
整理
番号

名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号

1 山形県立山形南高等学校第一体育館 山形市 東原町４丁目６番１６号
2 山形県立山形南高等学校第二体育館 山形市 東原町４丁目６番１６号
3 山形県立山形西高等学校体育館 山形市 鉄砲町１丁目１５番６４号
4 山形県立山形北高等学校体育館 山形市 緑町２丁目２番７号
5 山形県立山形工業高等学校体育館 山形市 緑町１丁目５番１２号
6 山形県立山形中央高等学校第一体育館 山形市 鉄砲町２丁目１０番７３号
7 山形県体育館 山形市 霞城町１－２
8 山形県武道館 山形市 霞城町１－２
9 山形市立商業高等学校体育館 山形市 あかねケ丘１丁目９－１
10 北部公民館 山形市 宮町４丁目１７－１３
11 元木公民館 山形市 元木３丁目４－８
12 江南公民館 山形市 江南１丁目１－２７
13 南部公民館 山形市 小荷駄町７－１１０
14 南部体育館 山形市 小荷駄町７－１１０
15 福祉体育館 山形市 小白川町２丁目３－３３
16 東部公民館 山形市 小白川町２丁目３－４７
17 霞城公民館 山形市 城西町２丁目２－１５
18 蔵王体育館 山形市 蔵王温泉字上の台１０３
19 元山形市立双葉小学校体育館 山形市 大字門伝字荻の窪２８３６
20 山形市立第六中学校体育館 山形市 南原町２丁目３－５５
21 山形市立第一小学校体育館 山形市 本町１丁目５－１９
22 山形市立第五中学校体育館 山形市 薬師町１丁目１４－１０
23 千歳コミュニティセンター 山形市 落合町１０８７－１
24 西部公民館 山形市 篭田１丁目２－２３
25 山形市立みはらしの丘小学校体育館 山形市 みはらしの丘三丁目４
26 国立大学法人山形大学体育館 山形市 小白川町一丁目4-12
27 国立大学法人山形大学附属中学校体育館 山形市 松波二丁目7-3
28 国立大学法人山形大学附属小学校体育館 山形市 松波二丁目7-2
29 成沢地下横断歩道 山形市 蔵王松ヶ丘一丁目地内
30 西成沢地下道 山形市 成沢西一丁目地内
31 飯田南横断地下道 山形市 飯田西四丁目地内
32 飯田北横断地下道 山形市 飯田一丁目地内
33 飯田西の前横断地下道 山形市 飯田一丁目地内
34 松山横断地下道 山形市 松山一丁目地内
35 千歳横断地下道 山形市 前田町三丁目地内
36 山家地下横断歩道 山形市 山家町二丁目地内
37 大野目地下横断歩道 山形市 大野目一丁目地内
38 さおとめ地下道 山形市 大野目四丁目地内
39 ほづみ地下道 山形市 大野目四丁目地内
40 鉄砲町地下横断歩道 山形市 鉄砲町三丁目地内
41 山形県立米沢工業高等学校体育館 米沢市 大字川井３００
42 米沢市児童会館 米沢市 丸の内１丁目３番４７号
43 置賜総合文化センター 米沢市 金池３丁目１番１４号
44 米沢市営体育館 米沢市 金池３丁目１番６２号
45 市立米沢図書館、よねざわ市民ギャラリー 米沢市 中央１丁目１０番６号
46 米沢市すこやかセンター 米沢市 西大通１丁目５番６０号
47 米沢市立第七中学校体育館 米沢市 大字川井１０８番地の３
48 米沢市北部コミュニティセンター 米沢市 中央６丁目１番２１号
49 米沢市西部コミュニティセンター 米沢市 直江町５番９号
50 米沢市立第五中学校体育館 米沢市 東大通１丁目１番８２号
51 米沢市万世コミュニティセンター 米沢市 八幡原５丁目４１４９番地の９
52 米沢市南部コミュニティセンター 米沢市 本町２丁目４番２８号
53 米沢市六郷コミュニティセンター 米沢市 六郷町一漆６８番地の２
54 米沢市立第六中学校体育館 米沢市 六郷町西藤泉１６０番地
55 米沢市東部コミュニティセンター 米沢市 花沢町１丁目２番３８－６号
56 米沢市三沢コミュニティセンター 米沢市 大字簗沢１７７６番地の１
57 米沢市松川コミュニティセンター 米沢市 通町６丁目１４番２５号
58 米沢市中部コミュニティセンター 米沢市 米沢市丸の内２丁目１番３５号
59 米沢市立第四中学校体育館 米沢市 春日４丁目２番６９号
60 万世町片子地内 米沢市 万世町片子字梓山街道南地内
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61 片子地下横断歩道 米沢市 大字花沢字タナコ原壱地内
62 愛宕小学校　校舎 米沢市 御廟三丁目10番1号
63 塩井小学校　校舎 米沢市 塩井町塩野3760番地
64 興譲小学校　校舎 米沢市 丸の内二丁目1番58号
65 窪田小学校　校舎 米沢市 窪田町窪田655番地の3
66 広幡小学校　校舎 米沢市 広幡町上小菅1396番地
67 三沢東部小学校　校舎 米沢市 大字簗沢3401番地
68 三沢西部小学校　校舎 米沢市 大字口田沢2361番地の1
69 松川小学校　校舎 米沢市 通町四丁目10番15号
70 上郷小学校　校舎 米沢市 大字竹井1383番地
71 西部小学校　校舎 米沢市 直江町5番34号
72 東部小学校　校舎 米沢市 東一丁目6番102号
73 南原小学校　校舎 米沢市 大字南原笹野町2984番地
74 南部小学校　校舎 米沢市 門東町一丁目2番31号
75 北部小学校　校舎 米沢市 中央七丁目４番３３号
76 万世小学校　校舎 米沢市 八幡原五丁目3948番地の4
77 六郷小学校　校舎 米沢市 六郷町一漆40番地の1
78 第一中学校　校舎 米沢市 駅前四丁目3番51号
79 第二中学校　校舎 米沢市 林泉寺二丁目2番5号
80 第三中学校　校舎 米沢市 舘山二丁目4番58号
81 第四中学校　校舎 米沢市 春日四丁目2番69号
82 第五中学校　校舎 米沢市 東大通一丁目1番82号
83 第六中学校　校舎 米沢市 六郷町西藤泉160番地
84 第七中学校　校舎 米沢市 大字川井108番地の3
85 米沢市市民文化会館 米沢市 中央一丁目10番2号
86 置賜総合文化センター 米沢市 金池三丁目１番１４号

87 市道 道上前地下横断歩道線 米沢市
起点 万世町桑山字道上前956
終点 万世町桑山字道上前982－1

88 市道 向原地下横断歩道線 米沢市
起点 万世町桑山字向原208－3
終点 万世町桑山字向原175－2

89 山形県立鶴岡南高等学校柔道場 鶴岡市 若葉町２６番３１号
90 山形県金峰少年自然の家本館 鶴岡市 大字高坂字杉ヶ沢５４－１
91 第六学区コミュニティ防災センター 鶴岡市 みどり町２２番２８号
92 出羽庄内国際村 鶴岡市 伊勢原町８番３２号
93 第四学区コミュニティセンター 鶴岡市 稲生１丁目１０番８０号
94 鶴岡市立朝暘第四小学校体育館 鶴岡市 柳田字田中２８番地１
