
整理
番号

名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号

1 山形県立産業技術短期大学校体育館 山形市 松栄２丁目２番１号
2 山形県立山形東高等学校体育館 山形市 緑町１丁目５番８７号
3 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
4 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
5 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
6 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
7 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
8 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
9 山形県立山形中央高等学校第二体育館 山形市 鉄砲町２丁目１０番７３号
10 山形県立霞城学園高等学校アリーナ 山形市 城南町１丁目１番１号
11 山形県立山形聾学校体育館 山形市 大字谷柏２０
12 山形県立山形養護学校体育館 山形市 行才１１６
13 山形県体育館 山形市 霞城町１－２
14 山形県武道館 山形市 霞城町１－２
15 山形県立産業技術短期大学校グラウンド 山形市 松栄２丁目２番１号
16 県民ふれあい広場 山形市 桜町
17 山形県立山形東高等学校グラウンド 山形市 緑町１丁目５番８７号
18 山形県立山形南高等学校グラウンド 山形市 東原町４丁目６番１６号
19 山形県立山形西高等学校グラウンド 山形市 鉄砲町１丁目１５番６４号
20 山形県立山形西高等学校末広校舎グラウンド 山形市 末広町４番２３号
21 山形県立山形北高等学校グラウンド 山形市 緑町２丁目２番７号
22 山形県立山形中央高等学校グラウンド 山形市 鉄砲町２丁目１０番７３号
23 山形県立山形中央高等学校松山グラウンド 山形市 松山１丁目
24 山形県立山形養護学校グラウンド 山形市 行才１１６
25 山形県あかねヶ丘陸上競技場 山形市 あかねヶ丘２－４－１
26 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
27 山形市立第十小学校体育館 山形市 やよい２丁目６－１
28 飯塚コミュニティセンター 山形市 横道７
29 山形市立第四中学校体育館 山形市 花楯２丁目１０－４８
30 山形市立宮浦小学校体育館 山形市 宮浦１７－３
31 北部公民館 山形市 宮町４丁目１７－１３
32 山形市立第三小学校体育館 山形市 宮町５丁目７－５８
33 椹沢コミュニティセンター 山形市 金石田８－２
34 元木公民館 山形市 元木３丁目４－８
35 江南公民館 山形市 江南１丁目１－２７
36 江南体育館 山形市 江南１丁目１－２７
37 山形市立第二小学校体育館 山形市 香澄町３丁目９－３８
38 山形市立桜田小学校体育館 山形市 桜田東１丁目１－３０
39 鈴川コミュニティセンター 山形市 山家町２丁目４－４８
40 山形市立第十中学校体育館 山形市 若宮１丁目１０－１２
41 南部公民館 山形市 小荷駄町７－１１０
42 南部体育館 山形市 小荷駄町７－１１０
43 福祉体育館 山形市 小白川町２丁目３－３３
44 東部公民館 山形市 小白川町２丁目３－４７
45 山形市立第八小学校体育館 山形市 小白川町２丁目８－３６
46 山形市立滝山小学校体育館 山形市 小立４丁目１３－８６
47 山形市立第一中学校体育館 山形市 松波３丁目１－１５
48 霞城公民館 山形市 城西町２丁目２－１５
