
３０　　和　歌　山　県３０　　和　歌　山　県３０　　和　歌　山　県３０　　和　歌　山　県

１　病院等１　病院等１　病院等１　病院等
名　　　　　称 所　　　　在　　　　地

 医療法人稲祥会　老人保健施設　かまやま苑 和歌山市和田３５０番地
医療法人稲祥会　稲田病院 和歌山市和田１１７５番地
医療法人進正会　寺下病院 和歌山市和歌町２２番地

 医療法人曙会　介護老人保健施設　和歌川苑 和歌山市和歌川町５番４４号
医療法人福慈会　福外科病院 和歌山市和歌浦東３丁目５番３１号
医療法人旭会　和歌浦病院 和歌山市和歌浦東３丁目２番３８号
和歌山生協病院 和歌山市有本１４３番地の１

 独立行政法人労働者健康福祉機構　和歌山労災病院 和歌山市木ノ本９３番１
 社会福祉法人琴の浦リハビリテーションセンター附属病院 和歌山市毛見１４５１番地

 社会福祉法人琴の浦リハビリテーションセンター老人保健施設　サニーホーム 和歌山市毛見１４５１番地
医療法人久仁会　宇都宮病院 和歌山市鳴神５０５番地の４
医療法人裕紫会　中谷病院 和歌山市鳴神１２３番地の１

 医療法人裕紫会　介護老人保健施設　桔梗苑 和歌山市鳴神１２３番地の１
医療法人やすだ 堀口記念病院 和歌山市湊本町三丁目４番地１
医療法人　橋本病院 和歌山市堀止南ﾉ丁４番３１号
医療法人療明会　半羽胃腸病院 和歌山市堀止南ノ丁４番１１号
医療法人明成会　向井病院 和歌山市北野２８３番地
医療法人史の会
介護老人保健施設　松寿苑 和歌山市北ノ新地裏田町１番地の１
医療法人スミヤ　角谷リハビリテーション病院 和歌山市納定１０－１
上山外科病院 和歌山市内原９９８番地
医療法人青松会　河西田村病院 和歌山市島橋東ノ丁１番１１号
医療法人良友会　西和歌山病院 和歌山市土入１７６番地
医療法人西村会　向陽病院 和歌山市津秦４０番地

 医療法人ヘルスケア和歌山　介護老人保健施設　ラ・エスペランサ 和歌山市中島１９２番地
 医療法人愛晋会　老人保健施設　エスポワール 和歌山市船所３９番地の１

医療法人愛晋会　中江病院 和歌山市船所３０番地の１
医療法人　誠佑記念病院 和歌山市西田井３９１
医療法人杏林会　嶋病院 和歌山市西仲間町１丁目３０番地
医療法人　浜病院 和歌山市吹上２丁目４番７号
医療法人須佐病院 和歌山市吹屋町４丁目３０番地
医療法人了生会　古梅記念病院 和歌山市新生町５番３７号

 医療法人青松会　老人保健施設　パインドーム 和歌山市松江東２丁目４－２６
医療法人田村病院 和歌山市小倉６４５番地

不在者投票のできる指定施設一覧



医療法人井上病院 和歌山市小人町南ノ丁２０番地
日本赤十字社　和歌山医療センター 和歌山市小松原通４丁目２０番地
高山病院 和歌山市小雑賀３丁目１－１１
済生会和歌山病院 和歌山市十二番丁４５番地

 医療法人甃友会　介護老人保健施設　光苑　 和歌山市秋月５６８番地７
今村病院 和歌山市砂山南２丁目４番２１号
愛徳医療福祉センター 和歌山市今福３丁目５番４１号
医療法人スミヤ　角谷整形外科病院 和歌山市吉田３３７
和歌山県立医科大学附属病院 和歌山市紀三井寺８１１－１
医療法人弘仁会　瀬藤病院 和歌山市岡山丁７１番地
医療法人曙会　和歌浦中央病院 和歌山市塩屋６丁目２番７０号
医療法人藤民病院 和歌山市塩屋３丁目６番２号
医療法人宮本病院 和歌山市塩屋３丁目６番１号
医療法人博文会　児玉病院 和歌山市餌差町１－１２

