-47-5652 
障害福祉課 

NPO 法人 

和歌山県盲ろう者友の会 

〒640-8331 

和歌山市美園町 5 丁目 5-1 

073-498-7756 

073-498-7756 
障害福祉課 

（社）全日本断酒連盟 NPO 法人 

和歌山県断酒連合会 

〒649-6621 

紀の川市名手西野 247 

長谷川 保二 方 
0736-75-3966 障害福祉課 

和歌山県精神保健福祉家族連

合会 

〒649-6243 

紀の川市尾崎 79-1 

紀の川岩出生活支援センター内 

080-2446-4416 

0736-78-2807 
障害福祉課 

和歌山県精神障害者団体連合

会 

〒640-8021 

和歌山市西旅籠町 4 番地 第 2 新井ビル 1 階 

麦の郷和歌山生活支援センター 

073-402-3681 障害福祉課 

和歌山県障害児者施設家族会

連合会 

〒640-8324 

和歌山市吹屋町 5-49-3 

和歌山市障害児者父母の会 

綜合中央会館 2F 

073-431-7000 

073-424-0294 
障害福祉課 

和歌山県精神医学病院協会 

〒640-8319 

和歌山市手平 2-1-2 

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 2F 

県精神保健福祉センター内 

073-427-4345 

073-427-6607 
障害福祉課 

和歌山県精神医学ソーシャルワ

ーカー協会 

〒641-0054 

和歌山市塩屋 3-6-2 

医療法人 宮本病院 

地域活動支援センター櫻内 

073-444-2468 

073-446-6607 
障害福祉課 

和歌山県精神保健福祉協会 

〒640-8319 

和歌山市手平 2-1-2 

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 2F 

県精神保健福祉センター内 

073-435-5194 

073-435-5193 
障害福祉課 

一般社団法人和歌山県医師会 

〒640-8514 

和歌山市小松原通 1-1 

和歌山県民文化会館 5 階 

073-424-5101 

073-436-0530 
医務課 

一般社団法人 

和歌山県歯科医師会 

〒640-8287 

和歌山市築港 1-4-7 

073-428-3411 

073-431-2660 
医務課 

公益社団法人 

和歌山県病院協会 

〒640-8319 

和歌山市手平 2 丁目 1-5 

和歌山ビッグ愛 6 階 

073-436-0437 

073-424-5676 
医務課 

公益社団法人 

和歌山県柔道整復師会 

〒640-8323 

和歌山市太田 143-4 

073-474-1212 

073-474-1213 
医務課 

一般社団法人 

和歌山県鍼灸マッサージ師会 

〒640-8341 

和歌山市黒田 97-14 

073-475-7771 

073-474-2241 
医務課 

一般社団法人 

全和歌山県鍼灸マッサージ師会 

〒640-8323 

和歌山市太田 49-1 

小川コーポ 1 階 

073-488-4577 

073-488-4578 
医務課 
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一般社団法人 

和歌山県放射線技師会 

〒641-0011 

和歌山市三葛 247-1 

ケイエムビル 2 階 

073-447-2300 

073-441-0512 
医務課 

一般社団法人 

和歌山県鍼灸師会 

〒643-0033 

有田郡有田川町明王寺 338-8 

0737-53-1101 

0739-22-0676 
医務課 

公益社団法人 

和歌山県理学療法士協会 

〒641-0012 

和歌山市毛見 1415 

琴の浦リハビリテーションセンター内 

073-444-3141 

073-444-9192 
医務課 

一般社団法人 

和歌山県臨床検査技師会 

〒640-8505 

和歌山市木ノ本 93 番 1 

和歌山労災病院検査科内 

073-451-3181 

073-451-7172 
医務課 

一般社団法人 

和歌山県歯科衛生士会 

〒640-8341 

和歌山市黒田 190-19 

073-499-8297 

073-499-8297 
医務課 

一般社団法人 

和歌山県歯科技工士会 

〒640-8341 

和歌山市黒田 1-4-2 

松浦ビル 4 階 

073-474-4204 

073-474-4204 
医務課 

一般社団法人 

和歌山県作業療法士会 

〒641-0014 

和歌山市毛見 1451 

琴の浦リハビリテーションセンター内 

073-444-3141 

073-448-3339 
医務課 

一般社団法人 

和歌山県臨床工学技師会 

〒647-0072 

和歌山県新宮市蜂伏 18-7 

新宮市医療センター臨床工学部 

0735-31-3333 

0735-31-3337 
医務課 

和歌山県言語聴覚士会 

〒641-0014 

和歌山市毛見 1451 

琴の浦リハビリテーションセンター内 