49 山形市立第七小学校体育館 山形市 城北町２丁目９－３７
50 金井コミュニティセンター 山形市 大字陣場９０３
51 山形市立金井中学校体育館 山形市 陣場３丁目１２－２５
52 山形市立金井小学校体育館 山形市 陣場３丁目７－６０
53 山形市立第二中学校体育館 山形市 西崎６２
54 山形市立西小学校体育館 山形市 西田３丁目２－１
55 山形市立南小学校体育館 山形市 青田２丁目１－１
56 山形市立東小学校体育館 山形市 泉町１９－３１
57 山形市立第三中学校体育館 山形市 双葉町２丁目１－１０
58 山形市立第四小学校体育館 山形市 相生町４－３７
59 蔵王体育館 山形市 蔵王温泉字上の台１０３
60 山形市立蔵王第三小二中学校体育館 山形市 蔵王温泉字丈二田７２７
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61 山形市立蔵王第二小学校体育館 山形市 蔵王上野字南坂２１１６
62 山形市立蔵王第一小学校体育館 山形市 蔵王成沢西４丁目３－１７
63 山形市立蔵王第一中学校体育館 山形市 蔵王南成沢３４
64 蔵王コミュニティセンター 山形市 蔵王半郷１０２８
65 山形市立高瀬小学校体育館 山形市 大字下東山１２６４
66 高瀬コミュニティセンター（高瀬紅花ふれあいセンター） 山形市 大字下東山１３６０
67 山形市立明治小学校体育館 山形市 大字灰塚４５４
68 山形市立山寺小中学校体育館 山形市 大字山寺１６５０
69 山寺コミュニティセンター 山形市 大字山寺５１７－１
70 山形市立出羽小学校体育館 山形市 大字漆山３１６９
71 明治コミュニティセンター 山形市 大字渋江字金甲９７９
72 南山形コミュニティセンター 山形市 大字松原２０３－１
73 山形市立南山形小学校体育館 山形市 大字松原字東河原１８８
74 山形市立大曽根小学校体育館 山形市 大字上反田２７８
75 大曽根コミュニティセンター 山形市 大字上反田８１１－２
76 滝山コミュニティセンター 山形市 大字青田字仲田１９６－２
77 山形市立楯山小学校体育館 山形市 大字青柳字一本木６４
78 出羽コミュニティセンター 山形市 大字千手堂４０４－１
79 山形市立村木沢小学校体育館 山形市 大字村木沢６０４６
80 山形市立第八中学校体育館 山形市 大字村木沢字河原田１６２０－２
81 村木沢コミュニティセンター 山形市 大字村木沢字金沢１６７２－１
82 山形市立大郷小学校体育館 山形市 大字中野５０６
83 大郷コミュニティセンター 山形市 大字中野字楯５４３
84 山形市立高楯中学校体育館 山形市 大字中里３８
85 山形市立本沢小学校体育館 山形市 大字長谷堂１１１１－１
86 本沢コミュニティセンター 山形市 大字長谷堂字御手作１０７０－１
87 山形市立第九中学校体育館 山形市 大字津金沢字中谷地６５７
88 山形市立西山形小学校体育館 山形市 大字柏倉８８８
89 西山形コミュニティセンター 山形市 大字柏倉字３７７６番地３
90 楯山コミュニティセンター 山形市 大字風間字台１１８１－１
91 東沢コミュニティセンター 山形市 大字妙見寺字酒塩川４
92 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
93 山形市立第六小学校体育館 山形市 鉄砲町２丁目９－５５
94 山形市立第七中学校体育館 山形市 天神町２５２０
95 山形市立第五小学校体育館 山形市 東原町１丁目１－９
96 南沼原コミュニティセンター 山形市 南館西１９－１１
97 山形市立第六中学校体育館 山形市 南原町２丁目３－５５
98 山形市立第九小学校体育館 山形市 馬見ヶ崎２丁目５－１
99 山形市立南沼原小学校体育館 山形市 富の中１丁目１－４
100 山形市立東沢小学校体育館 山形市 防原町４－１５
