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■山形県米沢市大字花沢480－1

■フリーダイヤル 0120－216－848

■営業時間／10：00～19：00

■定休日／第2火曜日

■URL：http://docomo-fcs.com/
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米沢東パーク店の魅力とは！？
①親切・丁寧な接客応対　②キレイでひろーい店内・70台分のゆったりな駐車場
③清潔感あふれるお客様専用トイレ　④無料のドリンクサービス！！

あたたかい笑顔で心からお客様をお迎えする

携帯電話のご使用、故障でお困りの方は気軽にお立ち寄り下さい。携帯電話のご使用、故障でお困りの方は気軽にお立ち寄り下さい。

電気自動車EV充電スポットあり

無料または割引サービスを
実施している駐車場あり

障がい者用駐車スペースあり

段差なし・スロープあり

車椅子の入れるトイレあり

キッズコーナーあり手話サポート／外国語サポート
テレビ電話設置

電話教室を実施 電話教室専用スペースあり

docomo Wi-Fiが利用可能
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　本市では、市民一人ひとりが元気に活躍できる「米沢創生」、「健康長寿

日本一」を実現すべく、諸々の施策に取り組んでおり、市民の皆さまの力

は、この米沢をより生き生きと輝かせる原動力となっております。これか

らもここに暮らす皆さまが愛着と誇りを持ち、住んでよかったと思えるま

ちづくりに全力で取り組んでまいります。

　この『米沢市くらしの便利帳』は、市役所の窓口や手続きなどの行政情

報や日常生活に役立つ情報をお伝えするとともに、米沢市の歴史や文化、

名所などを市民の皆さまに知っていただくために作成したものです。発

刊に当たっては、行財政改革の視点を踏まえ、作成および配布に際して、

株式会社ゼンリンとの官民協働事業により取り組んでまいりました。ご

協力いただきました皆さまに心からお礼申し上げます。

　日常のあらゆる場面でご活用いただき、充実した生活を送るための手

引きとして役立てていただければ幸いです。

発刊にあたって

米沢市長　中川　勝
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作業内容 利用日 利用案内

ミツワ自動車（株）

【無料出張査定】中古車・新車・整備・車検・鈑金・レンタカー・保険

窪田町窪田 14830238－39－8888 FAX40－06000238－39－8888 FAX40－0600

米沢市詳細図⑥　B－1
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後期高齢者医療制度とは？／後期高齢者医療制度の対象者／後期高齢者医療被

保険者証の交付／資格取得等の手続／医療機関にかかるとき…p.36　入院し
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介護保険 39

介護保険に関するお問合せは／介護保険の加入者／サービスを受けられる人／

介護保険料／サービスを受けるための手続…p.39　サービスの利用料／税の

控除のための認定書などを交付…p.40　利用できるサービス…p.41　地域包

括支援センターへのお問合せ…p.42

国民年金 43

国民年金被保険者の種類／国民年金保険料の納付が困難なとき／『申請免除』

『納付猶予』『学生納付特例』…p.43　給付の種類…p.44

子ども 45

母子健康手帳／母と子の健康（全員対象）／出生届／児童手当／子育て支援医療

…p.45　予防接種の種類と実施期間…p.46　保育所…p.47　認定こども園／
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…p.49　一時的に子どもを預けたい場合…p.50　ファミリー・サポート・セン

ター／障がいを持つお子さん、その家族への支援／家庭児童相談／児童虐待防

止／婦人相談・DV相談／ひとり親自立支援／子育て短期支援事業／入院助産事

業…p.51

教育 52

小･中学校の入学手続（就学通知）／小・中学校の転校手続／就学援助制度／適応

指導教室（通称：ガイダンス教室）／米沢有為会奨学金貸費制度・学生寮…p.52 

学校施設の社会開放…p.53　市立米沢図書館…p.54　米沢市上杉博物館／置

賜文化ホール／米沢市市民文化会館／米沢市座の文化伝承館／あなたのまなび

を応援します。米沢鷹山大学…p.55　米沢市社会教育施設等所在地一覧…p.56
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成人の健康診査…p.57　健康相談／献血…p.58
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お年寄りのために…p.59　老人施設でのサービス／障がいを持つ人のために…

p.61　ひとり親家庭のために…p.65　その他の福祉サービス…p.66
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【水道】水道料金の支払い／水道に関する届出／水道に関する問合せ／水道の新

設、改造等工事の申込み／家庭内の水道管の凍結…p.68　【下水道】受益者負担

金・分担金／下水道への接続、排水設備工事の申込み／下水道の正しい使い方

／下水道の使用料…p.69　【浄化槽】浄化槽の設置と管理…p.70

生活・環境 72

【ごみ】ごみと資源物の分け方・出し方／ごみ収集カレンダー…p.72　ごみ出し

のマナー／ごみの収集運搬を個別に依頼する場合／し尿のくみ取り／アメリカ
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雪に関する相談窓口／【水路（流雪溝）利用上のお願い】…p.77　米沢市の相談窓

口一覧…p.78
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公営住宅とは／申込資格／申込みから入居までの流れ（概要）／米沢市内の公営

住宅…p.80

こんなときには 81

引っ越したら／ご家族が亡くなられたら…p.81　交通事故にあったら…p.82

いざというときには 83

家庭での地震対策…p.83　米沢市地震ハザードマップ…p.84　米沢市洪水

避難地図…p.86　米沢市洪水ハザードマップ…p.88　米沢市洪水避難地図…

p.90　非常持ち出し品・備蓄品の準備はできていますか…p.92　河川情報／風

水害に備えて…p.93　土砂災害に備えて／市が発表する情報／避難情報・防災

気象情報の伝達・収集…p.94　安全に避難するときは／米沢市指定避難所一覧

…p.95　平日夜間・休日急病になったら／119 番のかけかた…p.96　火災に備
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【議会】議会の構成／議会の傍聴／請願・陳情　【選挙】選挙人名簿／投票／期日

前投票／不在者投票／郵便等による不在者投票…p.98　【監査】監査委員およ
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米沢市くらしの便利帳 INDEX

ハウスクリーニング 山形市

おそうじ本舗 山形南店

なかなか落ちない汚れ、そんな時は経験豊富なプロにお
任せください！
エアコンクリーニング・換気扇・浴室・トイレ・床ワッ
クス何でもご相談ください！
■山形市鉄砲町3-2-12
■ 0120-03-8508 ■携帯電話:090-7799-8436■FAX:0238-45-3462
■営業時間／8:00～20:00
■定休日／無休
■URL:http://yamagataminami-osouji.com あり

ステンレス・アルミ・スチール装飾金物・建築金物 米沢市詳細図⑪ E-4

新しい建築金物を築く創造技術

株式会社ミヤマ

株式会社ミヤマは、主にパイプ加工・ベンダー加工・レーザー加工などで規格
品では対応できない金物、建築装飾金物を中心に製作しております。多彩な加
工技術で完成度の高い製品を提供いたします。
◇製品項目◇ 手摺、門扉、庇、幕板、パネル、看板、タラップ
カーテンBOX、等の受注生産

■米沢市大字竹井東1120
■TEL:0238-28-0380 ■FAX:0238-28-0382
■営業時間／8:30～17:30
■定休日／日曜・祝日・土曜隔週
■E-mail:kkmiyama@agate.plala.or.jp あり
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米沢市を知ろう！

米沢市のあゆみ

　米沢市は、明治22（1889）年に日本で最初に市制

を施行した全国39市のうちの1市であり、平成26

（2014）年4月に市制125年を迎えました。「上杉の城

下町」としてその名が知られ、江戸時代、初代藩主・上

杉景勝の重臣であった直江兼続により拡張された城下

町が、現在の米沢市街の基盤となっています。米沢市

は山形県の最南端。最上川の源である吾妻連峰の裾野

に広がる米沢盆地に位置し、福島県と県境を接してい

ます。四季折々の雄大な景観に豊富な温泉群があるほ

か、登山やスキーなどが手軽に楽しめる「自然の恵み

豊かな都市」です。主要な交通に山形新幹線や東北中

央自動車道があり、県最南端に位置する優位性を生か

して山形県の玄関口として発展しています。

●米沢市役所の緯度・経度

　N37°55′20.09＂E140°7′0.38＂

米沢市の位置

E
1
4
0
° 

7
′
 0

.3
8
″

N37° 55′ 20.09″

不動産 米沢市詳細図⑤ A-2

不動産情報館

置賜地域不動産の売買仲介等、中古住宅住まいのリフォーム
を手掛けております。
■宅地建物取引業 山形県知事（2）2432号

■米沢市門東町2丁目4-33
■TEL:0238-23-3330 ■FAX:0238-22-0347
■営業時間／9:30～17:30
■定休日／日曜、祝日（事前に連絡いただければ対応可）
■URL:http://shinyo-jutaku.jp あり

水産 米沢市詳細図① E-1

米沢地方卸売市場

安心・安全な「食」を提供し、消費者のニーズに応えます。
多様化するライフスタイルを的確に捉え、豊かな食環境を整える。
皆様の笑顔が私たちの力の源です。

■米沢市中田町4790-1
■TEL:0238-37-3235
■FAX:0238-37-5779
■URL:http://www.kaneshime.jp

あり

食肉加工・販売 米沢市詳細図⑩ D-1

米沢牛・置賜産豚 美味伝承

㈱米沢食肉公社

米沢牛枝肉市場の運営や製造から販売まで幅広く事業を行っていま
す。ドイツのコンテストで金賞を受賞したあらびきウインナーやさ
らみ等を当社でお買い求め頂けますのでお気軽にお問合せ下さい。

■米沢市万世町片子5379-15
■TEL:0238-22-0025 ■FAX:0238-24-5561
■営業時間／8:15～17:00 ■定休日／土日祝
■URL:http://www.yonesyoku.com
■E-mail:info@yonesyoku.com ■DLGコンテスト2017金賞 あり
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米沢市の「米」の字を８本の扇（末広）で構成。

四方八方への未来の発展を祈念し、桜で末広

をつなぎ、明るく住みよい郷土を象徴したも

のといわれています。

市　章

市の花
西吾妻山などに自生しているツツジの仲

間。つぼみのときは色が濃く、開くと淡い

色になります。花冠が５つに裂けた、華や

かな花を咲かせます。

見頃：６月初旬～７月中旬

あずましゃくなげ

市の木
マツ科ツガ属の常緑高木で、米栂と表

記するが日本固有の種。「米（こめ）」に

例えたもの。ツガと似ていますが、コメ

ツガの方が葉も球果も少し小さい。

こめつが

かねたん

性別：男の子

年齢：ずっと子犬

性格：勇気があって、頭もいい。おっちょこちょいな

ところもあるけど、ここぞというときに頼りになる！ 

趣味：おさんぽ。ユルい俳句をよむこと 

好きなことば：『義』と『愛』

好きな食べ物：米沢牛のコロッケが大好き！

チャームポイント：凛々しいまゆげ

『愛』の前立てが自慢！

米沢市マスコットキャラクター 1

「かねたん」は、米沢市の直江兼続マスコット

キャラクターです。忠義の象徴、犬がモチーフで

チャームポイントは凛々しいまゆげ。愛の前立て

の兜をかぶり、きりりっとした姿は戦国武将その

もの。現在いろんなイベントで大活躍中！

　私たちは、伝統にかがやく米沢市の市民であることにほこりと

責任を感じ、この憲章をかかげて教育文化のまち、産業のまち、福

祉のまち、観光のまちとして、公徳心の高い、よりよい社会をつく

ることにつとめます。

1. 教養をたかめ、文化のまちをつくりましょう。

1. 勤労をたっとび、豊かなまちをつくりましょう。

1. 互いに助けあい、楽しいまちをつくりましょう。

1. きまりを守り、公共物を愛し、明るいまちをつくりましょう。

1. 郷土を愛し、きれいなまちをつくりましょう。

（昭和37年10月26日制定）

米沢市市民憲章

総合ビル警備 米沢市詳細図⑪ D-2

豊かに快適な環境を求めて

株式会社エービーエム

警備・設備・清掃を通じて、お客様に最大限の満足と感動を
お届けするため、最良の技術と、地域一番の爽やかな笑顔、
真心のサービスをお届けしています。

■米沢市窪田町窪田584-2
■TEL:0238-37-5733
■FAX:0238-37-2822 ■営業時間／24時間365日対応
■URL:http://www.y-abm.co.jp
■E-mail:info@y-abm.co.jp

