
旧田辺市

番号 名称 位置 建設年度 構造 戸数
1 尾の崎 田辺市古尾13番28号及び36号 昭和30年度 木造平屋 2
2 中の谷 田辺市上の山一丁目８番11号 昭和33年度 中層耐火３階 18
3 ちどり 田辺市末広町14番23号 昭和44年度 中層耐火４階 20
4 神子浜 田辺市文里二丁目15番１号 昭和45年度 中層耐火３階 18
5 新万５ 田辺市新万24番５棟 昭和46年度 中層耐火４階 16
6 天潮荘 田辺市天神崎15番50号 昭和46年度 中層耐火４階 20
7 新万４ 田辺市新万24番４棟 昭和47年度 中層耐火４階 16
8 新万６ 田辺市新万24番６棟 昭和47年度 中層耐火４階 32
9 みどり 田辺市磯間２番12号 昭和47年度 中層耐火４階 20
10 新万７ 田辺市新万24番７棟 昭和48年度 中層耐火４階 40

田辺市天神崎24番５号から８号まで及び11号から18号まで
並びに25番２号、３号、５号から12号まで、25号及び26号

昭和48年度 24

田辺市天神崎22番１号から３号まで及び５号から13号まで、
24番２号及び３号、25番15号から20号まで、27号及び28号
並びに27番25号から28号まで

昭和50年度 26

12 新万８ 田辺市新万24番８棟 昭和49年度 中層耐火４階 40
13 浜ちどり 田辺市磯間５番20号 昭和49年度 中層耐火４階 32
14 新万９ 田辺市新万24番９棟 昭和50年度 中層耐火４階 40
15 内之浦６ 田辺市新庄町3042番地の43 昭和52年度 中層耐火４階 24
16 内之浦４ 田辺市新庄町3042番地の１ 昭和54年度 中層耐火５階 20
17 内之浦５ 田辺市新庄町3042番地の48 昭和56年度 中層耐火５階 30

19 東部 田辺市南新万４番６号 昭和60年度 中層耐火３階 18
20 いちご 田辺市芳養松原一丁目１番１号 平成元年度 中層耐火４階 20
21 中芳養４ 田辺市中芳養2117番地の１ 平成６年度 中層耐火３階 12
22 中芳養５ 田辺市中芳養2117番地の１ 平成６年度 中層耐火３階 12
23 宝来 田辺市宝来町10番46号 平成26年度 中層耐火５階 35
24 扇ケ浜２ 田辺市扇ケ浜１番２棟 昭和39年度 中層耐火４階 24
25 扇ケ浜３ 田辺市扇ケ浜１番３棟 昭和40年度 中層耐火４階 24
26 扇ケ浜４ 田辺市扇ケ浜１番４棟 昭和41年度 中層耐火４階 24
27 扇ケ浜１ 田辺市扇ケ浜１番１棟 昭和42年度 中層耐火４階 24
28 扇ケ浜５ 田辺市扇ケ浜１番５棟 昭和43年度 中層耐火４階 24
29 扇ケ浜６ 田辺市扇ケ浜１番６棟 昭和43年度 中層耐火４階 24

30 崖
田辺市芳養町1725番地の７、９、11、14、16、21及び25並び
に1774番の５及び６

昭和51年度 簡易耐火２階 20

31 天神２
田辺市天神崎26番６号から９号まで、12号、13号、18号、19
号、23号、24号、27号から30号まで、35号から41号まで及び
43号

昭和52年度 簡易耐火２階 22

32 天神３ 田辺市天神崎23番６号から９号まで及び15号から20号まで 昭和54年度 簡易耐火２階 10

33 南松原
田辺市芳養松原二丁目３番18号、19号及び21号から28号ま
で並びに５番１号から３号まで、５号から９号まで、11号から
18号まで、20号及び21号

昭和54年度 簡易耐火２階 28

田辺市上の山二丁目16番19号、20号、22号、23号、25号及
び33号から35号まで並びに天神崎５番５号から８号まで、６
番14号及び15号、９番５号から10号まで、10番24号、25号、
27号、29号、31号、32号、47号及び48号

昭和55年度 28

田辺市天神崎８番10号及び11号並びに10番14号及び15号 昭和56年度 4
35 東陽 田辺市磯間４番25号 昭和55年度 中層耐火３階 12
36 扇 田辺市末広町７番15号 昭和55年度 中層耐火３階 30
37 サンシャイン 田辺市天神崎15番７号 昭和57年度 中層耐火４階 20
38 寿 田辺市磯間２番６号 昭和57年度 中層耐火３階 18
39 御所谷１ 田辺市上の山二丁目１番33号 平成10年度 高層耐火６階 30