101 山形市立第一小学校体育館 山形市 本町１丁目５－１９
102 山形市立第五中学校体育館 山形市 薬師町１丁目１４－１０
103 千歳コミュニティセンター 山形市 落合町１０８７－１
104 山形市立千歳小学校体育館 山形市 落合町１３５９
105 山形市立鈴川小学校体育館 山形市 鈴川町３丁目７－１０
106 西部公民館 山形市 篭田１丁目２－２３
107 あかねヶ丘公園 山形市 あかねケ丘１丁目１４－１
108 あかねヶ丘北公園 山形市 あかねケ丘１丁目４－１
109 山形市立商業高等学校グラウンド 山形市 あかねケ丘１丁目９－１
110 ひまわり公園 山形市 あかねケ丘３丁目１１－１
111 名取公園 山形市 あこや町１丁目１４－１
112 姫公園 山形市 あこや町３丁目３９－７
113 太郎公園 山形市 あこや町３丁目４６－５
114 おおはぐろ公園 山形市 あさひ町１００－１
115 つくし公園 山形市 あずま町２３－２
116 山形市立第十小学校グラウンド 山形市 やよい２丁目６－１
117 神明公園 山形市 印役町２丁目８７３－６
118 円応寺町公園 山形市 円応寺１６
119 つきやま公園 山形市 下条町２丁目４０
120 西部南公園 山形市 下条町２丁目６－１
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121 西部北公園 山形市 下条町３丁目１７
122 流通西公園 山形市 下柳２４
123 花楯公園 山形市 花楯１丁目２１９
124 山形市立第四中学校グラウンド 山形市 花楯２丁目１０－４８
125 霞城公園 山形市 霞城町３
126 吉原公園 山形市 吉原１丁目２５
127 久保田公園 山形市 久保田２丁目３－１
128 久保田花園公園 山形市 久保田３丁目９－１
129 山形市立宮浦小学校グラウンド 山形市 宮浦１７－３
130 宮町公園 山形市 宮町１丁目３０３４
131 なかよし公園 山形市 宮町２丁目３０３８
132 両所宮公園 山形市 宮町３丁目８－２
133 宮町観音堂公園 山形市 宮町４丁目１６－１
134 山形市立第三小学校グラウンド 山形市 宮町５丁目７－５８
135 ひょうたん公園 山形市 元木１丁目６－１
136 元木２号公園 山形市 元木２丁目６－１
137 中ノ目公園 山形市 元木３丁目６
138 五日町公園 山形市 五日町１８－１８
139 かすみ公園 山形市 幸町４
140 清水町公園 山形市 江南１丁目４３３
141 南江俣公園 山形市 江南３丁目１８－４
142 江俣東公園 山形市 江俣２丁目８
143 江俣中央公園 山形市 江俣３丁目７
144 江俣西公園 山形市 江俣４丁目１１
145 荒楯西公園 山形市 荒楯１丁目１６－１
146 荒楯中央公園 山形市 荒楯１丁目６－１
147 駅前公園 山形市 香澄町１丁目１２－１
148 山形市立第二小学校グラウンド 山形市 香澄町３丁目９－３８
149 高堂公園 山形市 高堂１丁目５８－５８
150 本面公園 山形市 桜田西２丁目２
151 坂巻公園 山形市 桜田西３丁目３
152 四ツ堀公園 山形市 桜田西４丁目６
153 山形市立桜田小学校グラウンド 山形市 桜田東１丁目１－３０
154 広面公園 山形市 桜田東１丁目５
155 樋口公園 山形市 桜田東４丁目４
156 山形市立第十中学校グラウンド 山形市 若宮４９
157 寿町公園 山形市 寿町１０８－５
158 第二公園 山形市 十日町４丁目１６４１
159 春日公園 山形市 春日町４７－１１
160 白鳩公園 山形市 春日町６３－１
161 小荷駄町公園 山形市 小荷駄町１０
162 小姓町公園 山形市 小姓町３９－１４
163 小白川地蔵公園 山形市 小白川３丁目９－１
164 十二柳公園 山形市 小白川４丁目８９