 医療法人弘愛会介護老人保健施設　こすも 和歌山市つつじが丘７丁目３番２
医療法人千徳会　桜ヶ丘病院 有田市宮崎町８４１番地の１
有田市立病院 有田市宮崎町６番地

 医療法人優心　介護老人保健施設　クオリティライフ和歌山 有田郡有田川町大字庄６３７番地
和歌山県立こころの医療センター 有田郡有田川町大字庄３１番地
医療法人たちばな会　西岡病院 有田郡有田川町大字小島２７８番地１
医療法人明美会　有田南病院 有田郡有田川町大字小島１５番地

 医療法人社団美咲会介護老人保健施設　オレンジの郷 有田郡有田川町大字吉原５２２番地
介護老人保健施設　ライフケア有田 有田郡湯浅町大字吉川５２番地の１
済生会有田病院 有田郡湯浅町吉川５２番地の６

 独立行政法人国立病院機構　和歌山病院 日高郡美浜町和田１１３８番地
 医療法人はしもと　老人保健施設　プラトン 日高郡美浜町田井４０２－１

老人保健施設　和佐の里 日高郡日高川町和佐２１３６番地
那智勝浦町立温泉病院 東牟婁郡那智勝浦町天満４８３番地の１
医療法人日進会　日比記念病院 東牟婁郡那智勝浦町朝日１丁目２２１番１号

 医療法人北斗大洋会　介護老人保健施設　ルピナス 東牟婁郡那智勝浦町宇久井７１４番地の３
社会福祉法人高瀬会　老人保健施設　あじさい苑 東牟婁郡古座川町高瀬４１５
医療法人健佑会　串本有田病院 東牟婁郡串本町有田４９９番地の１
くしもと町立病院 東牟婁郡串本町サンゴ台６９１－７
医療法人研医会　田辺中央病院 田辺市南新町１４７番地
紀南病院 田辺市新庄町４６番地７０
介護老人保健施設　田辺すみれ苑 田辺市城山台４－５
老人保健施設　 あきつの 田辺市上秋津２３１０番地の９
医療法人洗心会　玉置病院 田辺市上屋敷町１４７番地
介護老人保健施設　自彊館 田辺市たきない町６－１１



 独立行政法人国立病院機構　南和歌山医療センター 田辺市たきない町２７番地の１
紀南こころの医療センタ－ 田辺市たきない町２５番１号

 社会福祉法人南紀白浜福祉会　介護老人保健施設　成華苑 西牟婁郡白浜町富田１３６０番地の２０
 医療法人紀祥会　介護老人保健施設　アンソレイユ日置 西牟婁郡白浜町大古１１番地の２

医療法人宝山会白浜小南病院 西牟婁郡白浜町３２２０番地
公益財団法人白浜医療福祉財団
白浜はまゆう病院 西牟婁郡白浜町１４４７番地
南紀福祉センター附属病院 西牟婁郡上富田町岩田１７７６番地の１
国保すさみ病院 西牟婁郡すさみ町周参見２３８０番地

 医療法人健佑会　介護老人保健施設　けんゆう苑 西牟婁郡すさみ町江住上ミ平見８００番地
新宮市立医療センター 新宮市蜂伏１８番７号

 医療法人八紀会　老人保健施設　みさき 新宮市蜂伏１４番２７号
財団法人新宮病院 新宮市仲之町２丁目１番地の１５
老人保健施設　リバティ博愛 御坊市名田町野島１番地の９
医療法人整形外科北裏病院 御坊市湯川町小松原４５４番地
社会医療法人黎明会　北出病院 御坊市湯川町財部7２８番地の４
国保日高総合病院 御坊市薗１１６番地の２
社会医療法人博寿会　介護老人保健施設　博寿苑 橋本市東家六丁目７番５号
社会医療法人博寿会　山本病院 橋本市東家六丁目７番２６号