95 第二学区コミュニティ防災センター 鶴岡市 昭和町１１番２２号
96 鶴岡市立鶴岡第三中学校体育館 鶴岡市 城南町２５番１号
97 第三学区コミュニティセンター 鶴岡市 泉町５番３０号
98 斎コミュニティ防災センター 鶴岡市 我老林字野中川原３５番地内２番
99 京田コミュニティ防災センター 鶴岡市 高田字下村３３６番地内１番地
100 三瀬コミュニティセンター 鶴岡市 三瀬字堅田１３８番地内８番地
101 小堅コミュニティセンター 鶴岡市 堅苔沢淵ノ上３３４番地
102 上郷コミュニティセンター 鶴岡市 水沢字水尻３８番地
103 黄金コミュニティ防災センター 鶴岡市 青龍寺字川内２０３番地内１番地
104 田川コミュニティセンター 鶴岡市 田川字高田９番地
105 湯田川コミュニティセンター 鶴岡市 藤沢字西側１７４番地内１番地
106 栄コミュニティ防災センター 鶴岡市 播磨字若松９５番地内１番地
107 鶴岡市農村センター 鶴岡市 矢馳字上矢馳２５８番地
108 湯野浜コミュニティセンター 鶴岡市 湯野浜１丁目１番７号
109 第一学区コミュニティ防災センター 鶴岡市 文園町１番６３号
110 鶴岡市立朝暘第一小学校体育館 鶴岡市 文園町２番１号
111 第五学区コミュニティ防災センター 鶴岡市 宝町１８番７７号
112 鶴岡市立鶴岡第二中学校体育館 鶴岡市 宝田２丁目８番３４号
113 大山コミュニティセンター 鶴岡市 友江町２３番７１号
114 鶴岡市立東栄小学校体育館 鶴岡市 川尻字町上１５－１
115 長沼地区地域活動センター 鶴岡市 長沼字宮前１６４
116 藤島農村環境改善センター 鶴岡市 添川字新地３１５
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117 鶴岡市立渡前小学校体育館 鶴岡市 渡前字中屋敷１
118 藤島地区地域活動センター 鶴岡市 藤島字笹花７３
119 鶴岡市立藤島中学校体育館 鶴岡市 藤島字笹花８６－１
120 藤島体育館 鶴岡市 藤の花１丁目１－１
121 鶴岡市立藤島小学校体育館 鶴岡市 藤の花２丁目１－１
122 広瀬地区地域活動センター 鶴岡市 羽黒町後田字下田元２３７
123 鶴岡市立広瀬小学校体育館 鶴岡市 羽黒町後田字下田元９
124 鶴岡市立羽黒小学校体育館 鶴岡市 羽黒町荒川字花沢４
125 鶴岡市立羽黒中学校体育館 鶴岡市 羽黒町荒川字宮東２８－１
126 羽黒体育センター 鶴岡市 羽黒町荒川字前田元６４－７
127 羽黒コミュニティセンター 鶴岡市 羽黒町荒川字谷地堰２８
128 泉地区地域活動センター 鶴岡市 羽黒町荒川字谷地堰１１－１
129 羽黒体育館 鶴岡市 羽黒町荒川字谷地堰２９－１
130 羽黒老人福祉センター 鶴岡市 羽黒町荒川字白山５６－１
131 旧鶴岡市立羽黒第一小学校体育館 鶴岡市 羽黒町手向字手向１７９－１
132 羽黒第四地区地域活動センター 鶴岡市 羽黒町上野新田字二反割１－２
133 いでは文化記念館 鶴岡市 羽黒町手向字院主南７２
134 鶴岡市立櫛引東小学校体育館 鶴岡市 黒川字小在家９０
135 櫛引スポーツセンター 鶴岡市 三千刈字清和１５８－１
136 鶴岡市立櫛引西小学校体育館 鶴岡市 上山添字文栄１
137 櫛引生涯学習センター 鶴岡市 上山添字文栄１００
138 鶴岡市立櫛引中学校体育館 鶴岡市 上山添字文栄８６
139 鶴岡市立櫛引南小学校体育館 鶴岡市 東荒屋字竹の内２１２
140 越沢センター 鶴岡市 越沢字黒坪沢４８－２
141 温海公民館 鶴岡市 温海字温海１７
142 温海川農業者健康管理施設 鶴岡市 温海川字越沢３－１
143 戸沢自治公民館 鶴岡市 戸沢字東俣１６８－１
144 旧鶴岡市立五十川小学校体育館 鶴岡市 五十川字山之脇２０１
145 山五十川公民館 鶴岡市 山五十川字木ノ下４７５－１
146 小岩川公民館 鶴岡市 小岩川字巌１６３
147 峠ノ山集会センター 鶴岡市 小国字西山５７－１８
148 小国山村振興センター 鶴岡市 小国字町尻２－６
149 菅野代公民館 鶴岡市 菅野代字宮野下３－１
150 旧菅野代小学校体育館 鶴岡市 菅野代字宮野下３－１
151 鼠ヶ関公民館 鶴岡市 鼠ケ関字原海１５０
152 鍋倉集会センター 鶴岡市 鼠ケ関字鍋倉８２
153 早田公民館 鶴岡市 早田字上ノ山１６２－１
154 鶴岡市立温海中学校体育館 鶴岡市 大岩川字黒岩３５
155 浜中公民館 鶴岡市 大岩川字沢山５０９－３
156 温海温泉林業センター 鶴岡市 湯温海字湯之里８８－７
157 木野俣集落センター 鶴岡市 木野俣字木野俣２４１－1
158 朝日中央コミュニティセンター 鶴岡市 下名川字落合２２０
159 朝日庁舎南出張所 鶴岡市 上田沢字下中島２５
160 朝日南部コミュニティセンター 鶴岡市 上田沢字船渡３－１４
161 旧鶴岡市立朝日大泉小学校屋内運動場 鶴岡市 上田沢字中明６４
162 大鳥自然の家 鶴岡市 大鳥字寿岡１１２
163 旧大鳥防雪センター 鶴岡市 大鳥字寿岡２１９
164 朝日スポーツセンター体育館 鶴岡市 東岩本字野中１４３
165 旧鶴岡市朝日青少年センター 鶴岡市 東岩本字野中１４６
166 鶴岡市立朝日中学校屋内運動場 鶴岡市 本郷字笹目５０
167 鶴岡市立あさひ小学校屋内運動場 鶴岡市 下名川字落合２
168 鶴岡市上下水道部 鶴岡市 のぞみ町２番１０号
169 加茂コミュニティ防災センター 鶴岡市 加茂字坂ノ下166
170 山形県立酒田光陵高等学校体育館 酒田市 北千日堂前字松境７番地の３
171 酒田市立琢成小学校体育館 酒田市 栄町１０番８号
172 酒田市総合文化センター 酒田市 中央西町２番５９号
173 酒田市立浜田小学校体育館 酒田市 浜田１丁目５番４６号
174 酒田市立若浜小学校体育館 酒田市 若浜町１番１号
175 酒田市立第二中学校体育館 酒田市 新橋４丁目１９番地の３
176 酒田勤労者福祉センター 酒田市 緑町１９番１０号
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177 酒田市立富士見小学校体育館 酒田市 富士見町２丁目１０番地の１
178 酒田市立亀ケ崎小学校体育館 酒田市 亀ケ崎２丁目３番５５号
179 酒田市立松原小学校体育館 酒田市 亀ケ崎５丁目８番２５号
180 酒田市立第三中学校体育館 酒田市 松原南１３番地の１
181 酒田市立松陵小学校体育館 酒田市 住吉町９番３６号
182 酒田市立第一中学校体育館 酒田市 住吉町１０番７０号
183 酒田市武道館 酒田市 新町字光ケ丘３３番地の２６
184 酒田市立泉小学校体育館 酒田市 東泉町４丁目４番地の１