073-444-3141 

073-444-9792 
医務課 

公益社団法人 

和歌山県看護協会 

〒641-0036 

和歌山市西浜 1014-27 

073-446-0605 

073-446-0899 
医務課 

一般社団法人 

和歌山県助産師会 

〒640-8435 

和歌山市古屋 507-170 

073-455-6041 

073-455-6041 
医務課 

一般社団法人 

日本精神科看護協会 

和歌山県支部 

〒646-0054 

和歌山市塩屋 3 丁目 6-1 

医療法人 宮本病院内 

073-444-0576 

073-447-0294 
医務課 

公益財団法人 

和歌山県救急医療情報センター 

〒640-8268 

和歌山市広道 20 番地 

第 3 田中ビル 6F 

073-426-1252 

073-426-1251 
医務課 

和歌山県国民健康保険団体連

合会 

〒640-8137 

和歌山市吹上 2-1-22 501 号 

（日赤会館内） 

073-427-4678 

073-427-4677 
健康推進課 

和歌山県保険者協議会 

〒640-8137 

和歌山市吹上 2-1-22 501 号 

（日赤会館内） 

073-427-4678 

073-427-4677 
健康推進課 

和歌山県公衆衛生協議会 
〒640-8585 

県庁健康推進課 

073-441-2656 

073-428-2325 
健康推進課 

（公財）和歌山県民総合健診セン

ター 

〒640-8319 

和歌山市手平 2-1-2 

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 5 階 

073-435-5206 

073-435-5208 
健康推進課 

（社）和歌山県栄養士会 

〒640-8319 

和歌山市手平 2-1-2 

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 6 階 

073-426-4615 

073-427-2487 
健康推進課 

和歌山県食生活改善推進協議

会 

〒640-8585 

県庁健康推進課 

073-441-2656 

073-428-2325 
健康推進課 
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和歌山県難病団体連絡協議会 
〒640-8471 

和歌山市善明寺 602-6 

073-460-1833 

073-460-1833 
健康推進課 

和歌山県原爆被災者の会 
〒641-0052 

和歌山市東高松 3-7-25 
073-444-2684 健康推進課 

和歌山県結核指定医療機関協

議会 

〒640-8585 

県庁健康推進課 

073-441-2642 

073-428-2325 
健康推進課 

和歌山県母と子の健康づくり運

動協議会 

〒640-8585 

県庁健康推進課内 

073-441-2642 

073-428-2325 
健康推進課 

和歌山県難病の子ども家族会 
〒640-8135 

和歌山市鷹匠町 7-1 

073-423-2551 

073-423-2551 
健康推進課 

一般社団法人 

和歌山県薬剤師会 

〒640-8249 

和歌山市雑賀町 19 

073-422-4748 

073-428-1143 
業務課 

一般社団法人 

和歌山県医療品登録販売者協

会 

〒642-0001 

海南市船尾 231 

ツカサ薬品内 

073-482-6137 

073-482-6137 
業務課 

和歌山県薬団体連合会 

〒641-0043 

和歌山市宇須 4-4-3 

（株）三祐化成研究所内 

073-422-5737 

073-422-0311 
業務課 

和歌山県製薬協会 

〒640-8585 

和歌山市小松原通 1-1 

薬務課内 

073-441-2661 

073-433-7118 
業務課 

和歌山県医薬品卸組合 

〒640-8212 

和歌山市杉ノ馬場 1-47 

祥永ビル 3F 

073-423-2424 

073-423-2424 
業務課 

和歌山県医薬品卸協会 

〒641-0014 

和歌山市毛見 1131-14 

（株）ジーイー内 

073-446-2543 

073-446-2903 
業務課 

和歌山県薬局協同組合 

〒640-8249 

和歌山市雑賀屋町 19 

（社）和歌山県薬剤師会内 

073-422-4748 

073-428-1143 
業務課 

和歌山県毒物劇薬取扱者協会 

〒641-0043 

和歌山市宇須 4-4-3 

（株）三祐化成研究所内 

073-422-5737 

073-422-0311 
業務課 

和歌山県医薬品配置協議会 

〒649-6246 

岩出市吉田 380-8 

（有）紀北薬品内 

0736-61-0899 

0736-61-0899 
業務課 

公益社団法人 

和歌山県角膜・腎臓移植推進協

会 

〒640-8268 

和歌山市広道 20 番地 

第 3 田中ビル 6 階 

073-424-7130 

073-499-5812 
業務課 

 
 