 医療法人志嗣会介護老人保健施設　メディケアはしもと 橋本市神野々８７７番地の１
橋本市民病院 橋本市小峰台二丁目８番地の１
医療法人玄同会　伊藤病院 橋本市高野口町伏原１０１１番地

 医療法人敬英会介護老人保健施設　グリーンガーデン橋本 橋本市隅田町山内１９１９番地
医療法人南労会　紀和病院 橋本市岸上１８番地の１
医療法人共栄会　名手病院 紀の川市名手市場２９４番地の１
医療法人稲穂会　稲穂会病院 紀の川市粉河７５６番地３
公立那賀病院 紀の川市打田１２８２番地

 社会福祉法人高陽会　老人保健施設　さくらの丘 紀の川市黒土１５３番地
医療法人三車会　貴志川リハビリテーション病院 紀の川市貴志川町丸栖１４２３番地３

 医療法人彌栄会老人保健施設　やよい苑 岩出市中迫３８０番地
介護老人保健施設　やすらぎ苑 岩出市清水３１１番地の１
医療法人殿田会　殿田胃腸肛門病院 岩出市宮１１７－７
医療法人宮本会　紀の川病院 岩出市吉田４７番地の１
医療法人富田会　富田病院 岩出市紀泉台２番地
医療法人晃和会　谷口病院 海南市日方３２８番地
海南医療センター 海南市日方１５２２番地１

 医療法人同仁会　介護老人保健施設　カルフール・ド・ルポ 海南市築地１番地の６１
医療法人恵友会　恵友病院 海南市船尾中浜２６４番地の２
医療法人琴仁会　石本病院 海南市船尾３６５番地



 医療法人恵友会　老人保健施設　恵友ライフケアーセンター 海南市船尾２６５番地の１５
医療法人喜望会　笠松病院 海南市船尾１９６番地

 医療法人恵友会　老人保健施設　恵友サザンホーム 海南市下津町小南１２５番地
国保野上厚生総合病院 海草郡紀美野町小畑１９８番地

 医療法人天竹会　老人保健施設　天寿苑 海草郡紀美野町下佐々３８５番地１
医療法人郷の会　紀の郷病院 伊都郡九度山町九度山１１３番地の６
和歌山県立医科大学付属病院紀北分院 伊都郡かつらぎ町妙寺２１９番地