185 酒田市立第六中学校体育館 酒田市 下安町１３番地の１
186 酒田市立飛島小・中学校体育館 酒田市 飛島字中村甲２８３番地
187 酒田市立西荒瀬小学校体育館 酒田市 宮海字新林６６０番地
188 酒田市立新堀小学校体育館 酒田市 木川字アラコウヤ３２番地
189 酒田市立広野小学校体育館 酒田市 広野字中通５３番地
190 酒田市立浜中小学校体育館 酒田市 浜中字上村３７０番地の２
191 酒田市立黒森小学校体育館 酒田市 黒森字一の木４５０番地
192 酒田市立十坂小学校体育館 酒田市 坂野辺新田字地続山９８７番地の１
193 酒田市立第四中学校体育館 酒田市 錦町１丁目３２番地の１
194 酒田市立宮野浦小学校体育館 酒田市 宮野浦１丁目１１番１号
195 酒田市立平田小学校体育館 酒田市 荻島字面桜８番地
196 酒田市立鳥海小学校体育館 酒田市 本楯字前田９４番地の１
197 文化財収蔵庫（旧酒田市立鳥海小学校体育館） 酒田市 本楯字前田８９番地の２
198 南遊佐コミセン講堂（旧酒田市立南遊佐小学校体育館） 酒田市 宮内字小楯６２番地の１
199 酒田市立鳥海八幡中学校体育館 酒田市 小泉字前田９１番地の１
200 酒田市立八幡小学校体育館 酒田市 観音寺字古楯１番地の１
201 八幡体育館 酒田市 観音寺字町後１５番地
202 酒田市八幡タウンセンター 酒田市 観音寺字寺ノ下４１番地
203 酒田市立一條小学校体育館 酒田市 寺田字沖１番地の１
204 老人福祉センターやまゆり荘 酒田市 市条字八森９２０番地の２
205 酒田市大沢コミュニティセンター 酒田市 大蕨字二タ子２１３番地
206 酒田市日向コミュニティセンター 酒田市 上黒川字家ノ東１９番地の２
207 湯の台温泉鳥海山荘 酒田市 草津字湯ノ台６６番地の１
208 酒田市立松山小学校体育館 酒田市 山寺字見初沢１５７番地の１
209 酒田市松嶺コミュニティセンター 酒田市 字山田２０番地の１
210 松山農村環境改善センター 酒田市 字山田２８番地
211 旧酒田市立内郷小学校体育館 酒田市 相沢字鶴牧６番地
212 酒田市立田沢小学校体育館 酒田市 田沢字小平３４番地の２
213 酒田市ひらた生涯学習センター 酒田市 北俣字仁助新田３１番地の１
214 平田農村環境改善センター 酒田市 飛鳥字契約場７０番地の１
215 酒田市立南平田小学校体育館 酒田市 飛鳥字腰巻９９番地
216 酒田市立東部中学校体育館 酒田市 飛鳥字堂之後３０番地
217 酒田市平田Ｂ＆Ｇ海洋センター 酒田市 飛鳥字契約場３１番地
218 私立酒田南高等学校体育館 酒田市 浜田１丁目３番４７号
219 希望ホール 酒田市 本町二丁目2-10
220 公益研修センター 酒田市 飯森山三丁目5-1
221 地域福祉センター 酒田市 新橋二丁目1-12
222 中央地下駐車場 酒田市 中町一丁目5-1
223 山形県立最上学園体育館 新庄市 松本５５番１号
224 山形県立新庄神室産業高等学校体育館 新庄市 大字松本３７０
225 新庄市生涯学習センター「わくわく新庄」 新庄市 下金沢町１５－１１
226 新庄市立日新小学校体育館 新庄市 下金沢町１６－４
227 新庄市武道館 新庄市 金沢字金沢山３０７０－８
228 新庄市体育館 新庄市 金沢字金沢山３０７２－２
229 農村環境改善センター 新庄市 金沢字西の山３０２５－８
230 新庄市立明倫中学校体育館 新庄市 十日町２６７５
231 新庄市立沼田小学校体育館 新庄市 十日町２７０１
232 新庄市立北辰小学校体育館 新庄市 十日町８１２
233 新庄市立図書館 新庄市 小田島町４－２１
234 新庄市立新庄小学校体育館 新庄市 城西町６－２４
235 雪の里情報館 新庄市 石川町４－１５

4/13



整理
番号

名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号

弾道ミサイル発射時等に一時的に待機可能な避難施設（R4.11.1現在）

236 新庄市立八向中学校体育館 新庄市 大字升形１６４９
237 新庄市立升形小学校体育館 新庄市 大字升形８００－９
238 昭和活性化センター 新庄市 大字昭和字昭和６５９
239 新庄市立日新中学校体育館 新庄市 大字松本１３６
240 新庄市立萩野学園体育館 新庄市 大字泉田字往還東３９８
241 泉田保育所 新庄市 大字泉田字往還東４６０
242 萩野地区公民館 新庄市 大字泉田字泉田２
243 萩野児童センター 新庄市 大字萩野２６５２
244 新庄市立本合海小学校体育館 新庄市 大字本合海１２８
245 本合海児童センター 新庄市 大字本合海１８５
246 新庄市生涯学習センター「新庄市民プラザ」 新庄市 大手町１－６０
247 中部保育所 新庄市 大手町２－７６
248 新庄市保健センター 新庄市 堀端町３－３３
249 市民文化会館 新庄市 堀端町４－６７
250 新庄ふるさと歴史センター 新庄市 堀端町４－７４
251 新庄市立新庄中学校体育館 新庄市 堀端町５－８１
252 山形県立寒河江工業高等学校武道館 寒河江市 緑町１４８
253 さくらんぼ会館 寒河江市 大字八鍬字川原９１９番地の６
254 本楯１号地下道 寒河江市 寒河江字横道地内
255 本楯２号地下道 寒河江市 高田三丁目地内
256 西根地下道 寒河江市 大字西根字長面地内
257 寒河江市役所（庁舎） 寒河江市 中央1-9-45
258 寒河江小学校（校舎） 寒河江市 丸内1-3-8
259 寒河江中部小学校（校舎） 寒河江市 元町2-19
260 南部小学校（校舎） 寒河江市 大字高屋字北江11
261 西根小学校（校舎） 寒河江市 大字西根170
262 柴橋小学校（校舎） 寒河江市 大字柴橋1923
263 高松小学校（校舎） 寒河江市 大字米沢643-2
264 醍醐小学校（校舎） 寒河江市 大字日和田6-1
265 白岩小学校（校舎） 寒河江市 大字白岩1848
266 三泉小学校（校舎） 寒河江市 字中河原191-1
267 陵東中学校（校舎） 寒河江市 大字西根430
268 陵南中学校（校舎） 寒河江市 内ノ袋1-11-1
269 陵西中学校（校舎） 寒河江市 大字八鍬字冨沢836
270 学びの里TASSHO 寒河江市 大字田代370番地の15
271 総合福祉保健センター 寒河江市 中央2-2-1
272 市立図書館 寒河江市 中央1-7-14
273 勤労青少年ホーム 寒河江市 大字西根字石川西333
274 市民文化会館 寒河江市 大字西根字石川西333
275 中央公民館 寒河江市 大字西根字石川西333
276 フローラ・SAGAE 寒河江市 本町2-8-3