不動産 米沢市詳細図① C-5

住まいの相談窓口

有限会社青山不動産

当店では不動産の売買・賃貸の仲介や不動産の買取りを行っています。
お気軽にご相談下さい。
■米沢市金池8-2-2 鶴巻ビル1階
■TEL:0238-24-7757
■営業時間／平日9:00～18:00 土日10:00～18:00
■定休日／水曜日
※山形県知事免許（3）第2221号 あり

不動産 米沢市詳細図⑤ A-5

不動産のことなら・・・

買いたい、売りたい、借りたい、貸したい
不動産に関することは何でもお気軽に御連絡ください。

■米沢市本町2-7-13
■TEL:0238-26-8620 ■FAX:0238-26-8621
■営業時間／9:00～17:00 ■定休日／日曜
■E-mail:tana6100@cocoa.ocn.ne.jp
山形県知事免許（4）第2144号 あり

建築業 米沢市詳細図⑧ C-2

家族が幸せになるための家づくり専門店

笑顔×幸せ×暮らし
「お客様の心から喜ぶ笑顔が見たい」だから私達は一生懸命
お手伝いさせて頂きます。

■米沢市下花沢3-8-60
■ 0120-77-2324 ■FAX:0238-24-3501
■URL:http://www.ohta-kensetu.co.jp
■E-mail:kikaku@ohta-kensetu.co.jp
宅地建物取引業協会 山形県知事（9）第1352号 あり

電気設備工事 米沢市詳細図④ C-1

総合電気設備工事設計・施工

【営業品目】
電気工事設計施工・防災工事設計施工・エアコン設計施工・エアコン販売・各種照
明器具販売・各種電気機器販売修理・防災器具一式販売・電気資材販売・家電販売

■米沢市城西3-5-18
■TEL:0238-22-4466 ■FAX:0238-22-4476
■営業時間／8:00～17:00
■定休日／日曜、祝日、お盆、年末年始
■URL:https://www.e-suzuden.com あり

建設 米沢市詳細図⑧ D-4

地域で必要とされる会社を目指します

【事業内容】
重量物運搬据付・機械器具設置工事、鋼構造物工事
建築・土木・橋梁耐震補強工事、食品輸送、ドッグラン

■米沢市万世町片子44-1
■TEL:0238-21-2958
■FAX:0238-22-7200
■URL:http://www.masarugumi.com/

あり

繊維卸売業 米沢市詳細図⑤ A-4

繊維のことなら何でもおまかせ

株式会社 ワボー

米沢の伝統である米沢織物・婦人服地・紬織着物地・ニット製
品（丸編、横編）を全国に向け販売しております。また縫製工
場を経営し、製品化販売（ＯＥＭ）を積極的に拡大中です。

■米沢市門東町1-1-48
■TEL:0238-23-9111 ■FAX:0238-23-9169
■営業時間／9:00～18:00 ■定休日／土・日・祝日
■URL:http://www.wabo.jp/
■E-mail:mailadm@wabo.jp あり
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米沢市の

部課等 係等

総
務
部

総務課
総務担当　行政担当

人事研修担当　厚生担当

財政課 財政係　管財係　地籍調査係

税務課
税制係　市民税係　土地係

家屋係

納税課 管理係　納税係　整理係

契約検査課 契約担当　検査担当

企
画
調
整
部

総合政策課

企画調整担当　経営政策担当

情報システム担当　統計調査担当

地域振興担当　若者支援担当　

中心市街地

活性化推進室

学園都市推進室

秘書広報課 秘書係　広報広聴係

市
民
環
境
部

市民課 証明担当　記録担当　戸籍担当

国保年金課
国保担当　高齢者医療担当

年金担当

環境生活課

環境担当　廃棄物対策担当　

生活安全担当　

危機管理室 危機管理担当

消費生活センター

健
康
福
祉
部

社会福祉課

総務企画担当　生活福祉担当

障がい者

支援室

障がい福祉担当

障がい児支援担当

こども課

子育て支援担当　子育て施設担当

相談担当　給付担当

緑ケ丘保育園

吾妻保育園

健康課
健康企画担当　成人保健担当

母子保健担当

高齢福祉課
事業管理係　介護認定給付係

高齢者福祉係　地域包括支援係

産
業
部

商工課

商業振興担当　工業労政担当

企業立地推進室 企業立地推進担当

道の駅開設

準備室

観光課 観光企画担当　観光施設担当

農林課

農政担当　農畜産担当

森林農村整備担当

米沢ブランド

推進室

青果物地方

卸売市場

部課等 係等

建
設
部

土木課
管理担当　建設担当　維持担当　

雪対策担当

都市整備課
都市政策担当　公園緑地担当　

建築住宅担当　建築工事担当　　

会計課 審査出納係

上
下
水
道
部

水道業務課 総務係　経営企画係

水道施設課 施設係　工務係　給水装置係

下水道課 下水道係　施設管理係　工事係

米
沢
市
立
病
院

診療部

第一内科　第二内科　第三内科　

第四内科　神経内科　緩和ケア内

科　小児科　神経・精神科　皮膚

科　アレルギー科　放射線科　

外科　内視鏡外科　乳腺外科　心

臓血管外科　整形外科　形成外科 

脳神経外科　泌尿器科　人工透析

室　産婦人科　眼科　耳鼻咽喉科 

麻酔科　集中治療科　病理科

診療技術部

診療放射線科　臨床検査科　リハ

ビリテーション科　療食科　中央

手術室　臨床工学室　救急室　人

間ドック室

薬剤部

看護部

１階外来　２階外来　４階東病棟

４階西病棟　５階東病棟　５階西

病棟　６階東病棟　６階西病棟　

７階東病棟　集中治療科　中央手

術室　救急室　人工透析室　人間

ドック室　在宅療養相談室　患者

支援センター

医療安全

管理部

医療安全管理室

感染対策室

訪問看護

ステーション

医療経営

対策室

事
務
局

総務課

総務担当　企画財務担当

用度担当　施設担当

病院開設準備室

医事課
医事担当　医療情報管理担当

医療相談室

地域医療

連携室

組 織 一 覧
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平成30年3月31日現在

部課等 係等

教
育
委
員
会

教
育
管
理
部

教育

総務課
総務担当　施設担当　小中学校

社会教育

・体育課

指導管理担当　社会教育担当

生涯学習担当　体育振興担当

青年の家

中央公民館

視聴覚

センター

文化課 文化振興担当　文化財担当

教
育
指
導
部

学校

教育課

指導担当　学事担当

保健給食担当　学校財務担当

理科研修

センター

教育

研究所

議会事務局 庶務係　議事調査係

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

農業委員会事務局 農政振興担当　農地担当

公平委員会

固定資産評価審査委員会

米沢市役所
　〒992-8501　山形県米沢市金池5丁目2-25

　TEL 0238-22-5111（代表）

米沢市立病院
　〒992-8502　山形県米沢市相生町6-36

　TEL 0238-22-2450（代表）

米沢市教育委員会
　〒992-0012　山形県米沢市金池3丁目1-14

　置賜総合文化センター内

　TEL 0238-22-5111（代表）

不動産 米沢市詳細図③ C-5

㈱レナーク不動産

お客様の感動！を第一にお客様の立場で共に考え共に悩みアドバイスさせて
頂きます。不動産の売買・仲介・賃貸の仲介、建築・リフォーム、空き家・
空き地のご相談などお住まいに関わること何でもお気軽にご相談下さい。

■米沢市桜木町2番80号 PAL桜木106
■TEL:0238-21-8456 ■FAX:0238-40-8838
■営業時間／9:00～18:00 ■定休日／水曜日、祝日（日曜日は予約営業）他
■URL:http://www.renark-yonezawa.com
山形県知事（1）第2532号 あり

リサイクル 米沢市詳細図⑫ E-1

リサイクルで社会に貢献

株式会社高良
米沢営業所

・ISO１４００１認証取得・古紙回収・機密書類・PC関

連・子供会・スポ少等での資源回収等資源物買取ります。

お気軽にお問い合わせ下さい。

■米沢市万世町桑山字上飛行壇2981-12

■TEL:0238-39-9038

■FAX:0238-39-9039 ■営業時間／8:00～17:00

■定休日／日・祝

あり

葬儀・霊柩 米沢市詳細図⑧ D-5

お葬式・家族葬のことなら

まごころ会館 源兵衛堂

最愛の方とのお別れを、限られた時間を一緒にお過ごしで
きるように「まごころ」を込めてお手伝いをいたします。

■米沢市万世町片子5379-29
■TEL:0238-23-0304 ■FAX:0238-23-0359
■営業時間／24時間 ■定休日／年中無休
■URL:http://www.magokoro-net.co.jp/ ■E-mail:webmaster@magokoro-net.co.jp
お通夜会場は本社2階の「まごころホール」をご使用ください。 あり

タイヤショップ 米沢市詳細図③ A-1

タイヤ常時在庫1,000本

早い！安全！丁寧！ 取付・交換はプロにおまかせ！！

自動車用タイヤの事なら何でも御相談下さい。 タイヤの他

オイル・カー用品多数取扱い！ 安心無料点検実施中です。

■米沢市塩井町塩野1-2

■TEL:0238-26-4017

■FAX:0238-24-8005

■営業時間／AM10:00～PM7:00

■定休日／火曜日（日・祝日はPM6:00まで） あり

農業協同組合 米沢市詳細図③ B-3

おいしい自然いちはやく、四季ある幸せ

山形おきたま
農業協同組合

■米沢支店 TEL22-0430 FAX22-0477
■米沢北出張所 TEL36-0211 FAX36-0212
■米沢東出張所 TEL28-8404 FAX28-8403

■本店 川西町大字上小松978-1
■TEL:0238-46-3111
■FAX:0238-46-3335
■URL:http://www.okitama-yt-ja.or.jp/okitama/index.html



AD　60mm×45mm

27

AD　60mm×45mm

29

AD　60mm×45mm

28

8

米
沢
市
ガ
イ
ド

1　月

笹野観音十七堂祭（1月17日）

2　月

上杉雪灯篭まつり（2月第2土と次の日曜日）

4 ・ 5　月

米沢上杉まつり（4月29日～5月3日）

6　月

小野川温泉ほたるまつり（6月中旬～7月中旬）

7　月

万世の獅子踊り（7月9日直前の日曜日）

 【マップ全体図 D-2】

東北花火大会（7月30日）

8　月

愛宕の火祭り（8月1日） 【マップ⑦図 C-5】

米沢納涼水上花火大会（8月第1金曜日）

 【マップ④図 E-3】

米沢牛肉まつり（8月上旬）

綱木の獅子踊り（8月15日）

 【マップ全体図 B-4】

万世の獅子踊り 下組（8月15日）

万世の獅子踊り 上組（8月16日）

 【マップ全体図 D-2】

米沢灯篭流し（8月16日） 【マップ④図 D-2】

9　月

なせばなる秋まつり（9月下旬）

11　月

甲子大黒天例祭（11月19日） 【マップ⑫図 E-5】

12　月

保呂羽堂の年越し祭（12月４日）

米沢上杉まつり

東北花火大会

　上杉まつりは、米沢藩上杉家家祖上杉

謙信を祭神とする上杉神社と、初代藩主

景勝・9代藩主治憲（鷹山）等を合祀する

松岬神社の例大祭で開幕。全市民を挙

げて行う、米沢に春を告げるおまつりで

す。開幕祭のパレードを皮切りに、期間

中、市内はまつり一色に彩られ、多くの

イベントに沸き返ります。フィナーレ

は上杉行列と川中島合戦。甲冑行列が

市内を練り歩き、松川河川敷では上杉・

武田両軍総勢800人が激突。火縄銃の

発砲で決戦の火蓋が切られ、戦国史上最

大といわれた戦いを再現します。

　小野小町が発見したと伝えられている小

野川温泉には無数のホタルが生息しており、

別名・ホタルの里と呼ばれています。環境庁

（当時）より「ふるさといきものの里」にも指

定。温泉街を流れる鬼面川の河畔には6月中

旬から7月中旬までホタル茶屋がかかり、風

呂上りの浴衣姿でほたる見物が楽しめます。

　米沢の真夏の暑さを吹き飛ばす東北花火大会。

五十連発や百連発、仕掛け花火など年々多彩さを増

し、鮮やかな炎が夜空を彩ります。

　和牛トップブランドの米沢牛。「地理的表示（GI）

保護制度」に登録され、名実とも地域のブランド産

品となりました。会場では、家族連れや職場のグ

ループなど約1,000人が七輪の上の鍋を囲んで最高

級のすき焼きを味わいます。夕刻の松川河川敷に広

がる、割り下と脂の甘く香ばしい香りは米沢の夏の

風物詩です。

米沢牛肉まつり

春
夏

小野川温泉ほたるまつり

イベント

年間カレンダー

お祭り・
イベント

米
沢
市
の

【マップ④ 図E-3】

【マップ⑤ 図C-3】

【マップ⑫図 E-5】

【マップ⑤図 D-4】

【マップ⑤図 C-3】
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　約300基の雪灯篭と、約1,000個の雪洞にろうそくが

