
市町村 事業 募集要項が受け取れる施設等

1 和歌山市 図書館 和歌山県立図書館

2 和歌山市 図書館 和歌山県立図書館　文化情報センター

3 和歌山市 図書館 和歌山市民図書館

4 和歌山市 図書館 和歌山市民図書館 西分館

5 和歌山市 コミセン 中央コミュニティセンター

6 和歌山市 コミセン 東部コミュニティセンター

7 和歌山市 コミセン 河西コミュニティセンター

8 和歌山市 コミセン 河北コミュニティセンター

9 和歌山市 コミセン 河南コミュニティセンター

10 和歌山市 コミセン 北コミュニティセンター

11 和歌山市 コミセン 南コミュニティセンター

12 和歌山市 交流センター 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛

13 和歌山市 保健所 中保健センター

14 和歌山市 保健所 西保健センター

15 和歌山市 保健所 南保健センター

16 和歌山市 保健所 北保健センター

17 和歌山市 助産師会 一般社団法人　和歌山県助産師会

18 和歌山市 拠点 ほっとルームぐるんぱ
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19 和歌山市 拠点 もうひとつのさと「ポピンズ」

20 和歌山市 拠点 わかば♪

21 和歌山市 拠点 ドレミひろば

22 和歌山市 拠点 さつきランド

23 和歌山市 拠点 ようすいランド

24 和歌山市 拠点 すみれフレンド

25 和歌山市 拠点 いさおKIDS

26 和歌山市 拠点 こうまなかよしランド

27 和歌山市 拠点 さかえkidsサポート

28 和歌山市 拠点 しょうぶふれあい広場

29 和歌山市 拠点 育ちのえき くすの木

30 和歌山市 拠点 こども総合支援センター

31 和歌山市 教育委員会 和歌山市教育委員会

32 海南市 図書館 海南市海南図書館

33 海南市 図書館 海南市下津図書館

34 海南市 コミセン 巽コミュニティセンター（巽公民館）

35 海南市 保健所 海南保健所

36 海南市 拠点 海南市子育て支援センターこじか
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37 海南市 拠点 海南市子育て支援センターきらら

38 海南市 拠点 海南市子育て支援センターみらい

39 海南市 拠点 海南市子育て支援センター五月山

40 海南市 教育委員会 海南市教育委員会

41 岩出市 図書館 岩出市立岩出図書館

42 岩出市 図書館 岩出市立駅前ライブラリー 岩出図書館分館

43 岩出市 図書館 中央公民館図書室 岩出図書館分室

44 岩出市 図書館 総合保健福祉センター図書室 岩出図書館分室

45 岩出市 図書館 上岩出地区公民館図書室 岩出図書館分室

46 岩出市 コミセン 岩出地区コミュニティセンター

47 岩出市 コミセン 上岩出地区コミュニティセンター

48 岩出市 コミセン サンホール

49 岩出市 保健所 岩出保健所

50 岩出市 拠点 子育て支援センターいわで

51 岩出市 拠点 子育て支援センターあいあい

52 岩出市 教育委員会 岩出市教育委員会

53 紀の川市 図書館 紀の川市立河北図書館

54 紀の川市 図書館 紀の川市立河南図書館
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55 紀の川市 コミセン 丸栖コミュニティセンター

56 紀の川市 コミセン 東貴志コミュニティセンター

57 紀の川市 コミセン 西貴志コミュニティセンター

58 紀の川市 コミセン 中貴志コミュニティセンター

59 紀の川市 コミセン ふれあいコミュニティセンター

60 紀の川市 拠点 那賀子育て支援センター

61 紀の川市 拠点 桃山子育て支援センター

62 紀の川市 拠点 レイモンド子育て支援センター

63 紀の川市 教育委員会 紀の川市教育委員会

64 橋本市 図書館 橋本市図書館

65 橋本市 コミセン 東部コミュニティセンター　

66 橋本市 保健所 橋本保健所

67 橋本市 拠点 キオラクラブ

68 橋本市 拠点 さくらんぼルーム 

69 橋本市 拠点 カナカナクラブ

70 橋本市 拠点 ひまわりルーム

71 橋本市 拠点 こののほっとルーム

72 橋本市 拠点 ポトフのおなべ
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73 橋本市 拠点 ハッピールーム

74 橋本市 教育委員会 橋本市教育委員会

75 かつらぎ町 図書館 かつらぎ町立図書館

76 かつらぎ町 図書館 かつらぎ町立図書館花園分館

77 かつらぎ町 拠点 かつらぎ町地域子育て支援センターはぐくみ

78 かつらぎ町 拠点 三谷こども園子育て支援センター

79 かつらぎ町 拠点 佐野こども園子育て支援センター

80 かつらぎ町 教育委員会 かつらぎ町教育委員会

81 九度山町 図書館 九度山町中央公民館図書室

82 九度山町 拠点 子ども子育て支援センター

83 九度山町 教育委員会 九度山町教育委員会

84 紀美野町 図書館 紀美野町中央公民館図書室

85 紀美野町 図書館 紀美野町小川地区公民館図書室

86 紀美野町 図書館 紀美野町志賀野地区公民館図書室

87 紀美野町 図書館 紀美野町文化センター図書室

88 紀美野町 拠点 紀美野町子育て支援センター

89 紀美野町 教育委員会 紀美野町教育委員会

90 高野町 図書館 高野町中央公民館図書室
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91 高野町 拠点 地域子育て支援センター