277 山形県立こども医療療育センター体育館 上山市 河崎３丁目７番１号
278 上山市立南小学校体育館 上山市 けやきの森１－１
279 上山市体育文化センター 上山市 けやきの森２－１
280 上山市立西郷第一小学校体育館 上山市 阿弥陀地字上原９０６－１
281 南児童センター 上山市 河崎１丁目１－４５
282 上山市立北中学校体育館 上山市 泉川字松ノ木１１０
283 ZAOたいらぐら 上山市 蔵王坊平国有林２４１林班
284 山元地区公民館 上山市 狸森字久々取５１１－１
285 中山体育館（旧中山小学校） 上山市 中山字壁屋敷５６０８
286 上山市立南中学校体育館 上山市 長清水３丁目７－１
287 上山市生涯学習センター 上山市 東町３－６１
288 北部地区公民館 上山市 弁天１丁目６－８
289 上山市立宮川中学校体育館 上山市 牧野字中原１９４５－２
290 村山市立楯岡小学校体育館 村山市 楯岡楯１８－１
291 村山市立楯岡中学校体育館 村山市 楯岡新高田１１－３
292 村山市市民会館 村山市 楯岡笛田２丁目６－１
293 村山市山の内自然体験交流施設やまばと 村山市 大字山の内１２０
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294 村山市立大久保小学校体育館 村山市 大字大久保甲１－１
295 村山市冨本認定こども園 村山市 大字湯野沢４６０５
296 村山市保健センター 村山市 中央１丁目３－６
297 村山市立葉山中学校体育館 村山市 大字稲下１７５７
298 村山市役所 村山市 中央一丁目３番６号
299 農村環境改善センター 村山市 中央一丁目３番６号
300 Link MURAYAMA 村山市 楯岡荒町二丁目１番１号
301 楯岡地域市民センター 村山市 楯岡二日町６番２４号
302 最上徳内記念館 村山市 中央一丁目２番１２号
303 村山市民体育館 村山市 碁点１０３４
304 クアハウス碁点 村山市 碁点１０３４－７
305 村山市故里交流施設 （道の駅むらやま） 村山市 楯岡７６３５－１
306 村山市福祉センター 村山市 中央一丁目５番２４号
307 楯岡地域放課後児童クラブ （旧しろはと保育園） 村山市 楯岡楯８番１１号
308 はやま認定こども園 村山市 大字長善寺１６３６－１
309 ひばり保育園 村山市 楯岡北町二丁目５番５６号
310 村山市消防本部 村山市 中央一丁目３番１３号
311 山形県立長井工業高等学校体育館 長井市 幸町９番１７号
312 長井市観光交流センター　道の駅「川のみなと長井」 長井市 東町２番５０号
313 長井市置賜生涯学習プラザ体育館 長井市 九野本１２３５－１
314 市役所　本庁舎 長井市 栄町１番１号
315 長井市致芳児童センター 長井市 五十川2316番地
316 長井市伊佐沢児童センター 長井市 中伊佐沢1256番地の20
317 長井小学校第2校舎 長井市 ままの上5番2号
318 長井小学校第3校舎 長井市 ままの上5番2号
319 致芳小学校 長井市 五十川1091番地
320 西根小学校 長井市 草岡375番地
321 豊田小学校 長井市 歌丸976番地
322 平野小学校 長井市 九野本3118番地
323 伊佐沢小学校 長井市 上伊佐沢2027番地
324 長井南中学校 長井市 泉1819番地の1
325 長井北中学校 長井市 成田2883番地
326 長井市中央コミュニティセンター 長井市 屋城町6番53号
327 長井市立図書館 長井市 神明町3番7号
328 長井市民文化会館 長井市 館町北5番10号
329 長井市致芳コミュニティセンター 長井市 五十川2316
330 歌丸横断地下道 長井市 歌丸地内
331 河井交差点地下歩道 長井市 河井地内
332 八ケ森交差点地下歩道 長井市 今泉地内
333 山形県青年の家本館 天童市 小路１－７－８
334 山形県総合運動公園 天童市 山王１－１
335 天童市市民文化会館 天童市 老野森１丁目１番１号
336 天童市立天童中部公民館 天童市 老野森２丁目６番１号
337 天童市立長岡公民館 天童市 東長岡３丁目４番１号
338 天童市勤労青少年ホーム 天童市 老野森２丁目６番２号
339 天童市スポーツセンター総合体育館 天童市 大字小関１２３０番地
340 天童市総合福祉センター 天童市 老野森２丁目６番３号
341 天童南部小学校 天童市 田鶴町４-２-10
342 天童中部小学校 天童市 老野森２-６-４
343 天童北部小学校 天童市 乱川４-２-２５
344 成生小学校 天童市 大字高木８３６
345 蔵増小学校 天童市 大字蔵増６７６
346 寺津小学校 天童市 大字寺津１３５０
347 津山小学校 天童市 大字貫津５９１
348 山口小学校 天童市 大字山口１９１９
349 高擶小学校 天童市 大字高擶北２３９
350 長岡小学校 天童市 東長岡３-３-１
351 干布小学校 天童市 大字干布５８０
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352 荒谷小学校 天童市 大字荒谷7857
353 第一中学校 天童市 大字原町1０-1
354 第二中学校 天童市 大字久野本1674
355 第三中学校 天童市 大字矢野目１２８５
356 第四中学校 天童市 柏木町１-３-１
357 本庁舎 天童市 老野森一丁目１番１号
358 教育委員会庁舎 天童市 老野森一丁目４番２号他
359 図書館                   　 天童市 老野森一丁目２番７号他
360 高原の里交流施設ぽんぽこ 天童市 大字田麦野字ハカト下３７４－１他
361 東根市神町防災センター 東根市 神町東４丁目４－８
362 東根市立神町小学校体育館 東根市 神町南三丁目２－３
363 東根市立大富中学校体育館 東根市 柏原３丁目１－１
364 大富公民館 東根市 大字羽入７２３
365 東根市立大富小学校体育館 東根市 大字羽入８４１
366 東根市立第二中学校体育館 東根市 大字蟹沢９５０－１５
367 高崎公民館 東根市 大字観音寺２１６７－２
368 東根市立小田島小学校体育館 東根市 大字郡山４１１－１
369 小田島公民館 東根市 大字郡山６７２
370 長瀞公民館 東根市 大字長瀞１２５９
371 東根市立長瀞小学校体育館 東根市 大字長瀞１８８－１
372 東根市民体育館 東根市 大字東根乙１１１９－１
373 東根市立第一中学校体育館 東根市 鷺の宿１－１
374 東根公民館 東根市 本町６－１
375 東郷公民館 東根市 大字野川１１８４－１
376 東根市立大森小学校体育館 東根市 神町北２丁目1番１号
377 東根市中央運動公園体育館 東根市 中央西１－１