灯されると、会場一帯は冬の幻想的な美しさに包まれま

す。同時に雪で鎮魂の塔をつくり、戦没者のために鎮魂祭

が行われます。また、郷土料理を味わいながら地酒を楽し

む雪見の宴（要予約）などの催しもあります。

　古くは旧暦12月17日に行われ、年越祭りとも呼ばれ

ています。この日は観音堂前と城南５丁目に一刀彫の露

店が立ち、お鷹ぽっぽや恵比寿大黒、十二支の縁起物を

求める人で一日中にぎわいます。観音堂の境内では、無

病息災を祈願する火渡りの荒行が行われます。

　寛永18（1641）年、窪田地方に病害虫が発生したとき、作神

である保呂羽堂の縁の下の砂をまいたところ、虫が退散。村人が

感謝をこめて収穫した米で餅をつき、保呂羽堂に供えたのが始

まりと伝えられています。氏子の若者たちが餅つきをして参詣

の人々に振舞います。

　上杉鷹山の「なせば成る」のチャレン

ジ精神を大切に、今を生きる米沢市民

の心（精神）を様々な催しで表現。江戸

時代の米沢で実際に行われていたと言

われている無人販売「棒杭市」や草木搭

祭、今に伝わる伝統市、そして米沢の

“美味しいもの”が集結した米沢どん丼

まつりなど、実り豊かな秋の米沢を存

分に楽しめます。

秋
冬

かげっちさま

性別：大きい犬のお殿さま

年齢：かねたんよりちょっとお兄さん

性格：いつもどっしりと落ち着いているよ 

うに見えて、本当は不器用。だけどとっても

やさしい

趣味：自慢のおヒゲのお手入れ

好きな食べ物：ウコギ茶が好き

チャームポイント：立派なおヒゲともみあげ

米沢市マスコットキャラクター 2

笹野観音十七堂祭

保呂羽堂の年越し祭

なせばなる秋まつり

上杉雪灯篭まつり

【マップ④図 E-3】

【マップ⑥図 C-1】

【マップ⑨図 D-4】

【マップ④図 E-2】

ガソリンスタンド 米沢市詳細図⑤ B-4

さわやか笑顔 ふれあうこころで

JXTGエネルギー株式会社特約店
株式会社ミツウロコ販売店

■【本社】米沢市大町1-1-59
■TEL:0238-22-2220 ■FAX:0238-21-0523
■米沢丸の内給油所 丸の内2-2-3 TEL:21-3031
■米沢北給油所 窪田町窪田字東上谷地1233 TEL:37-3263

あり

酒店 米沢市詳細図⑤ E-2

山形・置賜のお酒は当店で!

創業昭和6年―――
当店オリジナルの日本酒も販売しております。
■米沢市駅前3-4-2
■TEL:0238-23-1192 ■FAX:0238-24-3371
■営業時間／8:30～19:00
■定休日／日曜
■URL:http://www.kanauchi-ajijiman.jp/ あり

自動車販売 米沢市詳細図⑧ C-1

何でも売ります・買います・貸します

株式会社ハシモト
100円レンタカー米沢川井店
新車から中古車・重機トラックまで販売してます。
10分100円からの100円レンタカー展開中です。是非一度
いらして下さい。

■米沢市大字川井2859-2
■TEL:0238-28-1199 ■FAX:0238-28-1157
■営業時間／8:30～19:00 ■定休日／無し
■E-mail:ss3-masa10@khaki.plala.or.jp

あり

サイン・ディスプレイ 米沢市詳細図④ C-3

当社は、デザイン力と技術力の向上を目指して全国のコンクールに挑戦しております。
「第22回 技能グランプリ」粘着シート仕上げ広告美術部門で全国第一位の受賞をは
じめ日本サインデザイン賞では奨励賞受賞など様々な実績があります。

■米沢市御廟3-2-35
■TEL:0238-23-3375 ■FAX:0238-23-3374
■URL:http://www.ok-design.jp/
日本サインデザイン協会会員 全国理事 都市環境デザイン会議会員
日本屋外広告業団体連合会会員 全国屋外広告士会連合会会員

アクアジェットクリーニング 米沢市詳細図⑧ D-5

おふとんの丸洗い・介護のことなら！

株式会社アンミン

おふとんの洗濯と、福祉用具のレンタル・販売・ケアマネー
ジメントで、皆様の生活を快適にサポートします。
どうぞお気軽にご相談下さい。

■米沢市万世町片子5152
■TEL:0238-21-4340 ■FAX:0238-24-0166
■営業時間／8:30～17:10 夏季8:30～18:00
■定休日／土・日・祝（夏季は日のみ）冬季8：30～16：30
営業時間・定休日は変動します。お問い合わせ下さい。 あり

麺処 米沢市詳細図⑧ E-2

熱い一杯をどうぞ

麺匠 義

味にこだわり魂をこめて作る熱い一杯を食べてください。お

客様の笑顔をモットーに元気な店を目指して一生懸命営業し

ています。

■米沢市大字川井315-4

■TEL:0238-33-9485

■営業時間／11時～15時/17時～20時

※スープがなくなり次第終了になります。お早めに足をお運びください。

店主 本田義和 あり
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米
沢
の
歴
史

第9代米沢藩主。17歳で家督を継

ぎ、窮乏した藩の財政を立て直す

ため大倹約令を出し、率先して実

践するとともに、産業の振興や農

村の復興、学問の奨励に力を注ぎ、

藩の経済再建を果たしました。

民法の百科事典と言われる『民法

講義』を出版し、日本国憲法の制定

に寄与した米沢出身の民法学者で

す。東京帝国大学時代は、岸信介

元総理大臣と首席を争う好敵手で

した。

上杉景勝を支えた文武兼備の智

将。関ケ原合戦後は上杉家の米沢

移封に伴い、執政として米沢城下

の整備を指揮し、殖産興業・鉱山

などの開発を推進するなど、米沢

藩の藩政の基盤を築きました。

時代 年号 西暦 事項

縄文 BC4000 矢来一ノ坂遺跡。（石器加工跡）

AD400頃 戸塚山に大型古墳造営。

奈良 750頃 大浦地区に置賜郡衙跡。（大浦B遺跡）

平安 延歴23 804 古志田地区に豪族屋敷。

（古志田東遺跡）

文治  5 1189 大江広元、長井庄（置賜）の地頭とな

る。

鎌倉 1200頃 初期武士団の居館。（木和田遺跡）

室町 康歴  2 1380 伊達宗遠、長井氏を破り置賜を支配

する。

天文17 1548 伊達晴宗、米沢城に移る。

弘治元 1555 上杉景勝、越後坂戸城に生まれる。

永禄  4 1561 上杉謙信、関東管領となり川中島で

武田信玄と戦う。

10 1567 伊達政宗、米沢城に生まれる。

幼名梵天丸。

天正  6 1578 上杉謙信、病没49歳。

景勝家督を継ぐ。

19 1591 政宗、奥州岩出山城に移封。

蒲生氏郷の臣、蒲生郷安米沢に封ぜ

られる。

江戸 慶長  6 1601 景勝、領土を30万石に削られ米沢城

に入る。

寛文  4 1664 綱憲（吉良義央の長男三郎）四代藩主

となる。

伊達・信夫の15万石取り上げとなる。

宝暦10 1760 治憲（後の鷹山）、重定の養子となる。

時代 年号 西暦 事項

江戸 明和  4 1767 上杉治憲9代藩主となる。

明和  8 1771 細井平洲、初めて米沢に下向。

安永  5 1776 学館（興譲館）を開設。

慶応  4 1868 奥羽越諸藩と同盟を結び新政府軍と

戦う。（戊辰戦争）

明治 明治  4 1871 米沢藩を廃し、米沢県を置く。さらに

置賜県となる。

9 1876 置賜県が山形県に合併される。

（初代県令　三島通庸）

13 1880 万世大路完成する。

22 1889 米沢を南置賜郡より分離し市制を施

行する。（全国39市の1市）

32 1899 福島・米沢間鉄道開通する。

43 1910 米沢高等工業学校開校。

大正 大正  6 1917 米沢大火。（死者11人、2,294戸焼失）

8 1919 米沢大火。（死者1人、1,071戸焼失）

昭和 昭和11 1936 米坂線全線開通する。

28〜30 1953〜5 周辺10村を編入する。

41 1966 栗子ハイウェー開通。

53 1978 八幡原工業団地分譲始まる。

平成 平成元 1989 市制施行100周年。

4 1992 山形新幹線開通。

13 2001 伝国の杜（米沢市上杉博物館）開館。

「YOZANフェスティバル」開催

21 2009 NHK大河ドラマ「天地人」放送。

23 2011 東日本大震災。（米沢市震度5強）

29 2017 東北中央自動車道 福島−米沢間開通

米
沢
ゆ
か
り
の
人
物

上
杉
鷹
山

直
江
兼
続

我
妻
榮

米沢城に生まれ、勇猛果敢な武将

へと成長し、18歳で伊達家の家督

を継ぐと5年余りで奥州のおよそ

半分を手中に収めました。後に仙

台62万石の初代藩主となり、名君

ぶりを発揮しました。

最後（第13代）の米沢藩主。廃

藩置県により東京に移り、以後イ

ギリスへ自費留学して見聞を広め、

帰国後に沖縄県令に就任。行政改

革や教育振興に尽力し、沖縄の発

展に大きく貢献しました。

越後国春日山城生まれ。戦国史上

最大の激戦といわれた武田信玄と

の「川中島合戦」で有名な武将。信

義に厚く文武両道に秀でた名将で、

領国の繁栄にも尽力し、米沢藩の

藩祖として崇敬されています。

越後国坂戸城生まれ。叔父上杉謙

信の養子になり、豊臣政権では五

大老の一人まで上り詰めますが、

関ケ原合戦後は会津120万石から

米沢30万石に移封され、米沢藩初

代藩主となりました。

上
杉
景
勝

上
杉
謙
信

上
杉
茂
憲

伊
達
政
宗

米沢市上杉博物館蔵 米沢市上杉博物館蔵

写真提供：立岩家

米沢市上杉博物館蔵 米沢市上杉博物館蔵

写真提供：我妻榮記念館

日本建築学を確立した建築家で、法

隆寺が日本最古の木造建築である

ことを明らかにし、明治神宮や築地

本願寺などを設計しました。また、

古建築の保存にも尽力し、建築界で

は初めて文化勲章を受章しました。

伊
東
忠
太

山形県立図書館蔵

伝統工芸 米沢市詳細図⑨ D-5

千二百年の時を越え 今に息づく 匠の技

笹野一刀彫 ㈱鷹山

笹野一刀彫は、千数百年前から笹野部落の農民の手によって
受け継がれてきた有名な信仰玩具です。【絵付体験】お鷹ぽ
っぽの絵付けを体験してみませんか。所要時間：約30分