２　老人ホーム２　老人ホーム２　老人ホーム２　老人ホーム
名　　　　　称 所　　　　在　　　　地

社会福祉法人喜成会養護老人ホーム　喜和の郷 和歌山市北野５７２－１
社会福祉法人東洋会　養護老人ホーム　喜望園 和歌山市楠本２６６番地
社会福祉法人紀伊松風苑　特別養護老人ホーム　紀伊松風苑 和歌山市園部１６６８番地
社会福祉法人喜成会　特別養護老人ホーム　喜成会 和歌山市北野１２８番地
社会福祉法人みどり会　特別養護老人ホーム　みどりが丘ホーム 和歌山市和佐中２１３番地の１
社会福祉法人寿敬会　特別養護老人ホーム　大日山荘 和歌山市平尾６３４番地
特別養護老人ホームわかやま苑 和歌山市屋形町一丁目３９－２
社会福祉法人山口葵会　特別養護老人ホーム　山口葵園 和歌山市藤田２５番地の１
社会福祉法人山口葵会　特別養護老人ホーム　山口葵園ホーリーユニット 和歌山市藤田２５番地の１
社会福祉法人山口葵会　地域密着型介護老人福祉施設　山口葵園マロウ 和歌山市藤田２８番地の１
社会福祉法人親和園　特別養護老人ホーム　親和園 和歌山市杭ノ瀬２５５番地の２
社会福祉法人順風会　特別養護老人ホーム　君里苑 和歌山市木ノ本権現山１８３７番地の１
特別養護老人ホーム　アンシアナトー 和歌山市松江東１丁目７番２５号
社会福祉法人真愛会　特別養護老人ホーム　西庄園 和歌山市西庄１１３３番地の２
社会福祉法人紀伊福祉会　特別養護老人ホーム　紀伊てまり苑 和歌山市西田井２２４番地
介護付有料老人ホームきらら誠佑 和歌山市西田井３８５
社会福祉法人親和園　ケアハウス第三親和園 和歌山市杭ノ瀬４６３番地の１
社会福祉法人芦辺会　特別養護老人ホーム　芦辺荘 和歌山市南片原2-12
社会福祉法人わかうら会　特別養護老人ホーム　わかうら園 和歌山市田野１７５番地
社会福祉法人紀三福祉会　特別養護老人ホーム　紀三井寺苑 和歌山市紀三井寺５６０番地の２
社会福祉法人紀三福祉会　特別養護老人ホーム　紀三井寺苑（ユニット型） 和歌山市紀三井寺５６０番地の２
社会福祉法人　親和会　特別養護老人ホーム　第二親和園 和歌山市杭ノ瀬４６２－２
地域密着型介護老人福祉施設　第五親和園 和歌山市杭ノ瀬４３２－３
社会福祉法人喜成會　ケアハウス虹の園 和歌山市北野１２９－３
社会福祉法人寿敬会　ケアハウスバイオレット 和歌山市平尾６３４
社会福祉法人浩和会　特別養護老人ホーム　竹の里園 和歌山市明王寺字六ノ坪３－１
社会福祉法人浩和会　ケアハウス竹の里園 和歌山市明王寺１１番地
社会福祉法人わかうら会　ケアハウス　わかうら園 和歌山市田野１９０番地
社会福祉法人順風会　ソンリッサきみさと 和歌山市つつじが丘５丁目３番地の２



地域密着型介護老人福祉施設　みのり西庄園 和歌山市つつじが丘７丁目３－３
オレンジコープ介護付き住宅みのり紀伊 和歌山市弘西５７１
憩いの郷　加納 和歌山市加納２２０
社会福祉法人弘心会　特別養護老人ホームほうらい苑 和歌山市新和歌浦２番９号
ヒューマンライフ六十谷 和歌山市六十谷４１７－２
セラヴィ神前 和歌山市神前１８２番地の１
社会福祉法人公風会　地域密着型特別養護老人ホーム　三寿苑 和歌山市島橋南ノ丁６番２１号
有料老人ホーム　和みの里 和歌山市井戸字広見２７２番地１
社会福祉法人寿敬会　養護老人ホーム　大日山荘 和歌山市吉礼１７９番地
社会福祉法人浩和会 第Ⅲ竹の里園 和歌山市明王寺１６－１
住宅型有料老人ホーム　福の里 和歌山市和歌浦東３丁目５番３２号
海南市立養護老人ホーム　白寿荘 海南市小野田８２０番地
海南市立特別養護老人ホーム　南風園 海南市木津２３３番地の４０
社会福祉法人中庸会　特別養護老人ホーム　天美苑　 海南市七山９６４番地の１
社会福祉法人和生福会介護老人福祉施設　緑風苑 海南市孟子字波免７０９－１
特別養護老人ホーム　かぐのみ苑 海南市下津町丸田１１１１番地の１
社会福祉法人たちばな福祉会　養護老人ホーム橘寮 海南市下津町方６７４番地１
伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合立養護老人ホーム　国城寮 橋本市隅田町河瀬９０７番地
伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合立特別養護老人ホーム　国城寮 橋本市隅田町河瀬９０５番地の２
社会福祉法人光誠会特別養護老人ホーム　ひかり苑 橋本市隅田町中島１０５８番地の５６
社会福祉法人光誠会特別養護老人ホーム　天佳苑 橋本市隅田町霜草７９７番地の３１
特別養護老人ホームさくら苑 橋本市高野口町大野１８４４番地の１３３
地域密着型特定施設　はるすの郷・神野々 橋本市神々１０８３－１
有田市立養護老人ホーム　長寿荘 有田市山地５７番地
社会福祉法人守皓会　特別養護老人ホーム　田鶴苑 有田市宮崎町９１１番地
社会福祉法人守皓会　特別養護老人ホーム　愛宕苑 有田市港町９番地の１
社会福祉法人守皓会ケアハウス　愛宕苑 有田市港町９番地の１
社会福祉法人守皓会
特別養護老人ホーム　ありだ橘苑 有田市野６３９番２
社会福祉法人博愛会　特別養護老人ホーム　日高博愛園 御坊市名田町野島１番地の9
軽費老人ホームケアハウス博愛 御坊市名田町上野１７２２番地１
特別養護老人ホーム　ごぼうの郷 御坊市熊野４４－４
田辺市高齢者複合福祉施設たきの里　養護老人ホーム　千寿荘 田辺市たきない町22番地の1
社会福祉法人真寿会　特別養護老人ホーム　真寿苑　 田辺市神島台６番１号
田辺市高齢者複合福祉施設たきの里　ケアハウス神島 田辺市たきない町２２－１
社会福祉法人真寿会　特別養護老人ホーム　第二真寿苑 田辺市神島台６番１号
社会福祉法人紀成福祉会　特別養護老人ホーム　龍トピア 田辺市龍神村柳瀬５３０番地
社会福祉法人紀成福祉会  特別養護老人ホーム　鮎川園 田辺市鮎川１３１３番地
特別養護老人ホーム　熊野本宮園 田辺市本宮町上大野９７番地の１