378 さくらんぼタントクルセンター大ホール 東根市 中央一丁目５－１
379 尾花沢市立尾花沢中学校体育館 尾花沢市 横町２丁目２－８０
380 尾花沢市文化体育施設 尾花沢市 若葉町１丁目４－２７
381 徳良湖青少年自然研修センター 尾花沢市 大字延沢３６３６－１３
382 尾花沢市基幹集落センター 尾花沢市 大字延沢３６３６－１４
383 尾花沢市立常盤小学校体育館 尾花沢市 大字延沢７８３
384 ほたるの里郷土資料館体育館 尾花沢市 大字牛房野６３５
385 宮沢地区地域福祉交流センター 尾花沢市 大字高橋１１５－４
386 尾花沢市立福原小学校体育館 尾花沢市 大字寺内１１７０
387 尾花沢市上柳健康増進施設 尾花沢市 大字上柳渡戸７６
388 尾花沢市立宮沢小学校体育館 尾花沢市 大字丹生１９３３
389 尾花沢市立玉野小学校体育館 尾花沢市 大字鶴巻田５８０
390 玉野地区公民館（尾花沢市立旧玉野中学校）体育館 尾花沢市 大字鶴巻田８６６
391 尾花沢市立旧鶴子小学校体育館 尾花沢市 大字鶴子６６７
392 尾花沢市立尾花沢小学校体育館 尾花沢市 梺町３丁目３－１
393 尾花沢市民体育館 尾花沢市 新町３丁目５－３５
394 尾花沢市立福原中学校体育館 尾花沢市 大字野黒沢２０８
395 尾花沢市中心商店街活性化センター 尾花沢市 新町１丁目１６－１
396 尾花沢市共同福祉施設 尾花沢市 若葉町２丁目２－１８
397 JAみちのく村山尾花沢営農センター 尾花沢市 新町５丁目７－３９
398 尾花沢市学習情報センター（悠美館） 尾花沢市 若葉町一丁目８－２５
399 新生園 尾花沢市 大字荻袋９１１－1
400 道の駅「ねまる」 尾花沢市 大字芦沢１１９５－１
401 環境衛生センター 尾花沢市 大字毒沢地内
402 横内南地下横断歩道 尾花沢市 大字五十沢字外原地内
403 尾花沢小学校 尾花沢市 梺町三丁目3-1
404 福原小学校 尾花沢市 大字寺内1170
405 宮沢小学校 尾花沢市 大字丹生1933
406 玉野小学校 尾花沢市 大字鶴巻田580
407 常盤小学校 尾花沢市 大字延沢783
408 尾花沢中学校 尾花沢市 横町二丁目2-80
409 福原中学校 尾花沢市 大字野黒沢208
410 おもだか保育園 尾花沢市 上町五丁目6-15
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411 老人福祉センター東光館 尾花沢市 新町三丁目2-5
412 尾花沢市文化体育施設 尾花沢市 若葉町一丁目4-27
413 尾花沢市民体育館 尾花沢市 新町三丁目5-35
414 玉野地区公民館 尾花沢市 大字鶴巻田866
415 常盤地区公民館 尾花沢市 大字延沢887
416 尾花沢市消防署 尾花沢市 新町四丁目5-1
417 尾花沢市共同福祉施設 尾花沢市 若葉町一丁目2-18
418 徳良湖自然研修センター 尾花沢市 大字延沢3636-13
419 基幹集落センター 尾花沢市 大字延沢3636-14
420 勤労者総合スポーツ施設 尾花沢市 大字二藤袋1401-6
421 農林漁業体験実習館 尾花沢市 大字鶴子1300-27
422 上柳健康増進施設 尾花沢市 大字上柳渡戸76
423 尾花沢市学習情報センター 尾花沢市 若葉町一丁目8-25
424 ほたるの里郷土資料館 尾花沢市 大字牛房野635
425 鶴子交流施設 尾花沢市 大字鶴子667
426 南陽市立荻小学校体育館 南陽市 荻１０３３
427 南陽市立宮内中学校体育館 南陽市 宮内２３０３－２
428 南陽市立宮内小学校体育館 南陽市 宮内３４１５
429 南陽市武道館 南陽市 宮内３４３６－１
430 南陽市文化センター（宮内公民館） 南陽市 宮内３４７８
431 旧中川中学校体育館 南陽市 元中山１６３
432 南陽市立沖郷小学校体育館 南陽市 高梨４６０
433 南陽市立沖郷中学校体育館 南陽市 高梨５９４－３
434 南陽市民体育館 南陽市 三間通１０９６
435 南陽市健康長寿センター 南陽市 赤湯２１５－２
436 南陽市赤湯公民館（えくぼプラザ） 南陽市 赤湯７９１－１
437 南陽市立赤湯中学校体育館 南陽市 椚塚１８１５
438 南陽市立漆山小学校体育館 南陽市 漆山１７３１
439 南陽市夕鶴の里 南陽市 漆山２０２５－２
440 南陽市立小滝小学校体育館 南陽市 小滝１４４４
441 南陽市立中川小学校体育館 南陽市 川樋２５
442 南陽市立梨郷小学校体育館 南陽市 竹原１３９
443 南陽市立赤湯小学校体育館 南陽市 長岡９９４
444 南陽市防災センター（沖郷公民館） 南陽市 若狭郷屋９１７－１
445 南陽市勤労者総合福祉センター 南陽市 宮内４５２６－１
446 介護老人保健施設　ほなみ荘 南陽市 宮内３７５０－１
447 特別養護老人ホーム　太陽の里ふたば 南陽市 宮内２３８１
448 介護老人保健施設　ドミール南陽 南陽市 椚塚９４８－１
449 特別養護老人ホーム　こぶし荘 南陽市 川樋５０８
450 山辺町相模公民館 山辺町 大字根際２２７９－１
451 山辺町立相模小学校体育館 山辺町 大字根際２２８３
452 山辺町中央公民館 山辺町 大字山辺１
453 山辺東部公民館 山辺町 大字山辺２８０５－２
454 山辺町立山辺中学校体育館 山辺町 清水１－１
455 山辺町立山辺小学校体育館 山辺町 大字山辺５５
456 旧山辺町立大寺小学校体育館 山辺町 大字大寺１１５０
457 山辺町役場中支所・公民館 山辺町 大字大蕨１１６４－１
458 山辺町役場作谷沢支所・公民館 山辺町 大字簗沢３１０２－１
459 旧山辺町立作谷沢小・中学校体育館 山辺町 大字簗沢６３６
460 山辺町武道館 山辺町 緑ケ丘１
461 山辺町民総合体育館 山辺町 緑ケ丘１
462 ひまわり温泉ゆ・ら・ら 中山町 いずみ１
463 総合体育館 中山町 いずみ２
464 中山町立中山中学校体育館 中山町 大字長崎４８８０
465 中央公民館 中山町 大字長崎６０１０
466 なかやま保育園 中山町 大字柳沢２３２２－１
467 中山町保健福祉センター 中山町 大字柳沢２３３６－１
468 中山公園 中山町 大字長崎５０８１
469 南小路横断地下道 中山町 長崎字南小路地内
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470 館横断地下道 中山町 長崎字古城地内
471 北小路横断地下道 中山町 長崎字村下地内
472 中山町立豊田小学校体育館 中山町 大字土橋645番地
473 歴史民俗資料館 中山町 中山町
474 中山町立図書館 中山町 大字長崎8038番地9