■米沢市笹野本町5742-1
■TEL:0238-38-3200 ■FAX:0238-38-3844
■営業時間／9:00～17:00 ■定休日／不定休
■URL:http://www.kanpu.net/
六代目：戸田寒風 七代目：戸田賢太郎 あり
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おせんちゃん

性別：愛らしい犬の女の子

年齢：かねたんよりほんのちょっとお姉さん

性格：いつも明るくて元気いっぱい！おっ

ちょこちょいなかねたんのことが大好き！

趣味：おしゃれをすること

好きな食べ物：さくらんぼが大好き！

チャームポイント：ハート型の前髪

米沢市マスコットキャラクター 3

米沢の歴史を学ぼう！

伝国の杜　【マップ④図 E-3】

「置賜文化ホール」と「米沢市上杉博物館」が合築された伝国の杜は、楽しみながら上杉の

歴史を学べるスポットです。市民の憩いの場所「松が岬公園」に隣接。

米沢市上杉博物館

　国宝「洛中洛外図屏風」「上杉

家文書」ほか、数千にも及ぶ上杉

家ゆかりの貴重な品々や国宝を収

蔵。常設展示室は、洛中洛外図屏

風をCGによるバーチャル画像で

鑑賞できるコーナーや、「鷹山シア

ター」など米沢の歴史を楽しみな

がら知ることができるミュージア

ムになっています。企画展示室は、

置賜の歴史、上杉文化など歴史や

美術に関する企画展や郷土ゆかり

の作家や作品を取り上げた特別展

などを開催しています。

宮坂考古館　【マップ⑤図 E-4】

　故・宮坂善助氏が一生涯をかけて

収集した、米沢・置賜地方の貴重な

資料や重要文化財約700点を収蔵・

展示している博物館です。直江兼続

が長谷堂の合戦で着用したといわれ

る甲冑「浅葱糸威錆色塗切付札二枚

胴具足（県指定文化財）」、上杉討伐

で北上した徳川家康を迎え撃つため

白川へ出陣した際に上杉景勝が着用

したといわれる甲冑「浅葱糸威黒皺

韋包板物二枚胴具足（県指定文化

財）」、前田慶次郎が所用したといわ

れる甲冑「朱漆塗紫糸素懸威五枚胴具足南蛮笠式」などのほか、火縄銃、槍、屏風など数々の米沢

藩に関する貴重な文化財が展示されています。

●開館時間 午前10：00〜午後5：00（4月〜9月）／午前10：00〜午後4：00（10月〜3月）

●休館日 毎週月曜日、祝日の翌日 ※年末年始等、臨時休館があります。

●入館料 一般400円（350円）大高生300円（250円）小中生100円（50円）

 ※（団体20名以上50円引、障がい者50円引）

●問合せ TEL 0238-23-8530

●開館時間 午前9：00〜午後5：00（受付は午後4：30まで）

●休館日 ホームページの休館日カレンダーをご参照ください。

 （URL　http://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/uesugi.htm）

●問合せ 伝国の杜　TEL 0238-26-8000／米沢市上杉博物館　TEL 0238-26-8001

 置賜文化ホール　TEL 0238-26-2666

酒造店 米沢市詳細図⑧ E-1

創業明治３年

有限会社新藤酒造店

上杉城下町の酒蔵。

九郎左衛門・雅山流・泉氷鑑の新藤酒造店。手造りの技を

生かした酒造りを頑なに守り続けています。

■米沢市大字竹井1331

■TEL:0238-28-3403

■営業時間／8:00～12:00 13:00～17:00

■日／年始、GW期間中の祝日、お盆

※酒蔵見学、小売販売は一切行っておりません。

葬儀・霊柩 米沢市詳細図⑧ D-5

お葬式・家族葬のことなら

まごころ会館 源兵衛堂

最愛の方とのお別れを、限られた時間を一緒にお過ごしで
きるように「まごころ」を込めてお手伝いをいたします。

■米沢市万世町片子5379-29
■TEL:0238-23-0304 ■FAX:0238-23-0359
■営業時間／24時間 ■定休日／年中無休
■URL:http://www.magokoro-net.co.jp/ ■E-mail:webmaster@magokoro-net.co.jp
お通夜会場は本社2階の「まごころホール」をご使用ください。 あり
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四代目図書館は、平成

28年7月ナセBA2階

に開館。15万冊を開

架。全体で30万冊蔵

書。

三代目図書館は、昭和50年に建設された置賜総合文化センター内

に開館。児童閲覧室や古文書研究室なども整備されました。

大正6年の大火で類焼した局舎は同7

年に再建されましたが、わずか6年後

に今度は失火で全焼。同15年に鉄筋コ

ンクリート造りで新築されました。内

装に大理石を用い、市内官公庁では最

も豪華な建物として話題となりました。

それまでの飛脚に代わって、米沢

に郵便取扱所が開設されたのは明

治5年でした。明治24年、米沢郵

便局と米沢電信分局を合弁して米

沢郵便電信局と改称。局舎は立町

にありました。

伊達上杉時代から有名で、領主たちの湯治も行われてきました。

明治末には電話が開通し、米沢駅－小野川間の定期馬車（1日3

往復、往復50銭）も走りました。

西側から見た立町十字路。3階建ては米屋呉服店で、店頭の石柱は里程標。

左隣は郵便局。

平成28年

昭和62年

明治中期 昭和初期

近代的な図書館となったのは現図書館法

が制定された昭和25年以降。昭和29年

に建立されたこの図書館は、米沢郷土館を

併設した白亜のギリシャ風建築でした。

昭和30年頃

大正初期

平成元年

平成21年

米沢図書館は明治42年、御

守町法泉寺境内に創設されま

した。閲覧は有料で、１回1

銭で10冊まで。利用は12歳

以上の年齢制限があり、また、

婦人室は別置され出入り口も

異なっていました。

大正初期

昭和初期

立町交差点

米沢図書館

小野川温泉

米沢郵便局

･
米沢は原始・古代の昔から開発が進んだ地域で、数多くの縄文遺跡が確認されています。鎌倉時代

には、置賜地方を領した地頭・長井氏が米沢に本拠地を置き、その後、長井氏に代わり伊達氏が置

賜を領し米沢城下が整備されました。江戸時代には上杉景勝が越後から会津を経て米沢に入封。重

臣・直江兼続の指揮で城下が拡張され、現在の米沢市の基盤が築かれました。米沢の街並みは大正

6年、8年の大火により面影を失いましたが、それでも米沢藩主上杉家墓所や上杉治憲敬師郊迎跡な

どの国史跡や文化財を残し、「上杉の城下町」として今では多くの観光客が訪れ

ています。米沢は、暮らしと自然が調和する街として注目されています。

今昔
米沢の

平成26年

【マップ③図 B-3】

【マップ⑤図 A-1】

【マップ③図 A-5】

【マップ全体図 B-3】

【マップ⑫図 A-2】

.
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けーじろー

性別：やんちゃな犬の男の子

年齢：？なぞ？

性格：いつも自由でなんでも豪快。めだち 

たがり屋のかぶきもの！

趣味：いたずら大好き！

好きな食べ物：粋なけーじろーはそばが好き

チャームポイント：「前田」のM字あごヒゲ

トラ柄の陣羽織が自慢！

米沢市マスコットキャラクター 4

現在の興譲館高校の前身は私

立米沢中学校。明治34年に

県立米沢中学校と改称し、関

東町の新校舎（写真下）に移

転しました。

南
か
ら
見
た
め
が
ね
橋
と
茶
店
「
ひ
ば
こ

亭
」。「
ひ
ば
こ
亭
」
は
大
正
８
年
に
焼
失
。

Ｓ
Ｌ
に
変
わ
る
電
化
工
事
は
終
戦
直
後

か
ら
始
め
ら
れ
、
昭
和
24
年
４
月
に
完

成
し
ま
し
た
。

南
置
賜
郡
役
所
。
大
正
８
年
の
大
火
で

焼
失
し
、
し
ば
ら
く
は
焼
け
残
っ
た
土

蔵
で
執
務
。
こ
の
庁
舎
は
９
年
秋
に
工

費
２
万
４
千
円
で
落
札
。
郡
制
廃
止
後

は
南
郡
農
会
を
経
て
、
東
南
置
賜
地
方

事
務
所
と
な
り
ま
し
た
。

現九里学園高等学校に

あった旧庁舎は、大正8

年の大火で全焼。同10年

11月、現ナセBA敷地に

新築移転。工費11万5千

円。昭和45年に取り壊さ

れました。

昭和63年

大正10年

明治中期

昭和62年

平成21年 昭和24年

昭和63年 昭和初期

昭和63年

明治34年頃

山形県立米沢興譲館高等学校

置賜総合支庁

米沢市役所

松が岬公園

米沢駅

【マップ⑩図 A-3】

【マップ④図 E-2】

【マップ③図 C-3】

【マップ⑤図 E-2】

【マップ③ 図C-1】

だんご・もち店 米沢市詳細図④ B-1

まごころのこもった手作りの味です。

矢の目だんご・もち店

だんごは新粉100％の腰の強いだんごです。

その他、ゆべし、大福餅、あわ餅、冬期商品としてみそ餅も作っております。

ぜひご賞味、ご注文の程よろしくお願いいたします。

■米沢市御廟1丁目1-10

■TEL:0238-22-8589 ■FAX:0238-40-0136

■営業時間／10:00～17:00

■定休日／月曜日

製造者 矢ノ目信一 あり

米沢織物卸 米沢市詳細図⑤ A-3

賃貸・貸会場・会議室のご利用に

フジワビル
㈱布四季庵ヨネオリ
米織会館から「フジワビル」に変わりました。
3階の貸ホールは110坪、1階の貸会場・会議室は21坪あります。
賃貸や貸会場はお気軽にご相談ください！

■米沢市門東町1丁目1-5
■TEL:0238-26-6611 ■FAX:0238-26-6615
■URL:http://fushikian.com/
山形県産桑の葉100％使用の「桑茶」絶賛発売中！
健康に留意されている方におすすめします。 あり
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写真・情報提供／米沢の宝発掘事業実行委員会

受け継がれる

技にふれる

1200年前から米沢市笹野地区に伝わる郷土玩具です。米沢藩9代藩主上杉鷹山

が、農民の冬の副業として奨励したことで盛んになったといわれています。サル

キリという独特な刃物1本で彫り上げることから「笹野一刀彫」と呼ばれ、材料

は地元でアブランコと呼ぶコシアブラの丸材を乾燥させたもの。代表的な作品が

お鷹ぽっぽ（タカ）です。にわとりや疫病からの守り神といわれる蘇民将来、冬

に仏壇に供える花として作られた笹野花などがあります。毎年1月17日に行わ

れる笹野観音十七堂祭には一刀彫の露店が並びます。

上杉鷹山の時代、家臣の相良清左衛門厚忠の手によって、余

技として作られたのが始まり。江戸時代後半の庶民文化のほ

のぼのとした情感を持つものとして受け継がれてきました。

笹野一刀彫

米
沢
の伝統工芸

相良人形

よ
ね
ざ
わ
を
体
験
！

笹野一刀彫絵付け体験

米沢の誇る伝統民芸品「お鷹ぽっぽ」の

絵付けが体験できます。

笹野一刀彫　鷹山（戸田寒風）

 【マップ⑨図 D-5】

笹野本町5742-1 要予約

TEL 0238-38-3200

【料金】 800円（21cm）・1,000円（24cm）

【体験時間】 約30〜60分

【営業時間·日時】 午前9：00〜午後5：00

（受付 午後4：00まで）

【定休日】 不定休 

笹野民芸館

 【マップ⑨図 E-4】

笹野本町5208-2 要予約

TEL 0238-38-4288

【料金】 700円（18cm）・800円（21cm）・

1,000円（24cm）

【体験時間】 約60分

【営業時間·日時】 

10月〜４月　午前10：00〜午後4：00

 ５月〜９月　午前10：00〜午後5：00

【定休日】 無休 （元旦のみ）

手織り・草木染め体験

伝統の高機を使った手織りや紅花・藍な

どの草木染めが体験できます。

染織工房わくわく舘

 【マップ④図 B-1】

御廟1丁目2-37 

TEL 0238-24-0268

●手織り

【料金】 2,160円（シルクのコースター2

枚）・2,700円（テーブルセンター25cm

×15cm）

【体験時間】 シルクのコースター（約30

分）・テーブルセンター（約40分）

●紅花染め 

【料金】 1,080円（綿のハンカチ）・2,700

円（シルクのスカーフ28cm×128cm）

【体験時間】 綿のハンカチ（約30分）・シ

ルクのスカーフ（約40分） 

【営業時間·日時】 午前9：30〜午後4：30

体験時間は午後4：00まで（５名以上、団

体は要予約）

【定休日】 水曜日（冬期12〜3月の日曜

日、祝日は臨時休業日）

織路助左衛門

 【マップ④図 C-1】

城西3丁目5-34 要予約

TEL 0238-23-3542

●手織り

【料金】 4,500円

（テーブルセンター30cm×45cm）

【体験時間】 約半日

●紅花・藍染め

【料金】  1,500円（ハンカチ1枚＋工房見学）
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上杉鷹山が米沢織を産業として本格的に確立。当時の米沢藩は経済的に大変