特別養護老人ホーム　田辺の郷 田辺市芳養松原一丁目３１番１０号
新宮市立養護老人ホーム　寿楽荘 新宮市木ノ川２７９番地の１
社会福祉法人黒潮園　特別養護老人ホーム　黒潮園 新宮市三輪崎２４７１番地の１
特別養護老人ホーム　温泉ハウスくまの 新宮市蜂伏１４番１９号
社会福祉法人熊野福祉会　特別養護老人ホーム　熊野川園 新宮市熊野川町西２０４番地の１
社会福祉法人皆楽園　特別養護老人ホーム　打田皆楽園 紀の川市畑野上２５９番地
社会福祉法人篤眞会ケアハウス後楽荘 紀の川市黒土２６２番地
那賀老人福祉施設組合立　養護老人ホーム　白水園 紀の川市粉河２５１３番地
那賀老人福祉施設組合立　特別養護老人ホーム　白水園 紀の川市粉河２５１３番地
社会福祉法人高陽会　特別養護老人ホーム　高陽園 紀の川市上田井１０２０番地
社会福祉法人光栄会　特別養護老人ホーム　栄寿苑 紀の川市麻生津中１２７９番地
社会福祉法人渉久会　特別養護老人ホーム　ももの里 紀の川市桃山町最上１２５４番地１
社会福祉法人聖アンナ福祉会　特別養護老人ホーム　貴志川聖アンナの家 紀の川市貴志川町上野山３０２番地１
特別養護老人ホーム きしがわ園 紀の川市貴志川町尼寺３５９
地域密着特別養護老人ホーム きしがわ園 紀の川市貴志川町尼寺３５９
社会福祉法人皆楽園特別養護老人ホーム　皆楽園 岩出市西国分６６８番地
海南海草老人福祉施設事務組合立　特別養護老人ホーム　やすらぎ園 海草郡紀美野町下佐々１４０８番地７
社会福祉法人清和福祉会　特別養護老人ホーム　美里園 海草郡紀美野町安井６番地１
社会福祉法人愛光園　特別養護老人ホーム　愛光園 伊都郡かつらぎ町佐野１４０１番地の２
社会福祉法人萩原会　特別養護老人ホーム　友愛苑 伊都郡九度山町河根８０７番地の６４
社会福祉法人聖愛会
特別養護老人ホーム　南山苑 伊都郡高野町高野山４４－２２
有田郡老人福祉施設事務組合立　養護老人ホーム　なぎ園 有田郡湯浅町大字栖原３３２番地
有田周辺広域事務組合立　特別養護老人ホーム　潮光園 有田郡湯浅町大字湯浅２６００番地の３
社会福祉法人　和歌山ひまわり会　広川苑 有田郡広川町和田１８番地
社会福祉法人  和歌山ひまわり会  ケアハウスヘリオス 有田郡広川町和田１８番地
社会福祉法人昭仁会双苑　特別養護老人ホーム　吉備苑 有田郡有田川町大字奥２２２番地１
社会福祉法人昭仁会双苑　特別養護老人ホーム　吉備苑（ユニット型） 有田郡有田川町大字奥２２２番地１
社会福祉法人一恵会　特別養護老人ホーム　寿楽園 有田郡有田川町大字小川９９２番地
特別養護老人ホーム　しみず園 有田郡有田川町大字粟生７１０番地４
御坊日高老人福祉施設事務組合立特別養護老人ホーム　ときわ寮 日高郡美浜町大字三尾９番地
御坊日高老人福祉施設事務組合立養護老人ホーム　ときわ寮 日高郡美浜町大字和田１１３８番地の１８０
社会福祉法人博愛会　特別養護老人ホームひだか博愛園みちしお 日高郡日高町大字阿尾６４６
社会福祉法人博愛会　軽費老人ホームケアハウス博愛みちしお 日高郡日高町大字阿尾６４６
住宅型有料老人ホームふじの里 日高郡日高町大字荊木１１５－１
社会福祉法人博愛会　特別養護老人ホーム　ゆら博愛園 日高郡由良町大字吹井９１０番地の１
社会福祉法人同仁会　特別養護老人ホーム　カルフール・ド・ルポ印南 日高郡印南町大字山口１５０番地１
社会福祉法人同仁会　特別養護老人ホーム　カルフール・ド・ルポ印南　ヌーヴォー（ユニット型） 日高郡印南町大字山口１５０番地１
御坊日高老人福祉施設事務組合立特別養護老人ホーム　ときわ寮梅の里 日高郡みなべ町滝４３７番地