165 千歳が丘公園 山形市 小白川町１丁目１４－１
166 あこや公園 山形市 小白川町１丁目７－１
167 山形市立第八小学校グラウンド 山形市 小白川町２丁目８－３６
168 小白川公園 山形市 小白川町２丁目８６０－４
169 天満公園 山形市 小白川町３丁目３－２６
170 小白川南公園 山形市 小白川町４丁目２５－１
171 こだま公園 山形市 小白川町４丁目２８－１
172 あけぼの公園 山形市 小白川町５丁目１１－１
173 かじか公園 山形市 小白川町５丁目１９－９
174 小立公園 山形市 小立１丁目５－１
175 戸神公園 山形市 小立３丁目５－１
176 福ノ神公園 山形市 小立４丁目１８０－１
177 山形市立滝山小学校グラウンド 山形市 小立４丁目４丁目１３－８６
178 松栄公園 山形市 松栄１丁目３－７
179 松見公園 山形市 松見町１９－１
180 松山公園 山形市 松山３丁目８－１
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181 べにばな公園 山形市 松波１丁目１３
182 松波公園 山形市 松波２丁目４－１
183 山形市立第一中学校グラウンド 山形市 松波３丁目１－１５
184 かもしか公園 山形市 松波４丁目４
185 篭田北公園 山形市 上町１丁目１２－１
186 上町公園 山形市 上町２丁目４－３
187 上町南公園 山形市 上町５丁目３－１
188 蛍ヶ丘公園 山形市 城西町３丁目４９
189 しらとり公園 山形市 城西町４丁目１９
190 砂塚公園 山形市 城西町５丁目４９－１
191 あさひ公園 山形市 城西町５丁目４９－２
192 城南公園 山形市 城南町３丁目５７－１
193 みつばち公園 山形市 城北町２丁目４８０
194 陣場公園 山形市 陣場２丁目４
195 山形市立金井中学校グラウンド 山形市 陣場３丁目１２－２５
196 山形市立金井小学校グラウンド 山形市 陣場３丁目７－６０
197 ほなみ公園 山形市 陣場南４
198 陣場瀬波公園 山形市 瀬波２丁目９－６
199 西原公園 山形市 西原２丁目４－１
200 山形市立第二中学校グラウンド 山形市 西崎６２
201 西田中央公園 山形市 西田２丁目１９
202 山形市立西小学校グラウンド 山形市 西田３丁目２－１
203 行西公園 山形市 西田４丁目１６－１
204 西田公園 山形市 西田４丁目２６－１
205 西田かえで公園 山形市 西田５丁目１２－３
206 山形市立南小学校グラウンド 山形市 青田２丁目１－１
207 若松公園 山形市 青田２丁目１２
208 迎田公園 山形市 青田４丁目１４
209 上河原公園 山形市 千歳１丁目２３３１
210 刈田公園 山形市 千歳１丁目２６４９
211 山形市立東小学校グラウンド 山形市 泉町１９－３１
212 いずみひばり公園 山形市 泉町２４－５
213 いずみ公園 山形市 泉町９－７
214 前田公園 山形市 前田８－１
215 山形市立第三中学校グラウンド 山形市 双葉町２丁目１－１０
216 双葉公園 山形市 双葉町２丁目３２－８
217 山形市立第四小学校グラウンド 山形市 相生町４－３７
218 山形市立蔵王第三小二中学校グラウンド 山形市 蔵王温泉字丈二田７２７
219 南ヶ丘公園 山形市 蔵王桜田字広面１３３－９５
220 蔵王美原公園 山形市 蔵王松ヶ丘１丁目１－１７
221 蔵王松ヶ丘公園 山形市 蔵王松ヶ丘１丁目２－７
222 山形市立蔵王第二小学校グラウンド 山形市 蔵王上野字南坂２１１６
223 しんなん南公園 山形市 蔵王成沢向久保田２２２７－２
224 睦公園 山形市 蔵王成沢字久保田４９９－７４
225 山形市立蔵王第一小学校グラウンド 山形市 蔵王西成沢４１－１
226 山形市立蔵王第一中学校グラウンド 山形市 蔵王南成沢３４