苦しい状況にあり、困窮した藩財政を立て直すために、武士の婦女子に内職

としての機織を習得させたといわれています。以前から栽培されていた青苧

を原料にした織物から始まり、後に絹織物に移行。出羽の米沢織として全国

に知られるようになりました。米沢織の特徴は、織る前に糸を染める先染絹

織物で、染料は紅花や藍など自然の植物が主流。その繊細な色合いには化学

染料では出し得ない独特の柔らかさがあります。

上杉鷹山が興した「成島焼」がルーツ。成島焼は藩の御用窯として栄えました

が大正時代には廃窯となってしまいました。昭和50（1975）年、陶芸家水野哲

氏が萩、唐津、上野（あがの）の諸窯に学んだ経験を活かし、新たに米沢焼を再

興しました。

関ヶ原合戦後、米沢30万石に移封された上杉家とともに移

り住んだ下級武士原方衆の妻たちが、貧しさの中、布をつ

なぎ合わせ重ね合わせて丈夫に使えるようにと刺し子を施し

たのが始まりで、その原方刺し子を施した美しいぞうきんが

「花ぞうきん」。武士といえども農地を開拓し、自給自足の生

活をしていた下級武士の妻たちが、針を懐刀にして、士族

であることのプライドを守るために作られたといわれていま

す。「くぐり刺し」という独特の技法を用い、その文様には夫

の出世や子どもの健康を願う気持ちが込められています。

原方刺し子

米沢焼

米
沢
織

【体験時間】 約60分 

【営業時間·日時】 午前8：30〜午後4：00

【定休日】 土・日曜日、祝日

筬園工房

 【マップ③図 A-3】

中央5丁目2-104 要予約

TEL 0238-23-6001

【料金】 1,000円（ハンカチの紅花染め）

【体験時間】 約30分

【営業時間·日時】 午前9：00〜午後4：00

【定休日】 土・日曜日、祝日

菅原工房

 【マップ④図 D-1】

松が岬3丁目4-33 要予約

TEL 0238-23-9286

【料金】 1,000円（ハンカチの漢方染め）

【体験時間】 約30分

【営業時間·日時】 午前9：00〜午後5：30

【定休日】 土・日曜日、祝日 

繭細工作り

繭玉を使っておひなさまなどを作ります。

織絵夢人館（おりえんとかん）

 【マップ④図 E-5】

城南2丁目3-88 要予約

TEL 0238-24-5945

【料金】 1,100円（繭きもの兎作り、高校

生以下100円引あり）

※ 紅花染め1,100円、織糸ミサンガ作り

1,000円なども体験できます。

【体験時間】 約30分

【営業時間·日時】 午前9：30〜午後5：30

（予約最終受付午後4：00）

【定休日】 日曜日、祝日 

 

とんぼ玉作り

手作りビーズ「とんぼ玉」制作とアクセ

サリー作り体験。

大和屋

 【マップ④図 D-2】

松が岬2丁目1-82 要予約

TEL 0238-23-1118

【料金】 1,980円（とんぼ玉作り）

【体験時間】 約90分

【営業時間·日時】 午前9：00〜午後7：00

【定休日】 日曜日（祝日は営業） 
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上杉家廟所
 【マップ②図 B-5】

うえすぎけびょうしょ

上杉神社 【マップ④図 E-2】

うえすぎじんじゃ

稽照殿
 【マップ④図 E-2】

けいしょうでん

普門院 【マップ⑫図 D-3】

ふもんいん

上杉記念館 【マップ④図 E-3】

うえすぎきねんかん

餐霞館遺跡 【マップ④図 E-3】

さんかかんいせき

旧米沢高等工業学校本館 【マップ④図 E-5】

きゅうよねざわこうとうこうぎょうがっこうほんかん

松岬神社 【マップ④図 E-2】

まつがさきじんじゃ

笹野観音（笹野幸徳院） 【マップ⑨図 D-4】

ささのかんのん

名将・上杉謙信を祀り、米沢城本丸跡、現

在の松が岬公園に建立されました。大正8

（1919）年の米沢大火で焼失しましたが、明

治神宮や築地本願寺の設計で知られる寺

社建築の第一人者・伊東忠太により再建。

神社内には上杉神社の宝物殿である稽照

殿があります。例大祭は4月29日。米沢上

杉まつり、上杉雪灯篭まつり等の会場。桜

の名所としても人気です。

元和9（1623）年、上杉景勝逝

去により上杉家の御廟所とさ

れ、以来歴代の藩主が埋葬され

てきました。明治6（1873）年の

米沢城解体に伴い、米沢城に安

置されていた謙信の遺骸も当廟

所中央に移葬。国の重要史跡に

も指定されています。

上杉鷹山が恩師、細井平洲を迎えた地として知られ、国の史跡に指定。

平洲3度目の米沢来訪を郊外の関根で出迎え、新築まもない普門院に

案内して旅の労をねぎらいました。この敬師の美談を伝える「一字一涙

の碑」も建立されました。

旧上杉伯爵邸で鶴鳴館と称されました。大正8（1919）年の大火で全

焼し、現在の建物は大正14（1925）年に建てられた純和風の邸宅。現

在は食事処となっており、東京の浜離宮庭園を模した庭園を見ながら

米沢伝統の郷土料理が味わえます。登録有形文化財建造物。

9代藩主上杉鷹山が隠居後に住んだ邸宅跡。鷹山は35歳で隠居し、以後

72歳で亡くなるまでここで藩政を指導しました。「餐霞館」とは「霞を食べ

る」、つまり俗世を離れ仙人のような清貧の生活を営む住居の意といわれ

ています。鷹山の名言「なせば成る」もここでつくられました。

旧米沢高等工業学校（現山形大学工学部）の本館として明治43

（1910）年7月に竣工。ルネサンス様式の美しい木造2階建で、階段ま

わりや天井の漆喰飾り、内装にも華麗な装飾が見られます。国の重要文

化財にも指定されています。

上杉神社に隣接し、上杉神社から松岬神社に分祀された上杉鷹山をは

じめ、上杉景勝、昭和13（1938）年米沢市制施行50周年を記念して

新たに直江兼続など他3名が配祀されています。境内には鷹山の名言

「なせばなる」や ｢伝国の辞｣ の石碑があります。

伊達氏、上杉氏と歴代領主の信仰も厚く、別名「あじさい寺」としても

有名。大同元（806）年に名僧・徳一上人の開基といわれ、後に直江兼

続が祈祷師の養蔵坊清順に羽黒山より勧請させたと伝える羽黒権現の

分霊を笹野観音堂の後神として祀らせました。

上杉家の宝物殿として刀や甲冑、

絵画などが収蔵展示されていま

す。直江兼続が所用していたとい

われる「金小礼浅葱糸威二枚胴具

足」、いわゆる「愛」の前立ての甲

冑は歴史ファン必見です。他にも

上杉ゆかりの遺品や重要文化財に

指定されているものも多数収蔵。

米沢藩上杉家の家祖上杉謙信を祀る上杉神社

上杉家ゆかりの史跡をめぐり、米沢の歴史を探訪
上杉鷹山像（上杉神社内）

米沢の 散 

策 

編

な
せ
ば
成
る

な
さ
ね
ば
成
ら
ぬ 

何
事
も

成
ら
ぬ
は
人
の 

な
さ
ぬ
な
り
け
り

観光案内

寺院 米沢市詳細図⑫ D-3

国史蹟指定・鷹山公敬師郊迎阯

普 門 院

普門院は仁寿3年（853年）英慶法印が人々の治安と平穏を祈る為に創立さ
れた真言宗のお寺です。現在の場所にお寺が建てられたのは、約450年前で
す。その後、焼失し現在の建物は寛政8年（1796年）に再建されました。

■米沢市大字関根13928番地
■TEL:0238-35-2750 ■FAX:0238-35-2143
■URL:http://fumon-in-yonezawa.jp/