社会福祉法人清英会　介護老人福祉施設　虹 日高郡みなべ町埴田１４５０－１
御坊日高老人福祉施設事務組合立特別養護老人ホーム　ときわ寮川辺園 日高郡日高川町大字和佐２０８１番地の１０
社会福祉法人敬愛会　特別養護老人ホーム　白寿苑 日高郡日高川町大字船津１６６４番地
社会福祉法人敬愛会　地域密着型介護老人福祉施設　白寿苑 日高郡日高川町大字船津１６６４番地
社会福祉法人紀成福祉会　介護老人福祉施設 美山の里 日高郡日高川町大字初湯川２１３－１
社会福祉法人南紀白浜福祉会　特別養護老人ホーム　成樹園 西牟婁郡白浜町富田１７０３番地
紀南地方老人福祉施設組合立　養護老人ホーム　椿園 西牟婁郡白浜町椿１０５９番地の１
紀南地方老人福祉施設組合立　特別養護老人ホーム　百々千園 西牟婁郡白浜町中１６５２番地
社会福祉法人南紀白浜福祉会　軽費老人ホーム　ケアハウス南紀 西牟婁郡白浜町富田１３６０番地の２０
社会福祉法人南紀白浜福祉会　特別養護老人ホーム　成実園 西牟婁郡白浜町富田１３７１番地の１
社会福祉法人南紀白浜福祉会　軽費老人ホーム　第２ケアハウス南紀 西牟婁郡白浜町富田１３３４番地
社会福祉法人三養福祉会　特別養護老人ホーム　白浜日置の郷 西牟婁郡白浜町日置２０３７
社会福祉法人神愛会　特別養護老人ホーム　愛の園 西牟婁郡上富田町生馬３１６番地の５６
社会福祉法人すさみ福祉会　特別養護老人ホーム　はまゆう園 西牟婁郡すさみ町周参見２３６２番地の１　
社会福祉法人紀友会　特別養護老人ホーム　日好荘那智園 東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮８５０番地の１
社会福祉法人紀友会　地域密着型特別養護老人ホーム　日好荘スマイル 東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮８５０番地の１
東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合立　養護老人ホーム　南紀園 東牟婁郡太地町太地２２８１番地
東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合立　特別養護老人ホーム　南紀園 東牟婁郡太地町太地２２８１番地
社会福祉法人高瀬会　特別養護老人ホーム　古座川園 東牟婁郡古座川町高瀬３５３番地
社会福祉法人串本福祉会　特別養護老人ホーム　にしき園 東牟婁郡串本町二色１６０番地