92 高野町 教育委員会 高野町教育委員会

93 田辺市 図書館 和歌山県立紀南図書館

94 田辺市 図書館 田辺市立図書館

95 田辺市 図書館 田辺市立図書館 龍神分室

96 田辺市 図書館 田辺市立図書館 中辺路分室

97 田辺市 図書館 田辺市立図書館 大塔分室

98 田辺市 図書館 田辺市立図書館 本宮分室

99 田辺市 交流センター 和歌山県立情報交流センター　ビッグ・ユー

100 田辺市 保健所 田辺保健所

101 田辺市 拠点 地域子育て支援センター愛あい

102 田辺市 教育委員会 田辺市教育委員会

103 有田市 図書館 有田市図書館

104 有田市 拠点 子育て世代活動支援センター「Waku Waku」

105 有田市 拠点 つどいの広場「きらきらひろば」

106 有田市 拠点 つどいの広場「にこにこひろば」

107 有田市 教育委員会 有田市教育委員会

108 有田川町 図書館 有田川町立金屋図書館
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109 有田川町 図書館 有田川町地域交流センター『ALEC（アレック）』

110 有田川町 図書館 ちいさな駅美術館『Ponte del Sogno（ポンテ・デル・ソーニョ）』

111 有田川町 図書館 しみず図書室

112 有田川町 拠点 地域子育て支援センター

113 有田川町 教育委員会 有田川町教育委員会

114 御坊市 図書館 御坊市立図書館

115 御坊市 保健所 御坊保健所

116 御坊市 拠点 地域子育て支援センターぴよぴよ

117 御坊市 教育委員会 御坊市教育委員会

118 湯浅町 図書館 湯浅町立図書館

119 湯浅町 保健所 湯浅保健所

120 湯浅町 拠点 地域子育て支援センター

121 湯浅町 教育委員会 湯浅町教育委員会

122 広川町 図書館 広川町観光・地域交流センターいなむらの杜図書室

123 広川町 拠点 なかよしランド

124 広川町 拠点 ちびっこクラブ

125 広川町 教育委員会 広川町教育委員会

126 美浜町 図書館 美浜町立図書館 友学の森
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127 美浜町 拠点 子育てつどいのへや

128 美浜町 教育委員会 美浜町教育委員会

129 日高町 図書館 日高町中央公民館図書室

130 日高町 拠点 日高町子育て支援センター

131 日高町 教育委員会 日高町教育委員会

132 日高川町 図書館 日高川町立川辺公民館図書室

133 日高川町 図書館 日高川町立中央公民館図書室

134 日高川町 図書館 日高川町立美山公民館図書室

135 日高川町 拠点 かわべ地域子育て支援センター

136 日高川町 拠点 なかつ地域子育て支援センター

137 日高川町 教育委員会 日高川町教育委員会

138 由良町 図書館 由良町中央公民館図書室

139 由良町 拠点 由良町地域子育て支援センター

140 由良町 教育委員会 由良町教育委員会

141 印南町 図書館 印南町公民館図書室

142 印南町 拠点 いなみっ子交流センター

143 印南町 教育委員会 印南町教育委員会

144 みなべ町 図書館 みなべ町立図書館中央館 ゆめよみ館
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145 みなべ町 図書館 みなべ町立図書館 上南部分館

146 みなべ町 図書館 みなべ町立図書館 高城分室

147 みなべ町 図書館 みなべ町立図書館 清川分室

148 みなべ町 図書館 みなべ町立図書館 岩代分室

149 みなべ町 拠点 みなべ町地域子育て支援センターこひつじランド

150 みなべ町 教育委員会 みなべ町教育委員会

151 白浜町 図書館 白浜町立図書館

152 白浜町 図書館 白浜町立図書館 白浜分室

153 白浜町 図書館 白浜町立図書館 富田分室

154 白浜町 図書館 白浜町立図書館 日置分室

155 白浜町 拠点 白浜保育園

156 白浜町 拠点 湯崎保育園

157 白浜町 拠点 しらとり保育園

158 白浜町 拠点 日置保育園

159 白浜町 教育委員会 白浜町教育委員会

160 上富田町 図書館 上富田町立図書館

161 上富田町 拠点 子育て支援センター

162 上富田町 教育委員会 上富田町教育委員会
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163 すさみ町 図書館 すさみ町総合センター（周参見公民館）図書室

164 すさみ町 教育委員会 すさみ町教育委員会

165 那智勝浦町 図書館 那智勝浦町立図書館

166 那智勝浦町 拠点 那智勝浦町地域子育て支援センター

167 那智勝浦町 教育委員会 那智勝浦町教育委員会

168 太地町 図書館 太地町公民館図書室

169 太地町 拠点 ふれあいルーム

170 太地町 教育委員会 太地町教育委員会

171 古座川町 図書館 古座川町公民館図書室

172 古座川町 拠点 古座川町地域子育て支援センター

173 古座川町 教育委員会 古座川町教育委員会

174 北山村 図書館 北山村図書室

175 北山村 教育委員会 北山村教育委員会

176 串本町 図書館 串本町図書館

177 串本町 保健所 新宮保健所串本支所

178 串本町 拠点 子育て支援センターりぼん

179 串本町 教育委員会 串本町教育委員会

180 新宮市 図書館 新宮市立図書館



市町村 事業 募集要項が受け取れる施設等

181 新宮市 保健所 新宮保健所

182 新宮市 拠点 新宮市子育て支援センター

183 新宮市 教育委員会 新宮市教育委員会