あり
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小野川温泉 

姥湯温泉 【マップ全体図 D-5】

大平温泉 【マップ全体図 C-5】

新高湯温泉 【マップ全体図 C-5】

滑川温泉 【マップ全体図 D-5】

湯の沢温泉 

白布温泉
【マップ全体図 C-5】

小野小町が旅の途中に発見し、病を癒したと伝えられている米沢の奥座敷。

また、伊達政宗や歴代の上杉の殿様もこよなく愛した名湯です。夏はホタル

が乱舞し「ほたるの里」とも呼ばれています。旅館組合駐車場には、足湯と飲

泉所があります。

［泉質］ 含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉

［効能］ 神経痛・リュウマチ性疾患・創傷・皮膚病・慢性胃腸病・女性慢

性炎症・更年期障害など

標高1300mと、山形県では最高地にある温泉。

荒 し々い山肌に囲まれた露天風呂はまさに秘湯

と呼ぶに相応しく、新緑・紅葉シーズンはとくに絶

景です。また、東吾妻山の登山基地になっていま

す。（冬期休業）

［泉質］ 単純酸性硫黄温泉

［効能］ 慢性胃腸病・湿疹・神経痛など

吾妻山中の仙境にあり、最上川源流に沿っ

て二股になった巨大な露天風呂は、湧出量

の多さと相まって野趣たっぷり。火焔の滝

を望む景観美もすばらしい秘湯中の秘湯で

す。（冬期休業）

［泉質］ 含硫黄-カルシウム・ナトリウム-硫酸

塩温泉

［効能］ 胃腸病・神経痛・リュウマチ・皮膚病な

ど

白布温泉街から1.5kmほど奥に入った、標高

1126mの高地にある秘境の温泉です。背後に西

吾妻、前方に朝日連峰が一望できる山間の露天

風呂からの眺めが自慢。

［泉質］ 含硫黄-カルシウム-硫酸塩温泉

［効能］ リュウマチ性疾患・糖尿病・切傷・火傷・打

身・婦人病など

深傷を負った猿が湯で癒しているのを源義経

の家臣が見つけたのが始まりとされ、江戸時代

の温泉番付「諸国温泉効能鑑」にも載る古くか

らの温泉です。羽黒川のすぐわきにあり、せせ

らぎが心癒します。

［泉質］ 単純温泉（低張性・中性・低温泉）

［効能］ 胃腸病・湿疹・神経痛・リュウマチなど

古くから子宝の湯とし

て知られる山の湯治

場。春の新緑、秋の紅

葉は絶景です。上杉家

の守り湯として尊ばれ、

にぎわってきました。また、直江兼続は病弱だった嫡子景明のために

湯壺を開きました。

［泉質］ ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩・塩化物温泉

［効能］ 慢性婦人病・胃腸病・虚弱児童・慢性皮膚病など

明治時代、桜桃の苗木とともに配布され屋敷内に

移植したのが最初といわれています。以来米沢の

重要物産として育てられて、現在では多品種が栽

培されています。酸味、実の固さ、香りすべてに

おいて高い評価を得ていて、中央農産物品評会で

数多くの賞を受賞しています。

藩校興譲館に赴任した英語教師C･H･ダラスによ

り、日本中に知られることとなりました。1年中

寒暖の差が大きい気象条件、澄んだ空気ときれ

いな水、生産者たちのたゆまぬ努力と愛情が特上

の霜降り肉を作り、ステーキ・すきやき・しゃぶ

しゃぶなどで楽しまれています。

米沢鯉の歴史は古く、上杉鷹山が貴重なタンパク

源として米沢城のお堀で育てたのが始まりとい

われています。冬の厳しい寒さにより身が引き締

まり、泥臭さをまったく感じさせない良質な鯉と

して県内外の多くの方々から好評を得ています。

とくに砂糖醤油で煮込んだ甘煮は最高です。

日本の滝百選に選ばれた滑川大滝が近くに

あり、雄大な景観も魅力。東吾妻山、明月

荘への登山口標高850mの地にある温泉で

す。渓流添いに露天風呂があり、四季折々

の風景が楽しめます。（冬期休業）

［泉質］ 含硫黄-ナトリウム・カルシウム-硫酸

塩・炭酸水素塩温泉

［効能］ 動脈硬化症・切傷・火傷・慢性皮膚

病・慢性婦人病・糖尿病・神経痛など

古くから奥州三高湯の

ひとつとして知られて

きた標高900mの爽涼

の地にあり、背後に吾

妻山と天元台高原をひ

かえる700年の歴史あ

る温泉。今なお茅葺入り母屋造りの宿が残る白猿の里です。

［泉質］ 含硫黄-カルシウム-硫酸塩温泉

［効能］ 慢性皮膚病・動脈硬化症・運動麻痺など

五色温泉
【マップ全体図 E-4】

舘
山
り
ん
ご

Apple

米
沢
牛

Beef

米
沢
鯉

Carp

　米沢の ABC

米沢の

観光案内

温 

泉 

編

【マップ全体図 B-3】

【マップ⑫図 A-2】

【マップ全体図 C-3】

【マップ⑫図 E-3】

味

小野川温泉 米沢市詳細図⑫ E-5

美湯美食の離れ宿

河鹿荘

山形県南部、米沢市の奥座敷と呼ばれる場所に小野川温泉
「河鹿荘」はあります。開湯1200年、小野小町ゆかりの温
泉で、四季折々の風景と味覚を心ゆくまでご堪能ください。

■米沢市小野川町2070
■TEL:0238-32-2221
■FAX:0238-32-2220
■URL:http://www.kajikaso.com/

あり

旅館 米沢市詳細図⑫ E-5

温かい人情で心に残るおもてなし

㈲扇屋旅館

１２０年の歴史をもつ扇屋旅館の佇まいは懐かしさを通り超
えてなお懐かしい。山のご馳走と、温かい人情で心に残るお
もてなしを。

■米沢市小野川町2432
■TEL:0238-32-2521
■FAX:0238-32-2523
■URL:http://www5.omn.ne.jp/~ogiya_26/

あり

旅館 米沢市詳細図⑫ E-5

宿泊者限定貸切風呂が好評

旭屋旅館

貸切風呂（４０分無料）男女入替温泉風呂３種類を堪能し、郷土料理～米沢牛
料理３名様までお部屋出し可能。中・大広間貸切で団体旅行も予約OKです。

■米沢市小野川町2437-1
■TEL:0238-32-2111
■FAX:0238-32-2113
■URL:http://www.onsen-asahiya.com/
代表：佐藤 秀次 あり

お土産 米沢市詳細図⑫ E-5

名産品製造・販売

おみやげ 丸田屋

のどかな温泉街にある、のんびりした雰囲気のおみやげ屋さ
んです。おみやげや地元の美味しい品々をご用意しておりま
す。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■米沢市小野川町2470
■TEL:0238-32-2006 ■FAX:0238-32-2422
■営業時間／7:30～18:30 ■定休日／水曜日（不定休）
■URL:http://www.onsentamago.com/marutaya/
代表：丸田 信治

米沢名物 牛丼弁当 米沢市詳細図⑤ E-2

創業大正十年おいしい米沢を駅弁に

米沢駅弁『牛肉どまん中』など美味しいお弁当と、山形の名
産品をお届けしています。皆さまのご来店を心よりお待ち申
し上げます。

■米沢市東3-1-1
■TEL:0238-22-1311 ■FAX:0238-22-1312
■営業時間／直売店 7:00～19:00
■URL:http://www.shinkineya.com/
■E-mail:shinkineya@shinkineya.com あり
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鷹山公生誕祭

Y-1グルメグランプリ
地元の人に愛される、米沢の安くてうまい創作料理

が大集合。鷹山公の時代から根づいてきた産物や新

たな名産品を使用した一品料理で競い合い、地産地

消を通じて地域活性をめざすイベントです。Y-1の

Yは鷹山公のYであり、米沢のY。定番イベントとし

て毎年夏に開催されます。

目当てのお店に並ぶ来場者。

どのお店も長蛇の列。

ルールは出場店の商品を食べ

比べ（有料チケット制）、お気

に入りの商品に投票します。

第8回（2017年7月16日開

催）グランプリを獲得したの

は、天婦羅割烹　天新さんの

米沢牛串天婦羅。

地元アマチュアバンドに

よるミュージックフェス

ティバルも同時開催！

米沢ご当地グルメ頂上決戦！

米沢を盛り上げる人気イベント情報！

チケット販売中

総合建設業 米沢市詳細図⑪ E-4

～確かな技術に巧みな設計～

新築からリフォームまで伝統技術をお届けします。
大手メーカーではかなわないこだわりのプランニングや
造作もお任せ下さい。どんな事でもお気軽にご相談下さい。

■米沢市大字木和田412 代表 渡部桂市
■TEL:0238-40-1777
■FAX:0238-40-0124
■営業時間／8:00～18:00 ■定休日／日曜日
■E-mail:vn17267@wf6.so-net.ne.jp あり（5台）

ディスカウントショップ 米沢市詳細図③ A-4

金・プラチナ 質入れ・買取大歓迎！

ディスカウントショップ エビスヤ

お持込の品物にご融資します。期間内に元金と利息を返済していた
だければ品物をお返し致します。期限延長も可能です。隣接した店
舗では、カバンやサイフ・雑貨・貴金属等を販売しています。

■米沢市中央3-8-35
■TEL:0238-23-1150 ■FAX:0238-21-7566
■営業時間／9:00～19:00 ■定休日／水曜
■E-mail:ds_ebisuya@ruby.plala.or.jp
店主 戎谷祐一 あり（７台）
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働くことの楽しさ・大変さを学ぶ!!

ジュニアエコノミーカレッジ in 米沢

お問い合わせ　米沢商工会議所　TEL 0238-21-5111

ジュニエコ販売

実践ブース。Y-1

グルメグランプ

リ会場にて。
表彰式の様子。株主と銀行に事

業報告をし、優秀なチームを称

えます。

ジュニエコ ドリームセミナー。ジュニアエ

コノミーカレッジの目的、これからジュニエ

コを通し、どんなことを体験するのかを学

習しています。

ジュニアエコノミーカレッジとは

市内の小学5、6年生が1チーム5〜6名で模

擬会社の設立や商売の仕組みを体験するプロ

グラムです。子どもたちが設立した株式会社

でチームワークを高めながら、商品の企画、

仕入れ、製造、販売、決算、納税までのサイ

クルを体験。お金の大切さや働く意欲を知

り、仕事について学びます。泊まり込みのセミ

ナーもあり、2017年はY-1グルメグランプリ

の会場で販売実践が行われました。

米沢商工会議所 
女性会

　米沢の地域で商工業を営んでいる

会員企業の女性経営者が集まり、企

業の安定経営と、会員の資質向上をめ

ざし、スキルアップ講座、会員交流事

業、清掃活動など自己研鑚事業と公益

性事業に取り組んでいます。

　女性ならではの視点で、もっと楽し

く、明るく、住みやすい町をめざして

活動をしています。会員も随時募集し

ております！

米沢商工会議所 青年部 
青鷹組

　米沢商工会議所青年部のメンバー

で構成される和太鼓集団です。

　みなさんに（低料金で）楽しんでいた

だくことをモットーに、お呼びがかか

れば、いつでもどこにでも参上します。

一生懸命考え企画した商品

を自分たちで販売!!

米沢の黒炭 米沢市詳細図② E-4

創業明治23年

㈱長沢燃料商事

自然豊かな環境・原材料・職人が生んだ米沢産地一貫生産の
「やまが炭（たん）」。米沢牛など良質な素材を焼くのに適
した黒炭です。レジャーや煮炊きに是非ご利用ください。

■米沢市中央6-1-211
■TEL:0238-23-0216 ■FAX:0238-22-4603
■営業時間／9:00～18:00
■URL:http://nagasawa-nenryou.co.jp/

あり

米沢牛肉・惣菜・お弁当各種販売 米沢市詳細図⑤ A-3

地元の素材にこだわっています

米沢琥珀堂

弊社は米沢牛肉や米沢牛コロッケ、弁当等、お惣菜の販売、お
取り寄せを行っております。安心してご提供できるように、
日々製造や商品開発に努めています。どうぞご利用ください！

■米沢市門東町2丁目8-8
■TEL:0238-21-7055 ■FAX:0238-27-1350
■営業時間／11:00～17:00（完全予約制） ■定休日／毎週 日曜
☆☆下記URLではお取り寄せも可能です！！☆☆
http://www.kohakudo.co.jp あり

自動車整備 米沢市詳細図⑧ C-1

安心・安全・快適カーライフをお届けします

㈱髙橋自動車整備工場

全メーカー新車取扱い店 安心保証の中古車販売
安心・安全車検！ キズ・へこみ・鈑金修理！

■【本社工場】米沢市大字川井2850
■TEL:0238-28-3471 ■FAX:0238-28-3120
■営業時間／9:00～18:00
■定休日／日曜、祝日
【営業所】：米沢市大字川井1768-2 TEL:0238-28-3441 あり

しょうゆ醸造 米沢市詳細図⑤ B-4

伝統が生きる馥郁とした香り

ふるさとの味一筋に百有余年、醤油、味噌の醸造を中心とし
て、地元で一番愛用していただける「楽しい食卓のおてつだ
い」となる製品造りをめざしております。

■米沢市大町2-2-22
■TEL:0238-24-2222 ■FAX:0238-24-2220
■営業時間／8:00～17:15 ■定休日／日曜
■URL:http://www.omn.ne.jp/~hirayama/
■E-mail:hirayama@omn.ne.jp あり

新車・中古車販売・整備・買取 米沢市詳細図⑧ D-4

新車全メーカー取扱！

新車月々コミコミ1万円（税別）で話題の7MAXなど、新車全
車種全メーカー取扱！創業５０年の実績！認証工場も完備で
お客様のカーライフをサポートいたします。

■米沢市万世町片子4372（米沢駅東口 八幡原大橋そば）
■TEL:0238-21-5503 ■FAX:0238-21-5504
■営業時間／9:00～19:00 ■定休日／年中無休（年末年始・GWを除く）
■URL:http://yarimizu-kuruma.com/

あり

印刷 米沢市詳細図⑧ D-4

印刷に夢と希望をのせて・・・

創業から70年。お客様の販売促進につながる、チラシ・パ
ンフレットからホームページまで、幅広くお手伝い致します

■米沢市大字花沢221-2
■TEL:0238-21-5511 ■FAX:0238-21-5514
■URL:https://kawa-prt.com
■E-mail:mail@kawa-prt.com

あり

居酒屋 米沢市詳細図⑤ E-3

家族の温かみのある居酒屋

居酒屋ゆあーず

店内は敷居で区切られていて、アットホームな雰囲気で楽し
く飲食できます。地元の美味しい地酒と、米沢牛の串焼きで
一杯いかがですか？皆さまのご来店をお待ちしております。