227 飯田西の前公園 山形市 蔵王飯田字西の前１７２９
228 山形市立高瀬小学校グラウンド 山形市 大字下東山１２６４
229 山形市立明治小学校グラウンド 山形市 大字灰塚４５４
230 山形市立山寺小中学校グラウンド 山形市 大字山寺１６５０
231 山形市立出羽小学校グラウンド 山形市 大字漆山３１６９
232 漆山さくら公園 山形市 大字漆山字下川原３３８８
233 山形市立南山形小学校グラウンド 山形市 大字松原字東河原１８８
234 よつば公園 山形市 大字沼木字高野内４３３－１０２
235 西部運動広場 山形市 大字沼木字新田９４８
236 山形市立大曽根小学校グラウンド 山形市 大字上反田２７８
237 山形市立楯山小学校グラウンド 山形市 大字青柳字一本木６４
238 山形市立村木沢小学校グラウンド 山形市 大字村木沢６０４６
239 山形市立第八中学校グラウンド 山形市 大字村木沢字河原田１６２０－２
240 山形市立大郷小学校グラウンド 山形市 大字中野５０６
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241 山形市立高楯中学校グラウンド 山形市 大字中里３８
242 山形市立本沢小学校グラウンド 山形市 大字長谷堂１１１１－１
243 山形市立第九中学校グラウンド 山形市 大字津金沢字中谷地６５７
244 山形市立西山形小学校グラウンド 山形市 大字柏倉８８８
245 元山形市立双葉小学校グラウンド 山形市 大字門伝字荻の窪２８３６
246 大峰公園 山形市 中桜田１丁目５
247 さくら公園 山形市 中桜田２丁目８－１
248 うえのやま公園 山形市 中桜田３丁目４
249 鋳物町運動広場 山形市 鋳物町２４
250 長町熊野公園 山形市 長町３丁目１３－３
251 西浦公園 山形市 長町４丁目２５３２
252 鳥居ヶ丘公園 山形市 鳥居ヶ丘１２５５
253 山形市立第六小学校グラウンド 山形市 鉄砲町２丁目９－５５
254 山形市立第七中学校グラウンド 山形市 天神町２５２０
255 山形市立第五小学校グラウンド 山形市 東原町１丁目１－９
256 もみじ公園 山形市 東原町２丁目２４０－３５
257 ひぐらし公園 山形市 東山形１丁目３－１
258 こまくさ公園 山形市 東山形２丁目５－１
259 東青田公園 山形市 東青田２丁目１２
260 謡光公園 山形市 東青田３丁目１０
261 柳田公園 山形市 東青田町４丁目７
262 あかしや公園 山形市 銅町２丁目１０－８
263 新銅町公園 山形市 銅町２丁目１０－８
264 みなみ公園 山形市 南一番町８－１
265 八丁路公園 山形市 南栄町３丁目１１－１
266 南沼原中央公園 山形市 南館西１８－１
267 きたうら公園 山形市 南原町１丁目１１７０
268 山形市立第六中学校グラウンド 山形市 南原町２丁目３－５５
269 南原中央公園 山形市 南原町３丁目１２
270 南山形公園 山形市 南松原２丁目４－４
271 土樋東公園 山形市 馬見ヶ崎１丁目４
272 沖西公園 山形市 馬見ヶ崎２丁目１４
273 山形市立第九小学校グラウンド 山形市 馬見ヶ崎２丁目５－１
274 土樋西公園 山形市 馬見ヶ崎３丁目６
275 樋越公園 山形市 馬見ヶ崎４丁目１１
276 飯塚公園 山形市 飯塚町２００６
277 飯田公園 山形市 飯田５丁目１７６４
278 みずかみ第二公園 山形市 飯田西２丁目４
279 飯田西の前第二公園 山形市 飯田西５丁目１７３０
280 桧葉の木公園 山形市 桧町３丁目１０－１
281 山形市立南沼原小学校グラウンド 山形市 富の中１丁目１－４
282 平清水公園 山形市 平清水２丁目４－１
283 山形市立東沢小学校グラウンド 山形市 防原町４－１５
284 皆川公園 山形市 北山形２丁目６－１