475 山形県立みやま荘体育館 河北町 大字吉田字馬場１１
476 河北町立河北中学校体育館 河北町 谷地中央４丁目１２－１
477 河北町立谷地中部小学校体育館 河北町 谷地字所岡７３
478 河北町立谷地南部小学校体育館 河北町 谷地字荒町東１丁目７－１
479 河北町立谷地西部小学校体育館 河北町 谷地字布田５５
480 河北町民体育館 河北町 谷地字所岡７７
481 河北町総合交流センターサハトべに花 河北町 谷地所岡３丁目１－１０
482 河北町ふれあい交流施設べに花温泉ひなの湯 河北町 谷地字下野２６９
483 河北町立西里小学校体育館 河北町 西里５６２
484 河北町西里農村環境改善センター 河北町 西里７５０－７
485 河北町立溝延小学校体育館 河北町 大字溝延字小堤３１２－１
486 河北町溝延研修センター 河北町 大字溝延字小堤４０
487 河北町立北谷地小学校体育館 河北町 大字吉田３６７
488 北谷地構造改善センター 河北町 大字吉田字馬場２６１
489 河北町総合福祉センター 河北町 河北町谷地甲２３２５番地の２
490 河北町職業訓練センター 河北町 河北町谷地字所岡１４２番地２
491 道の駅河北 河北町 谷地字真木335番地1
492 河北町役場庁舎 河北町 谷地戊８１番地
493 交流センターあいべ 西川町 大字間沢２８０
494 町民体育館岩根沢分館 西川町 大字岩根沢５２３－２
495 西川町立西川中学校体育館 西川町 大字吉川２２７－２８
496 水沢温泉館 西川町 大字水沢２３０４
497 町民体育館小山分館 西川町 大字入間１６３７－２
498 弓張平公園パークプラザ 西川町 大字志津１７２－３
499 西川町立西川小学校体育館 西川町 大字海味１２３４
500 睦合第１横断地下道 西川町 大字睦合字タイ丙地内
501 睦合第２横断地下道 西川町 大字睦合字南丙地内
502 海味地下横断歩道 西川町 大字海味字大下地内
503 朝日町民体育館 朝日町 大字宮宿１１１５
504 朝日町立朝日中学校体育館 朝日町 大字宮宿１０８
505 朝日町立宮宿小学校体育館 朝日町 大字宮宿１０２１
506 朝日町立西五百川小学校体育館 朝日町 大字常盤い１８１－１
507 西部公民館 朝日町 大字常盤に５１９－７
508 朝日町立旧送橋小学校体育館 朝日町 大字送橋４６１
509 朝日町立旧大谷小学校大沼分校体育館 朝日町 大字大沼２９４－４
510 朝日町立大谷小学校体育館 朝日町 大字大谷１１４７
511 朝日町立旧立木小学校体育館 朝日町 大字立木３００
512 山形県朝日少年自然の家本館 大江町 大字左沢字楯山２５２３－５
513 大江町立左沢小学校体育館 大江町 大字左沢８１６－２
514 大江町立本郷東小学校体育館 大江町 大字本郷丙２７５－２
515 旧大江町立本郷西小学校体育館 大江町 大字十八才甲１１７－１
516 旧大江町立七軒東小学校体育館 大江町 大字貫見６９３－２
517 山里交流館体育館 大江町 大字柳川９５９－１
518 大江町立大江中学校体育館 大江町 大字本郷己６０５
519 中央公民館 大江町 大字本郷丁３７３－１
520 西地区体育館 大江町 大字貫見４６８－２
521 克雪管理センター 大江町 大字沢口２３－１
522 町民ふれあい会館 大江町 大字左沢３０６
523 町体育センター 大江町 大字本郷丁３７３－１
524 横山地区総合センター 大石田町 大字横山９８
525 駒籠公民館 大石田町 大字駒籠６６
526 大石田町立大石田中学校体育館 大石田町 大字大石田丁２１８－１
527 愛宕町公民館 大石田町 大字大石田丁９２－１０
528 クロスカルチャープラザ 大石田町 緑町８
529 旧最北高等技術専門校体育館 大石田町 大字大石田乙５１０
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530 あったまりランド 大石田町 大字豊田８８４－１
531 大石田町町民交流センター 大石田町 緑町２８
532 横内地下道 大石田町 大字今宿字梨木平地内
533 歴史民俗資料館 大石田町 大字大石田乙37-6
534 大石田町役場　庁舎 大石田町 緑町1
535 栄町幹線　地下道 大石田町 大字大石田丙593-1～乙585
536 中道線　地下道 大石田町 大字大石田甲868-2～甲573
537 岩ケ袋1号線　地下道 大石田町 大字岩ケ袋415～192
538 金山町立明安小学校体育館 金山町 大字下野明１６９６－１
539 金山町立金山小学校体育館 金山町 大字金山１０８－２
540 金山町勤労者体育センター 金山町 大字金山５５６－４
541 金山町農村環境改善センター 金山町 大字金山５７１
542 金山町立金山中学校体育館 金山町 大字金山６４１
543 金山町中央公民館 金山町 大字金山６６２－１
544 旧金山町立中田小学校体育館 金山町 大字中田６３７－２
545 金山町立有屋小学校体育館 金山町 大字有屋４８４－１１
546 山形県立新庄北高等学校最上校体育館 最上町 大字向町字水上８６９番２号
547 旧月楯小学校体育館 最上町 大字月楯１４５番地５
548 最上駅公民館 最上町 大字向町１１４番地１７
549 最上町中央公民館 最上町 大字向町６７４番地
550 最上町立認定あたごこども園 最上町 大字向町６８０番地２
551 最上町立最上中学校体育館 最上町 大字向町７６０番地
552 最上町立向町小学校体育館 最上町 大字向町８６９番地１
553 最上町立大堀小学校体育館 最上町 大字志茂１２７番地
554 最上町立大堀保育所 最上町 大字志茂２３８番地
555 最上町基幹集落センター 最上町 大字志茂３０６番地３
556 旧瀬見小学校体育館 最上町 大字大堀７４２番地
557 旧東法田小学校体育館 最上町 大字東法田３９７番地
558 旧富沢小学校体育館 最上町 大字富澤１１６８番地
559 旧赤倉小学校体育館 最上町 大字富澤９８１番地
560 旧満沢小学校体育館 最上町 大字満澤３０９番地１
561 赤倉公民館 最上町 大字富澤９８１番地
562 みつざわ未来創造館らいず（旧満沢小学校） 最上町 大字満澤３０９番地１
563 瀬見公民館（旧瀬見小学校） 最上町 大字大堀７４２
564 最上町役場 最上町 大字向町644
565 赤倉ゆけむり館 最上町 大字富澤817-1
566 西公園温水プール 最上町 大字大堀1360-1
567 産業振興センター 最上町 大字向町581
568 セミナーハウス 最上町 大字向町776-2
569 舟形町生涯学習センター 舟形町 長沢３７９８
570 長沢交流センター 舟形町 長沢１０７２