■米沢市駅前1-1-63
■TEL:0238-21-6521
■営業時間／16:00～22:00（ラストオーダー21:20）
■定休日／日曜日・ただし日曜日を含む連休の際は最終祝日
■URL:http://www.e-yours.jp/ あり
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キーサービス 米沢市詳細図② E-4

迅速に対応いたします。

ロックサービス木村

各種鍵の開鍵・修理・交換・合鍵作業等
鍵の事なら何でもお気軽にお問合わせ下さい！
■米沢市中央6-1-164-1
■TEL:0238-40-8969
■FAX:0238-40-8971 ■営業時間／9:00～19:00 ■定休日／日曜日
■URL:http://nttbj.itp.ne.jp/0238408969/index.html
代表 木村昭宏

バス 米沢市詳細図⑤ D-2

いつもご利用ありがとうございます

山交バス㈱
米沢営業所

山交バスは、安心と安全をモットーに快適な旅をお約束いた
します。ビジネス、買物に乗り継ぎなしで仙台へ！
高速バス 米沢⇔仙台 運行中

■米沢市駅前2-2-58
■TEL:0238-22-3392
■FAX:0238-21-3931
■URL:http://www.yamakobus.co.jp/
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目的や出来事に応じて便利帳をもっと
より検索しやすい便利ガイド

目的別らくらくインデックス

出生届
生まれた日から

14日以内に届出

赤ちゃんが生まれたら

▶p.24

印鑑登録
ができるように

なります。

15歳になったら

▶p.29

そんな時に使うどうしたらいいの？

ライフインデックス

婚姻届
届出た日から

効力

結婚したら

▶p.24

誕生
妊娠したら･･････････････p.45

赤ちゃんが生まれたら････p.45

予防接種を受けたい･･････p.46

医療費の助成を受けたい ･･･p.45

教育
幼稚園に入園する･･････ p.48

小・中学校に入学する ･･ p.52

就学援助を受けたい････ p.52

学童保育を利用したい･･ p.49

市の施設を利用したい･･ p.55

図書館を利用したい････ p.54

学校施設を利用したい･･ p.53

成人
健診を受けたい･･･････････p.57

国民健康保険に加入する･･･p.33

国民年金に加入する･･･････p.43

育児
保育所等を探す･･･････p.47

児童手当を受けたい･･･p.45

育児相談をしたい･････p.51

結婚
結婚したら････････ p.24

住民登録するには･･ p.25

土木・舗装・水道施設工事 米沢市詳細図⑪ B-2

建設業で社会に貢献する

㈱島貫土建

土木工事一式、とび・土工
舗装工事、水道施設工事
■米沢市下小菅535-10

■TEL:0238-37-5364 ■FAX:0238-37-5996

■営業時間／AM8:00～17:00

■定休日／土曜日（第2・第4）、日曜日

山形知事 許可 06-500061号 あり

美容室 米沢市詳細図⑤ B-4

明るく・楽しく・気軽に・安心して

美容室ふつき

お客様が新しい自分に巡り会えるように、スタッフ一人一人
が誠心誠意施術させて頂きます。米沢市内に限り、平日のみ
送迎させて頂きます（無料）。お気軽にお問い合わせ下さい。

■米沢市福田町2-3-145
■TEL:0238-24-5754
■受付時間／9:00～18:30（パーマ・カラーは17:30まで）
■URL:http://www.mero-paru.jp/
※ご予約のお客様を優先させていただきます。 あり

燃料店・住宅設備 米沢市詳細図③ D-5

皆様の暮らしのエネルギーパートナー

株式会社西方石油店
株式会社西方商店
エネルギーを通じて、皆様の快適な暮らしにご奉仕いたします。
【㈱西方石油店サービスステーション】 ◆米沢西SS TEL26-8624
◆花沢大橋SS TEL24-8730 ◆八幡原工業団地SS TEL28-1228

■米沢市花沢町2634-7
■TEL:0238-22-8120 ■FAX:0238-22-8123
■URL:http://nishikata-group.com
※サービスステーションでは洗車・カーコーティング、灯油・軽油・重油の販売
と配送、車検受付も行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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スピーディーに！

詳しくは p.24 〜29をご覧ください。

生活
ごみの分け方・出し方 ･･･････････････ p.72

水道・下水道を使う ･････････････････ p.68

浄化槽を設置するとき･･･････････････ p.70

浄化槽の維持管理について知りたい･･･ p.70

税金について知りたい･･･････････････ p.30

ペットを飼うとき･･･････････････････ p.74

生活保護を受けたい･････････････････ p.67

障がい者福祉について知りたい･･･････ p.61

各種相談をしたい･･･････････････････ p.78

その他、わからないことは目次のページをご覧になるか、市役所　秘書広報課

☎0238-22-5111（代表）にお気軽にお問い合わせください。

各種の窓口をお調べします。受付時間は月曜から金曜日8：30から17：15です。

転出届・転入届
転出日以前（転出後でも可）14日以内、

転入日から14日以内に届出

市内から転出・市外から転入

▶p.25

転居届
転居した日から

14日以内に届出

市内で住まいが変わったら

▶p.25

死亡届
亡くなったことを知った日

から7日以内に届出

家族が亡くなったら

▶p.24

戸籍の届出、印鑑登録などは

市役所で手続をしてください！

高齢者
後期高齢者医療制度について知りたい･･････ p.36

介護保険について知りたい････････････････ p.39

介護保険以外のサービスについて知りたい･･ p.59

国民年金について知りたい････････････････ p.43

壮年
健診を受けたい･･････p.57

健康相談をしたい････p.58

食材宅配 米沢市詳細図⑥ C-3

夕食食材宅配サービス

夕食はヨシケイにお任せください。あなたに代わってヨシケイが献

立を考え、食材を配達します。食べることを真ん中にしたゆとりあ

る生活、「楽しい食卓明るい家庭」をヨシケイがお手伝いします。

■米沢市中田町1229-4

■TEL:0238-37-2528

■FAX:0238-37-2531

あり

建設業 米沢市詳細図⑥ A-2

地域社会に貢献する企業を目指して。

吾妻建設株式会社

地元、米沢市をメインに土木・舗装・住宅外構・上下水道・建築工事の仕事
に携わっています。会社設立43年の歴史と実績を活かし、これからも全社員
一丸となり、常にお客様に接し、先を考え、お客様第一に徹していきます。

■米沢市窪田町小瀬171-1
■TEL:0238-37-5220 ■FAX:0238-37-5585
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／当社カレンダーによります。
■E-mail:azuma@ms3.omn.ne.jp 建設業許可.山形（特-25）500512号

あり（10台）

美容室・総合貸衣装 米沢市詳細図③ B-5

より美しさを求めて・・・・・・

みつわ美容室
総合貸衣装みつわ
本店のゆったりした空間で髪も心もリフレッシュ。ショッピングと
カット、時間を上手に使う貴方は、大沼店へ。また、本店２階には
皆様の晴れ舞台を演出する素敵な衣装を豊富に取り揃えております。

■本店：米沢市中央1-1-23 ■TEL:0238-23-1513
■営業時間／9:00～19:00 ■定休日／月曜
□大沼店：米沢市中央1-2-17 □TEL:0238-21-4893
□営業時間：10:00～18:30 □定休日：大沼デパートに準じる
■http://www.omn.ne.jp/~jun-y あり

伝動・制御機器 米沢市詳細図⑪ D-2

クオリティ重視のものづくり

三木プーリ株式会社

開発・製造にたずさわった人達のクオリティ重視の「ものづくり」に対
する熱き息遣いを引き継いだ先進の伝動・制御機器は、信頼の世界ブラ
ンドとして広くお役立ていただき、さらなる歩みを続けています。

■三木パワーコントロール株式会社 米沢市窪田町窪田字下前田2857-8
■TEL:0238-37-2836 ■FAX:0238-36-0137
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／土・日・祝・年末年始・年間カレンダーによります。
■ 三木ベルテック株式会社 米沢市泉町2-2-2819

■TEL:0238-38-3808 ■FAX:0238-38-3807 あり

新車・中古車販売 米沢市詳細図⑥ B-2

新車・中古車販売・高価買取

ウェストフィールド

新中古車販売・オークション代行・公認
車検・車のことならおまかせください。
■米沢市中田町1967-1

■TEL:0238-37-2500 ■FAX:0238-37-2534

■営業時間／10:00～19:00 ■定休日／水曜

米沢店：店長 高橋 陽

あり

通信設備工事 米沢市詳細図⑪ D-2

通信設備・CATV・LAN・設計・施工

●ケーブルテレビの設計、施工
●LAN・同軸・光ファイバーケーブルの敷設、接続工事
●屋内外の通信設備工事、電気工事、枝伐採

■米沢市窪田町窪田875-2
■TEL:0238-37-5776
■FAX:0238-37-5778
■URL:http://st-tsushin.jp/
■E-mail:s-t@ms5.omn.ne.jp あり

土木・建築 米沢市詳細図④ E-5

防水工事のことなら当社におまかせ！

イトウ防水工業（株）

漏水から建物を守る専門店
プロの技能士へおまかせ下さい。

■米沢市城南3丁目3-10 ■TEL:0238-23-8321
■FAX:0238-24-4759

◆◆◆営業品目◆◆◆
◎防水工事 ◎トータルリフォーム・メンテナンス
◎内外塗装・吹付工事 あり
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戸籍・住民登録・印鑑登録・諸証明
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はじめに

問 市民課

戸籍とは

　戸籍とは、出生から死亡までの出来事を順序に従って表し、

身分関係を証明するもので、現在は主に夫婦と子ども単位で

つくられています。この戸籍の所在を本籍といいます。

　また、この戸籍の第一順位に記載された人を筆頭者といい

ます。例えば、夫の氏で結婚すれば、筆頭者は夫となります。

住民登録とは

　住民登録とは、住民に関する記録を住所地の住民票に登録

し、居住関係を明らかにするものです。

　外国人（短期滞在者を除く）も、同様に住民票が作成され

ます。

◆注意！

この届出を忘れると、選挙権の行使、義務教育の就学、国

民健康保険の給付などが受けられないことになります。忘

れずに届出をしましょう。

☆ 外国人の在留資格等に関することは、入国管理局にお問い

合わせください。

☆ 特別永住者証明書交付に関することは、市民課にお問い合

わせください。

名称 届出期間 届出地 届出人 必要なもの 問合せ

戸
籍
届
出

出生届
生まれた日から

14日以内

本籍地、住所地、

出生地いずれか

の市区町村役場

特別な場合を除

き父または母

・ 届書1通・出生証明書（届書についている

ので、医師に記入押印してもらう。用紙は

病・医院にあります）

・ 母子健康手帳（出生届出済証明への記入

のため）

・ 届出人の印鑑

市民課

戸籍担当

記録担当

婚姻届

届出をした日か

ら法律上の効力

が発生する

夫または妻の本

籍地、住所地い

ずれかの市区町

村役場

夫および妻

・ 届書1通（成年の証人2名の署名押印し

たもの）

・ 届出人の印鑑

※ 夫婦の一方または双方の本籍が届出地に

ないときは、本籍がない人の戸籍全部事項

証明を添付。

死亡届

死亡の事実を知

っ た 日 か ら7日

以内

死亡者の本籍地、

届出人の住所地、

死亡地いずれか

の市区町村役場

同居の親族、そ

の他の親族、同

居 者、家 主、地

主、家屋・土地の

管理人、後見人

など

・ 届書1通

・ 死亡診断書

・ 届出人の印鑑

◆ その他の届出については、市民課戸籍担当までお問い合わせください。

◆ 婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届・不受理申出・不受理申出の取下げの届出の場合、本人確認を実施してお

ります。運転免許証等をご持参ください。

届出について

さららハウス 米沢市詳細図⑩ D-5

～いつまでも価値あるマイホームを～

社会貢献という観念から見ても住宅は寿命を延ばすことにより、資産価値の向上や二酸化炭
素の消滅、産業廃棄物消滅、省エネ化を実現できます。また、私たちは大切なお子様たちに
受け継ぐことができる「財産」という観点からも、子育て世代のみなさまには特に、頑強構
造で数世代にわたり住み継げる住宅の長寿命化を促進しています。皆さまと協力し維持・補
修、メンテナンスを行うことで『ずっと安心』してお住まいいただけることをお約束します。