285 北町公園 山形市 北町１丁目２３
286 天狗橋公園 山形市 北町２丁目１３
287 安堵橋公園 山形市 北町２丁目８
288 西柳公園 山形市 北町３丁目１０－１２
289 柳橋公園 山形市 北町４丁目１－２
290 山形市立第一小学校グラウンド 山形市 本町１丁目５－１９
291 末広町公園 山形市 末広町５
292 さくら木公園 山形市 木の実町７－１２
293 ふれあい公園 山形市 薬師町１丁目１１－１
294 山形市立第五中学校グラウンド 山形市 薬師町１丁目１４－１０
295 山形市球技場 山形市 薬師町2丁目22-72
296 馬畔公園 山形市 薬師町２丁目３３４８
297 薬師公園 山形市 薬師町２丁目６１６
298 山形市立千歳小学校グラウンド 山形市 落合町１３５９
299 立谷川運動広場 山形市 立谷川２丁目９５９
300 流通センター野球場 山形市 流通センター２丁目１
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301 流通南公園 山形市 流通センター２丁目２－１
302 流通東公園 山形市 流通センター４丁目２－５
303 緑町公園 山形市 緑町４丁目１６－２
304 がにがわ公園 山形市 鈴川町２丁目６－５
305 やんべ公園 山形市 鈴川町３丁目１０７－２
306 山形市立鈴川小学校グラウンド 山形市 鈴川町３丁目７－１０
307 篭田東公園 山形市 篭田１丁目８－１
308 篭田中央公園 山形市 篭田３丁目４－１
309 山形市立第七小学校グラウンド 山形市 城北町２丁目９－３７
310 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
311 山形市立みはらしの丘小学校グラウンド 山形市 みはらしの丘三丁目４
312 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
313 国立大学法人山形大学グラウンド 山形市 小白川町一丁目4-12
314 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
315 国立大学法人山形大学附属中学校グラウンド 山形市 松波二丁目7-3
316 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
317 国立大学法人山形大学附属小学校グラウンド 山形市 松波二丁目7-2
318 山形広域クリーンセンター運動場 山形市 大字沼木字高野内486-3
319 中野目団地公園 山形市 大字中野目字赤坂1179-5
320 高原中央公園 山形市 高原町字滝ノ沢239-241
321 白山北公園 山形市 白山一丁目７-５
322 白山南公園 山形市 白山二丁目5-3
323 南追手前広場公園 山形市 城南町二丁目154
324 三の丸稲荷口東公園 山形市 双葉町一丁目507
325 鈴川公園 山形市 上山家町字沼の辺803ほか
326 いわざき公園 山形市 桜田南5ｰ1
327 もとだて公園 山形市 成沢西二丁目10-1
328 町浦公園 山形市 成沢西五丁目4-14，4-15
329 吉原西公園 山形市 吉原二丁目2-1
330 富の中公園 山形市 富の中四丁目6-11
331 二ツ塚公園 山形市 吉原三丁目9-1
332 柳原公園 山形市 吉原二丁目16-１
333 穴田公園 山形市 吉原一丁目11-14
334 三つ江公園 山形市 若宮二丁目4-1
335 蔵王みはらしの丘２号公園 山形市 大字松原字弥陸原地内
336 沖東公園 山形市 馬見ケ崎一丁目19
337 西成沢公園 山形市 成沢西一丁目3-3
338 城南橋公園 山形市 城南町二丁目150
339 くぼた緑地 山形市 成沢西三丁目6-5