３　身体障害者支援施設３　身体障害者支援施設３　身体障害者支援施設３　身体障害者支援施設
名　　　　　称 所　　　　在　　　　地

 社会福祉法人琴の浦リハビリテーションセンター　琴の浦リハビリテーションセンター 和歌山市毛見馬瀬１４５１番地
 社会福祉法人愛徳園　障害者支援施設　ビンセント療護園 和歌山市今福三丁目５番４１号
 社会福祉法人順風会　障害者支援施設　君里苑 和歌山市木ノ本１８３７番地の１
 社会福祉法人ゆたか会障害者支援施設　リハビリ橋本 橋本市柱本２２番地

牟婁あゆみ園 西牟婁郡上富田町岩田２４５７番地の１
障害者支援施設　牟婁さくら園 西牟婁郡上富田町朝来２２８９－５
障害者支援施設　杉の郷えぼし寮 新宮市高田１６４２－１

４　保護施設４　保護施設４　保護施設４　保護施設
名　　　　　称 所　　　　在　　　　地

 社会福祉法人紀伊松風苑　救護施設　かつらぎ園 和歌山市園部３６６番地の１
社会福祉法人紀之川寮　悠久の郷 橋本市東家９０５番地

５　その他の施設５　その他の施設５　その他の施設５　その他の施設
名　　　　　称 所　　　　在　　　　地

和歌山刑務所 和歌山市加納３８３番地



大阪刑務所丸の内拘置支所 和歌山市広瀬中ノ丁２丁目１１０番地
大阪刑務所田辺拘置支所 田辺市新屋敷町５番地
大阪刑務所新宮拘置支所 新宮市緑ヶ丘３丁目２番６４号
橋本警察署　警務課（留置管理担当） 橋本市市脇四丁目２番２号
かつらぎ警察署　警務課（留置管理担当） 伊都郡かつらぎ町中飯降１１５０番地の１
岩出警察署　警務課（留置管理担当） 岩出市高塚１９８番地の１
和歌山東警察署　警務課（留置管理担当） 和歌山市栗栖６８６番地の７
和歌山西警察署　警務課（留置管理担当） 和歌山市吹上一丁目６番３０号
和歌山北警察署　警務課（留置管理担当） 和歌山市松江北二丁目１番４１号
海南警察署　警務課（留置管理担当） 海南市日方１２９４番地の２４
有田警察署　警務課（留置管理担当） 有田市宮崎町２６５番地
湯浅警察署　警務課（留置管理担当） 有田郡湯浅町栖原１８４番地の２
御坊警察署　警務課（留置管理担当） 御坊市湯川町財部２３７番地の１
田辺警察署　警務課（留置管理担当） 田辺市上の山一丁目２番１号
白浜警察署　警務課（留置管理担当） 西牟婁郡白浜町２９２６番地の８２
串本警察署　警務課（留置管理担当） 東牟婁郡串本町串本２１１４番地
新宮警察署　警務課（留置管理担当） 新宮市緑ヶ丘三丁目２番５７号
留置管理センター 和歌山市栗栖６８６番地の７