平成13年度 30
平成14年度 24

41 御所谷３ 田辺市上の山二丁目５番46号 平成16年度 耐火２階 8
計 981

18

11 天神１ 簡易耐火２階

18 文乃里 田辺市文里二丁目18番１号 昭和58年度 中層耐火３階

34 天神４ 簡易耐火２階

40 御所谷２ 田辺市上の山二丁目５番３号 高層耐火６階



旧龍神村

番号 名称 位置 建設年度 構造 戸数
1 西 田辺市龍神村西106番地の１ 昭和63年度 木造平屋 5

田辺市龍神村甲斐ノ川445番地の１ 平成４年度 4
田辺市龍神村甲斐ノ川449番地の２ 平成９年度 1

3 廣井原 田辺市龍神村廣井原494番地の１ 平成５年度 木造平屋 3
4 安井 田辺市龍神村安井271番地 平成５年度 木造平屋 4

平成６年度 2
平成９年度 1
平成６年度 2
平成14年度 2

7 小家 田辺市龍神村小家714番地の１ 平成６年度 木造平屋 2
8 下柳瀬 田辺市龍神村柳瀬59番地 平成８年度 木造平屋 4
9 西 田辺市龍神村西106番地の２ 平成８年度 木造平屋 1

田辺市龍神村安井244番地 平成９年度 木造平屋 2
田辺市龍神村安井246番地 平成13年度 木造２階 1

11 フォレスト館 田辺市龍神村柳瀬1092番地の２ 平成11年度 木造２階 6
昭和39年度 簡易耐火平屋
昭和50年度
昭和52年度
昭和53年度
昭和54年度
昭和61年度

計 49

9
木造平屋

12 龍神
田辺市龍神村安井1078番地の３、福井1014番地の１、甲斐
ノ川878番地及び879番地、西139番地の７、宮代57番地の１
並びに龍神494番地

10 安井

6 福井 田辺市龍神村福井1239番地及び1691番地の14 木造平屋

2 甲斐ノ川 木造平屋

5 宮代 田辺市龍神村宮代47番地 木造平屋



旧中辺路町

番号 名称 位置 建設年度 構造 戸数
1 栗栖川原ノ瀬 田辺市中辺路町栗栖川753番地の１及び６ 昭和29年度 木造平屋 4
2 上芝 田辺市中辺路町栗栖川434番地の５ 昭和43年度 簡易耐火平屋 6

昭和44年度 7
昭和47年度 5

4 近露 田辺市中辺路町近露209番地の２ 昭和46年度 簡易耐火平屋 6
5 大川 田辺市中辺路町大川39番地の２ 昭和55年度 木造平屋 4
6 西谷２ 田辺市中辺路町西谷445番地 昭和56年度 木造平屋 2
7 真砂 田辺市中辺路町真砂180番地の３ 昭和60年度 木造平屋 2
8 新田 田辺市中辺路町栗栖川300番地の46 昭和63年度 木造平屋 2
9 近野 田辺市中辺路町近露16番地の14 平成元年度 木造平屋 2
10 野中 田辺市中辺路町野中995番地の１ 平成２年度 木造平屋 2
11 川合２ 田辺市中辺路町川合1478番地の１ 平成５年度 中層耐火３階 12
12 大川上 田辺市中辺路町大川63番地 平成６年度 木造平屋 2

木造平屋 2
木造２階 2
木造平屋 1
木造２階 1

田辺市中辺路町北郡1071番地 平成６年度 2
田辺市中辺路町北郡1069番地 平成７年度 4
田辺市中辺路町北郡1078番地の１ 平成８年度 2

16 栗栖川鍵 田辺市中辺路町栗栖川671番地の14 平成12年度 中層耐火３階 12
17 石船 田辺市中辺路町石船240番地 平成14年度 木造平屋 2
18 小皆 田辺市中辺路町小皆48番地 平成15年度 木造平屋 8

田辺市中辺路町真砂175番地の４ 平成７年度 2
田辺市中辺路町真砂156番地の10 平成８年度 2
田辺市中辺路町近露206番地の６ 平成９年度 木造２階 2
田辺市中辺路町近露2142番地の６及び７ 平成11年度 2
田辺市中辺路町近露2129番地 平成14年度 2