■米沢市大字三沢1447
■TEL:0238-27-1171
■FAX:0238-27-1172
■URL:http://wb-minagawa.jp/
■E-mail:info@wb-minagawa.jp あり

寺院 米沢市詳細図⑪ C-2

新義真言宗

金剛院は新義真言宗のお寺です。
この度、本堂も新しく生まれ変わりました。天井には本山和歌山県根来寺境内に画房
を構える仏画家、牧宥恵氏による天井画が描かれております。また、金剛院墓苑に
は、春夏秋冬四季に応じて、様々な花が咲き誇り、先人たちの菩提を弔っています。
■米沢市窪田町藤泉905
■TEL:0238-37-5267
■FAX:0238-37-6699
■URL:http://space.geocities.jp/kongouin_0905/index.html

あり
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住居を新築・増改築したら

◆住居表示実施区域とは

住所の表示が○番○号となっている地域のことです。

実施していない地域では、○○○○番地という表示になっ

ています。

◆住居表示の届出

住居表示実施区域内で建物を新築や増改築をして出入口が

変わる場合には、必ず市民課に届出をしてください。

転居届などは、住居表示の付番が決定してから届出をして

ください。

届出の種類 届出期間 届出人 必要なもの 問合せ

住
民
異
動
届

転入届
他の市区町村から米沢市に

引っ越してきたとき

転入した日から

14日以内

本人

または

世帯主

　印鑑（認印可）

　転出証明書

▲国民年金手帳

　本人確認書類

▲住基カード

▲マイナンバーカード

　または通知カード

市民課

記録担当

転出届
米沢市から他の市区町村へ

引っ越すとき
引っ越す前

　印鑑（認印可）

▲印鑑登録証

▲国民健康保険証

　本人確認書類

▲住基カード

▲マイナンバーカード

転居届 米沢市内で引っ越したとき
引っ越しした日から

14日以内

　印鑑（認印可）

　本人確認書類

▲住基カード

▲マイナンバーカード

　または通知カード

世帯変更届
世帯主が変わったとき。世帯を

分離・合併・変更したとき

変更のあった日から

14日以内

　印鑑（認印可）

▲国民健康保険証

　本人確認書類

※ 本人確認書類は、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カードなど、官公署が発行した顔

写真付きの身分証明書。顔写真付きのものがない場合は、健康保険証、年金手帳など、氏名の確認できるものを2点以上提示。

※ 外国に移住する場合、または1年以上にわたり外国に駐在、出張、留学する場合も転出届が必要です。　

※ ▲は該当者のみ

神社 米沢市詳細図④ E-5

1300年以上の歴史を持ち、南部地区を主とする米沢市の守り神（氏神さま）置賜郡
の総鎮守でもあります。１月１日に歳旦祭、３月下旬の消防本部や消防団集による鎮
火祭、夏季例大祭を７月１８日（前夜祭）１９日（例大祭）、１０月１日には秋季例大
祭と合わせて南部地区敬老会、１２月３０日に焼納祭の年中行事を行っています。

■米沢市城南2-3-38
■TEL:0238-23-2996 ■FAX:0238-24-6987
■URL:http://www.ichinomiyajinja.jp
■E-mail:yonezawa1038@docomo.ne.jp ■ご祭神 おおなむぢのかみ・すくなひこなのかみ

あり

建設業 米沢市詳細図⑤ A-2

安全で快適な建物や土地を提供します

マルユウ建設株式会社

建設業は人と人とのかかわりあいです。お客さまや仲間
と気持ちをひとつにして、新しいカタチを創造してまい
ります。また、人と都市との調和を図りながら先進的な
スキルを生かして、美しい未来を拓いていきます。
■米沢市門東町3-4-13 3F
■TEL:0238-40-0636 ■FAX:0238-40-0635
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／日、祝
■URL:http://maruyuu-kensetsu.com
■E-mail:info-maruyuu@maruyuu-kensetsu.com ■マルユウ建設㈱【作業所】米沢市大字李山1662 あり
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請求方法

◆ 申請書は、1階の市民課各担当窓口で受け取るほかに、市役所ホームページからもダウンロードできます。 「申請書」のペー

ジよりダウンロードしてください。

◆ 明記事項については、上記の申請書以外の手書きのものでも受け付けは可能です。

◆ 謄本・抄本とは？

 謄本：戸籍上に記載されている全員の情報の写し（コピー）になります。全部事項証明書ともいいます。

 抄本：戸籍上に記載されている一部の者の情報の写し（コピー）になります。個人事項証明書ともいいます。

◆ 定額小為替と現金書留の違いは？

  定額小為替：郵便局で手数料を支払うことで、金額分を紙媒体にしてもらうことができます。

 　　　　　　この場合は通常の封筒に入れて送付できます。

 現金書留：現金をそのまま郵送します。この場合は、必要書類も全て現金と一緒に郵便局で手続きのうえ郵送していただく必

要があります。

名称 窓口請求 郵送請求 問合せ

戸籍全部事項

証明等

（戸籍謄本等）

［本籍が市内にある場合］

市役所1階市民課

※電話・FAX請求不可

※請求できる範囲が限られています

　（範囲はお問い合わせください）

※ 任意代理人が申請する場合は委任状

が必要

※持ち物：本人確認書類・印鑑

［本籍が市外にある場合］

本籍のある市区町村役場

以下の書類を同封し、本籍のある市区町村役場へ依頼

・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）の写し

・手数料（郵便局の定額小為替または現金書留。切手不可）

・切手を貼った返信用封筒

・申請書　次の①～⑧を明記したもの

　①本籍

　②戸籍の筆頭者

　③謄・抄本の別（抄本の場合は必要な人の氏名も明記）

　④必要な数

　⑤請求事由（使用目的）

　⑥請求する人の住所、氏名と押印（認印可）

　⑦返送先（住民登録の住所）

　⑧日中連絡がとれる電話番号 市民課

証明担当

住民票等

市役所1階市民課

※電話・FAX請求不可

※ 任意代理人が申請する場合は委任状

が必要

※持ち物：本人確認書類・印鑑

以下の書類を同封し、市民課証明担当宛に郵送

・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）の写し

・手数料（郵便局の定額小為替または現金書留。切手不可）

・切手を貼った返信用封筒

・申請書　次の①～⑧を明記したもの

　①住所

　②氏名

　③ 世帯全員か一部かの別（一部の場合は必要な人の氏名も明記）

　④必要な数

　⑤請求事由（使用目的）

　⑥請求する人の住所、氏名と押印（認印可）

　⑦返送先（住民登録の住所）

　⑧日中連絡がとれる電話番号
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戸籍・住民票の請求

住宅設備工事・冷暖房設備工事

住器サービス 佐　藤
（高畠町･川西町･米沢市上･下水道工事指定店）

佐藤  克彦

高畠町大字上和田2230
TEL（0238）56－2186

FAX（0238）40－0570 
E-mail:Hss2230@ｈｂ.ｔｐ1.ｊｐ

携帯電話090－4042－6062
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戸籍関係の証明手数料

住民基本台帳関係の証明手数料

◆ 附票とは？

 附票とは、本籍地で管理している住民登録の履歴のことをいいます。

証明の種類 内容 手数料（1通）

全部事項証明（戸籍謄本） 戸籍に記載されている全部を写したもの
450円

個人事項証明（戸籍抄本） 戸籍に記載されている一部を写したもの

除籍全部事項証明（除籍謄本） 除かれた戸籍に記載されている全部を写したもの

750円
除籍個人事項証明（除籍抄本） 除かれた戸籍に記載されている一部を写したもの

改製原戸籍謄本 様式改製前の戸籍等に記載されている全部を写したもの

改製原戸籍抄本 様式改製前の戸籍等に記載されている一部を写したもの

受理証明書
出生、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知等の届書が受理されたことの証明書 350円

婚姻の届出が受理されたことの証明書（上質紙を用いる場合） 1,400円

届書記載事項証明書 届書を提出したことを証明するもの（届書の写しの内容）

350円
戸籍記載事項証明書

戸籍に記載されているもので、持参された様式の記載事項が間違いのないことを証

明するもの

除籍記載事項証明書
戸籍に記載されているもので、除籍について持参された様式の記載事項が間違いの

ないことを証明するもの
450円

身分証明書
後見の登記の通知、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことの

証明書
400円

証明の種類 内容 手数料（1通）

住民票（全部） 住民票に記載されている全部の人を写したもの

400円
住民票（一部） 住民票に記載されている一部の人を写したもの

除住民票 除かれた住民票に記載されている人を写したもの

戸籍の附票 住民登録の履歴が記載されているもの

住民票記載事項証明書
持参された様式の記載事項が、間違いのないことを証明するもの（最新事項のみの

証明）
300円
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不動産 米沢市全体図 C-1

あなたの住まいを応援します

当社では、米沢市・高畠町・南陽市の賃貸・売買物件を
取り扱っております。また、売却をご検討されている方
は、お気軽にご相談下さい。お客様にご満足いただける
よう努めてまいります。ご来店お待ちしております。
■高畠町大字福沢4-899-1（13号線沿い）
■TEL:0238-40-8117 ■FAX:0238-40-8148
■営業時間／9:00～18:30 ■定休日／水曜
■URL:http://www.yell-go.com ■E-mail:info@yell-go.com
山形県知事許可（1）第2487号 代表：前山 幹雄 あり

諏 訪 設 備
�������

水道工事 米沢市詳細図⑫ C-3

水まわりの工事なら

《米沢市上下水道工事指定店》

給排水衛生・上下水道・冷暖房・空調設備工事・浄化槽

■米沢市大字李山5611-4
■TEL:0238-38-5274
■FAX:0238-38-5374
■E-mail:suwasetubi3025@drive.ocn.ne.jp
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名称 単位 金額 備考

所得・課税

証明書等

所得額証明書
1通 400円

所得額・課税額証明書

資産税

証明書等

土地課税台帳兼名寄帳 1枚 400円

土地課税台帳登録事項証明書 1枚（5筆まで） 400円 1筆増につき70円

評価額証明書（土地・家屋） 1枚

（5筆/5棟まで）
400円

1筆/1棟増につき

70円公課証明書（土地・家屋）

家屋名寄帳 1枚
400円

家屋課税台帳 1枚

家屋課税台帳登録事項証明書 1枚（5棟まで） 400円 1棟増につき70円

住宅用家屋証明書（租税特別措置法第72,73,74条証明書） 1枚 1,300円

償却資産課税台帳 1枚

400円
償却資産種類別明細書 1枚

資産証明書 1通

その他の証明 1通

納税

証明書等

納税証明書（一般用） 1通 400円

軽自動車納税証明書（継続検査用） ─ 無料

軽自動車納税証明書（車検用以外） 1通

400円納税証明書（酒類販売業免許申請用） 1通

その他の証明 1通

その他

資産税関係課税台帳付属図証明土地（字限図）B4

1枚

400円

資産税関係課税台帳付属図証明土地（字限図）A2 600円

資産税関係課税台帳付属図証明土地（字限図）A1 800円

主な税証明手数料一覧

マイナンバーカードとは

　マイナンバーカードは、顔写真付き、ICチップ付きのセ

キュリティーに優れたICカードです。本人確認をする公的な

身分証明書やマイナンバーの証明として利用できるほか、転

入転出手続の簡素化やICチップの電子証明書を用いた各種電

子申請が可能となります。

　他の市区町村に住所を移した場合でも、継続利用の手続き

をすることによりそのままカードを利用できます。

◆申請方法

　詳しくはマイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご

覧ください。

① 郵送による申請

　通知カード下部のマイナンバーカード交付申請書に署

名・押印のうえ、顔写真（6か月以内）を添付し受付セ

ンターに郵送します。

② スマートフォン・パソコン申請

　マイナンバーカード交付申請書の申請書IDを利用し申
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