571 ほほえみ保育園 舟形町 舟形４５４５
572 舟形町中央公民館 舟形町 舟形１２６
573 舟形小学校　　 舟形町 舟形４５６０
574 富長交流センター 舟形町 富田１９４５
575 リサイクルプラザもがみ 舟形町 富田３４７１－３１
576 舟形中学校 舟形町 舟形５５５－４
577 舟形若あゆ温泉 舟形町 長沢８０６７
578 舟形町農村環境改善センター 舟形町 富田１２６５
579 舟形町福祉避難所 舟形町 舟形４５５０－１
580 山形県神室少年自然の家 真室川町 大字川ノ内字水上山３４１４－５
581 真室川町中央公民館 真室川町 大字新町２３３－１
582 真室川町民体育館 真室川町 大字新町９４５
583 真室川町民武道館 真室川町 大字新町２３９－４
584 真室川町立真室川小学校体育館 真室川町 大字川ノ内２１０４－２
585 真室川町立あさひ小学校体育館 真室川町 大字大沢１３８６－２
586 差首鍋地区生涯学習センター体育館 真室川町 大字差首鍋２８８６－１
587 旧真室川町立平枝小学校体育館 真室川町 大字差首鍋１７６３
588 真室川町立真室川北部小学校体育館 真室川町 大字釜渕８１７－３７
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589 小又地区交流センター体育館 真室川町 大字大沢１６６０－１５
590 旧真室川町立あさひ小学校西郡分校体育館 真室川町 大字大沢３３４１－１
591 真室川町立真室川中学校体育館 真室川町 大字大沢５０１６－２６
592 旧大滝小学校 真室川町 大字大滝３３８－２
593 及位地区総合施設 真室川町 及位424-19
594 梅里苑 真室川町 平岡894-2
595 真室川防災センター 真室川町 新町460
596 健康管理センター 真室川町 新町126
597 歴史民俗資料館 真室川町 新町233-1
598 総合保健施設 真室川町 新町469-1
599 大蔵村中央公民館集会場 大蔵村 大字清水２６２０
600 大蔵村立大蔵小学校体育館 大蔵村 大字清水２６８８
601 大蔵村赤松生涯学習センター体育館 大蔵村 大字赤松６８９－１
602 大蔵村立大蔵中学校体育館 大蔵村 大字清水２７２２
603 沼台生涯学習センター体育館 大蔵村 大字南山１４４７－１
604 肘折生涯学習センター体育館 大蔵村 大字南山２１２６－２１３
605 大蔵村保育所 大蔵村 大字清水１４７５－２
606 肘折保育所 大蔵村 大字南山３４０５－５
607 南山交流センター 大蔵村 大字南山６４－５
608 ふるさと味来館 大蔵村 大字南山９６７－９
609 肘折いでゆ館 大蔵村 大字南山４５１－２
610 カルデラ温泉館 大蔵村 大字南山２１２７－７９
611 大蔵村役場 大蔵村 大字清水2528番地
612 大蔵小学校 大蔵村 大字清水2688番地
613 大蔵中学校 大蔵村 大字清水2722番地
614 肘折防災センター 大蔵村 大字南山21256番地213
615 沼の台防災センター 大蔵村 大字南山1447番地1
616 肘折いでゆ館 大蔵村 大字南山451番地2
617 赤松生涯学習センター 大蔵村 大字赤松986番地1
618 大蔵村中央公民館 大蔵村 大字清水2620番地
619 大蔵村保育所 大蔵村 大字清水1457番地2
620 大蔵村児童館 大蔵村 大字清水1456番地2
621 肘折保育所 大蔵村 大字清水3405番地5
622 大蔵村診療所 大蔵村 大字清水2325番地3
623 鮭川村中央公民館 鮭川村 大字京塚１３２４－２
624 鮭川村農村交流センター 鮭川村 大字佐渡２００３－７
625 鮭川村保健センター 鮭川村 大字佐渡８３５－４
626 鮭川村立鮭川中学校 鮭川村 大字庭月２５１０－１
627 こまどり保育所 鮭川村 大字京塚１３２３－１
628 鮭川村立鮭川小学校 鮭川村 大字佐渡２０００－２
629 ふるさと文化伝承館 鮭川村 大字京塚１３２４－２
630 ふれあいスポーツセンター太陽館 鮭川村 大字佐渡８２１
631 鮭の子館 鮭川村 大字川口２７１－２１
632 木の子館 鮭川村 大字川口４９８０
633 鮭川保育所 鮭川村 大字佐渡２００１－１
634 中央公民館 戸沢村 大字名高１５９３－８６
635 戸沢村若者センター 戸沢村 大字蔵岡３７１８－１
636 戸沢村立戸沢小学校体育館 戸沢村 大字名高１５９２
637 戸沢村立角川小・中学校体育館 戸沢村 大字角川５８２
638 戸沢村立戸沢中学校体育館 戸沢村 大字蔵岡２９０５－７
639 神田保育所 戸沢村 大字神田３６４５－１
640 戸沢保育所 戸沢村 大字名高１５９３－３９３
641 古口保育所 戸沢村 大字古口１９９－３
642 角川保育所 戸沢村 大字角川４５２－１
643 戸沢村保健センター 戸沢村 大字古口２６６４－１
644 農業環境改善センター 戸沢村 大字角川４８１－１
645 いきいきランドぽんぽ館 戸沢村 大字松坂１５５
646 旧高畠町立第一中学校体育館 高畠町 大字安久津７００
647 町営第二体育館 高畠町 大字元和田６５０
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648 高畠町立高畠小学校体育館 高畠町 大字高畠３５４７
649 高畠町営体育館 高畠町 大字高畠４３５
650 高畠町中央公民館 高畠町 大字高畠４３５
651 高畠町立糠野目小学校体育館 高畠町 大字上平柳２０７０
652 高畠町立二井宿小学校体育館 高畠町 大字二井宿２７５０
653 高畠町総合交流プラザ 高畠町 大字高畠９０６
654 屋代地区公民館 高畠町 大字竹森５８－２
655 山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 高畠町 大字安久津2117
656 高畠町立高畠中学校体育館 高畠町 大字相森５５０
657 深沼地下横断歩道 高畠町 大字深沼字舟入地内
658 高畠町役場庁舎 高畠町 大字高畠436
659 高畠小学校 高畠町 大字高畠3547
660 亀岡小学校 高畠町 大字亀岡2916
661 高畠中学校 高畠町 大字相森５５０
662 高畠町文化ホール 高畠町 大字高畠323
663 高畠町郷土資料館 高畠町 大字安久津2011
664 濱田広介記念館 高畠町 大字一本柳2110
665 濱田広介記念館ホール 高畠町 大字一本柳2110
666 健康管理施設げんき館 高畠町 大字高畠379-1
667 屋内遊戯場もっくる 高畠町 大字福沢196
668 高畠町太陽館 高畠町 大字山崎200-1
669 山形県立置賜農業高等学校体育館 川西町 大字上小松３７２３