21 大川 田辺市中辺路町大川386番地及び387番地 平成10年度 木造平屋 4
22 鍵 田辺市中辺路町栗栖川671番地の６ 平成12年度 木造２階 3

田辺市中辺路町温川943番地の４ 木造平屋 1
田辺市中辺路町温川943番地の２ 木造２階 1

昭和46年度
昭和50年度
昭和51年度

計 125

20 近露
木造平屋

14

23 温川 平成13年度

24 中辺路
田辺市中辺路町栗栖川434番地の６及び755番地の１、川合
1813番地の１、近露1785番地の１並びに大川561番地

木造平屋

田辺市中辺路町川合1720番地の２ 平成６年度

19 真砂 木造平屋

15 北郡 木造平屋

14 朝来平

3 川合１ 田辺市中辺路町川合1897番地の１ 簡易耐火平屋

13 大川下 田辺市中辺路町大川76番地 平成６年度



旧大塔村

番号 名称 位置 建設年度 構造 戸数
1 大塔 田辺市鮎川1461番地の１ 昭和45年度 簡易耐火平屋 5
2 鮎川下附１ 田辺市鮎川530番地の１及び542番地の１ 昭和46年度 簡易耐火平屋 8
3 鮎川津呂１ 田辺市鮎川1461番地の１ 昭和47年度 簡易耐火平屋 4
4 鮎川下附２ 田辺市鮎川512番地の１ 昭和48年度 簡易耐火２階 4
5 面川集落 田辺市面川575番地の１ 昭和48年度 簡易耐火平屋 3
6 向山集落 田辺市向山300番地の４ 昭和48年度 簡易耐火平屋 3
7 下川上大泓 田辺市下川上120番地 昭和48年度 簡易耐火平屋 4
8 鮎川津呂２ 田辺市鮎川1463番地の１ 昭和55年度 簡易耐火平屋 3
9 鮎川杢路石 田辺市鮎川2596番地の３ 昭和62年度 木造平屋 4
10 宮ノ平 田辺市下川下902番地の１ 平成元年度 木造２階 2
11 鮎川下附３ 田辺市鮎川512番地の１ 平成３年度 木造２階 3
12 鮎川下附４ 田辺市鮎川512番地の１ 平成４年度 木造２階 3
13 鮎川下附５ 田辺市鮎川593番地の２ 平成６年度 木造２階 4
14 鮎川向越 田辺市鮎川1312番地の５ 平成11年度 中層耐火４階 20

平成13年度 8
平成14年度 4
平成15年度 8
平成16年度 14
平成17年度 8
平成18年度 8

17 木守 田辺市木守457番地の１ 平成７年度 木造平屋 2
18 平瀬 田辺市平瀬439番地の１ 平成８年度 木造２階 2
19 鮎川下附 田辺市鮎川512番地の１ 平成８年度 木造２階 1

平成９年度 2
平成11年度 2
平成14年度 2

21 合川庵谷 田辺市合川83番地 平成９年度 木造２階 2
平成10年度 2
平成11年度 2
平成12年度 3
平成13年度 5
平成14年度 7
平成15年度 3
昭和40年度 簡易耐火平屋

木造平屋
簡易耐火平屋

昭和54年度 木造平屋
昭和56年度 簡易耐火平屋
昭和63年度 木造平屋
平成５年度 木造２階

計 174

23 大塔
田辺市鮎川583番地の１及び1553番地の１、下川下902番地
の１、934番地の１及び936番地、向山418番地の１並びに谷
野口177番地の１

19

昭和43年度

20 向山 田辺市向山300番地の１及び29 木造２階

22 竹ノ又 田辺市下川下1708番地 木造２階

15 鮎川下附６ 田辺市鮎川583番地の６及び７ 木造２階

16 鮎川津呂３ 田辺市鮎川1463番地の１ 木造２階



旧本宮町

番号 名称 位置 建設年度 構造 戸数
田辺市本宮町大居912番地の１及び918番地 平成４年度 4
田辺市本宮町大居908番地の１ 平成５年度 4
田辺市本宮町大居922番地 平成６年度 4

2 下湯川 田辺市本宮町下湯川21番地の１ 平成７年度 木造２階 4
3 上平野 田辺市本宮町本宮803番地の１ 平成14年度 木造平屋 2

昭和34年度
昭和41年度

計 23

5

1 大居 木造２階

4 本宮
田辺市本宮町大居1624番地、下湯川625番地の１及び626
番地の３並びに伏拝1087番地

木造平屋