670 旧川西町立高山小学校体育館 川西町 大字高山１９１３
671 川西町立吉島小学校体育館 川西町 大字洲島２３８１
672 川西町立犬川小学校体育館 川西町 大字小松８２３
673 川西町立大塚小学校体育館 川西町 大字大塚３０３０
674 川西町立中郡小学校体育館 川西町 大字莅２３９
675 総合コロニー希望ヶ丘体育館 川西町 大字下小松２０４５－２０
676 川西町交流館 川西町 大字吉田４６９０
677 川西町総合運動公園（町民体育館、クラブハウスＡＩＫ） 川西町 大字中小松２２４０－１
678 川西町フレンドリープラザ 川西町 大字上小松１０３７－１
679 川西町中央公民館 川西町 大字上小松１５５９－３
680 玉庭地区交流センター 川西町 大字玉庭６７０８－５
681 役場庁舎大会議室・交流室 川西町 大字上小松９７７－１
682 山形県立小国高等学校体育館 小国町 大字岩井沢６２１
683 小国町民総合体育館 小国町 大字岩井沢６８３－１
684 小国町立小国小学校アリーナ 小国町 大字岩井沢６７３
685 小国町立小国中学校体育館 小国町 大字岩井沢７１９
686 小国町役場庁舎 小国町 大字小国小坂町2-70
687 旧北部小中学校校舎 小国町 大字太鼓沢48-7
688 旧小玉川小中学校校舎 小国町 大字小玉川511-1
689 旧白沼小中学校校舎 小国町 大字沼沢547-2
690 旧玉川小中学校校舎 小国町 大字玉川336
691 旧伊佐領小学校校舎 小国町 大字伊佐領178
692 旧沖庭小学校校舎 小国町 大字若山224-2
693 おぐに開発総合センター 小国町 大字岩井沢704
694 健康管理センター 小国町 大字あけぼの1-1
695 白鷹町立蚕桑小学校体育館 白鷹町 大字横田尻３５８７
696 白鷹町立鮎貝小学校体育館 白鷹町 大字鮎貝５２１５
697 白鷹町立荒砥小学校体育館 白鷹町 大字荒砥乙５４０－１
698 旧鷹山小学校スポーツ交流広場（体育館） 白鷹町 大字滝野３１１６－７
699 白鷹町立東根小学校体育館 白鷹町 大字畔藤５０３１
700 山峡の里交流施設 白鷹町 大字十王４０６８－２
701 山形県飯豊少年自然の家 飯豊町 大字添川字関山３５３５－３３
702 飯豊町立第一小学校体育館 飯豊町 大字萩生６７７番地
703 飯豊町立第二小学校体育館 飯豊町 大字小白川３３６０番地
704 飯豊町立飯豊中学校体育館 飯豊町 大字椿１８６２番地
705 飯豊町民スポーツセンター 飯豊町 大字椿１８５９番地
706 飯豊町町民総合センター 飯豊町 大字椿３６２２番地
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707 飯豊町白椿地区公民館 飯豊町 大字椿１９０２の４番地
708 飯豊町立添川小学校体育館 飯豊町 大字添川２９３４番地の１
709 飯豊町立手ノ子小学校体育館 飯豊町 大字手ノ子１６９４番地の１
710 飯豊町立（旧）中津川小中学校体育館 飯豊町 大字下屋地３３１番地の１
711 飯豊町中津川地区公民館 飯豊町 大字上原４６９番地
712 三川町公民館 三川町 大字横山字西田５２－１
713 三川町立横山小学校体育館 三川町 大字横山字大正１４０
714 三川町立押切小学校体育館 三川町 大字押切新田字髙前１
715 ふれあい館 三川町 大字横山字堤１８９－３
716 三川町立東郷小学校体育館 三川町 大字神花字六瀬２９７
717 三川町立三川中学校体育館 三川町 大字横山字堤１０５
718 なの花ホール 三川町 大字横山字堤１７２－１
719 子育て交流施設テオトル 三川町 大字押切新田字桜木８－１
720 庄内町大中島自然ふれあい館 庄内町 立谷沢字大谷１－３
721 庄内町立谷沢公民館 庄内町 肝煎字福地山本５３－１
722 庄内町清川公民館 庄内町 清川字花崎１－２
723 庄内町立清川保育園 庄内町 清川字花崎５７－２
724 庄内町立立川中学校体育館 庄内町 狩川字松葉１－１
725 庄内町狩川公民館 庄内町 狩川大字大釜１１－１
726 庄内町コミュニティ防災センター 庄内町 狩川大字楯下９７－１
727 庄内町立川老人福祉センター 庄内町 狩川字大釜２３－１
728 庄内町農林漁業体験実習館 庄内町 狩川字笠山１４６
729 庄内町風車村センター 庄内町 狩川字笠山４４４－９
730 庄内町総合体育館 庄内町 余目字大塚５－１
731 庄内町文化創造館 庄内町 余目字仲谷地２８０
732 庄内町役場本庁舎 庄内町 余目字町132-1
733 庄内町役場立川総合支所 庄内町 狩川字大釜22
734 余目第一小学校 庄内町 余目字南田105-1
735 余目第二小学校 庄内町 払田字村東68
736 余目第三小学校 庄内町 廿六木字三百地6-1
737 余目第四小学校 庄内町 主殿新田字赤渕21-1
738 立川小学校 庄内町 狩川字松葉5-1
739 余目中学校 庄内町 余目字猿田30
740 立川中学校 庄内町 狩川字松葉1-1
741 庄内町総合体育館 庄内町 余目字大塚5-1
742 狩川まちづくりセンター 庄内町 狩川字大釜11-1
743 清川まちづくりセンター 庄内町 清川字花崎1-2
744 立谷沢まちづくりセンター 庄内町 肝煎字福地山本53-1
745 大中島自然ふれあい館 庄内町 立谷沢字大谷1-3
746 文化創造館 庄内町 余目字仲谷地280
747 コミュニティ防災センター 庄内町 狩川字楯下97-1
748 山形県立鳥海学園体育館 遊佐町 藤崎字茂森１４－１７８
749 山形県金峰少年自然の家海浜自然の家管理宿泊棟 遊佐町 大字菅里字菅野２９９
750 遊佐町立蕨岡小学校 遊佐町 豊岡字花塚２９－１
751 遊佐町立遊佐小学校 遊佐町 吉出字和田１３
752 遊佐町立藤崎小学校 遊佐町 江地字丁才谷地３１－４
753 遊佐町立高瀬小学校 遊佐町 当山字堰中瀬２５－４
754 遊佐町立吹浦小学校 遊佐町 吹浦字西楯９－６
755 遊佐町立遊佐中学校 遊佐町 小原田字上川原１８－１
756 遊佐町生涯学習センター 遊佐町 遊佐字鶴田５２－２
757 稲川まちづくりセンター 遊佐町 増穂字大坪２５－２
758 西遊佐まちづくりセンター 遊佐町 藤崎字千代ノ藤２－２
759 吹浦防災センター 遊佐町 吹浦字布倉１０－１
760 遊佐町民体育館 遊佐町 遊佐字鶴田２９－２
761 遊佐町漁村センタ－ 遊佐町 吹浦字釜磯１
762 遊佐町農業者トレニングセンタ－ 遊佐町 遊佐字鶴田５０－３
763 遊佐町防災センター 遊佐町 遊佐字南田筋3-1
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