340 青田沼公園 山形市 上桜田一丁目4-1
341 月山公園 山形市 上桜田二丁目6-25
342 杜の公園 山形市 吉原南907-25
343 若宮公園 山形市 若宮二丁目18-１
344 芸工大前公園 山形市 上桜田四丁目5-1外
345 蔵王みはらしの丘３号公園 山形市 大字松原1504番地１外
346 本屋敷公園 山形市 嶋北三丁目8-1
347 河原田公園 山形市 嶋北一丁目12-6
348 梅野木前公園 山形市 嶋南三丁目12-１
349 深町公園 山形市 深町二丁目67-4
350 嶋公園 山形市 嶋北二丁目2-2
351 蔵王みはらしの丘１号公園 山形市 みはらしの丘一丁目119番
352 蔵王みはらしの丘４号公園 山形市 みはらしの丘三丁目62番
353 みずかみ第一公園 山形市 飯田三丁目2641番地外
354 蔵王駅西公園 山形市 大字松原字江向660番67外
355 沼木緑地 山形市 大字沼木字下河原1056番1外
356 漆山石田公園 山形市 大字漆山字石田556-4
357 嶋遺跡公園 山形市 嶋北２－３－１
358 清住公園 山形市 清住町１－３５－１
359 成沢地下横断歩道 山形市 蔵王松ヶ丘一丁目地内
360 西成沢地下道 山形市 成沢西一丁目地内
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361 飯田南横断地下道 山形市 飯田西四丁目地内
362 飯田北横断地下道 山形市 飯田一丁目地内
363 飯田西の前横断地下道 山形市 飯田一丁目地内
364 松山横断地下道 山形市 松山一丁目地内
365 千歳横断地下道 山形市 前田町三丁目地内
366 山家地下横断歩道 山形市 山家町二丁目地内
367 大野目地下横断歩道 山形市 大野目一丁目地内
368 さおとめ地下道 山形市 大野目四丁目地内
369 ほづみ地下道 山形市 大野目四丁目地内
370 鉄砲町地下横断歩道 山形市 鉄砲町三丁目地内
371 蔵王みはらしの丘公園 山形市 みはらしの丘二丁目115番地
372 山形県立米沢興譲館高等学校体育館 米沢市 大字笹野１１０１
373 山形県立米沢東高等学校体育館 米沢市 丸の内２丁目５ー６３
374 山形県立米沢工業高等学校体育館 米沢市 大字川井３００
375 山形県立米沢商業高等学校体育館 米沢市 本町３丁目１ー１２
376 山形県立米沢養護学校体育館 米沢市 太田町４丁目１ー１０２
377 山形県立米沢興譲館高等学校グラウンド 米沢市 大字笹野１１０１
378 山形県立米沢東高等学校グラウンド 米沢市 丸の内２丁目５ー６３
379 山形県立米沢工業高等学校グラウンド 米沢市 大字川井３００
380 山形県立米沢商業高等学校グラウンド 米沢市 本町３丁目１ー１２
381 山形県立米沢養護学校グラウンド 米沢市 太田町４丁目１ー１０２
382 米沢市立第一中学校体育館 米沢市 駅前４丁目３ー５１
383 米沢市塩井コミュニティセンター 米沢市 塩井町塩野２０６８ー１
384 米沢市立塩井小学校体育館 米沢市 塩井町塩野３７６０
385 米沢市立第三中学校体育館 米沢市 舘山２丁目４ー５８
386 米沢市児童会館 米沢市 丸の内１丁目３ー４７
387 米沢市立興譲小学校体育館 米沢市 丸の内２丁目１ー５８
388 米沢市営体育館 米沢市 金池３丁目１ー６２
389 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ー６
390 米沢市窪田コミュニティセンター 米沢市 窪田町窪田６３８ー４
391 米沢市立窪田小学校体育館 米沢市 窪田町窪田６６５ー３
392 米沢市愛宕コミュニティセンター 米沢市 古志田町７６ー３
393 米沢市立愛宕小学校体育館 米沢市 御廟３丁目１０ー１
394 米沢市広幡コミュニティセンター 米沢市 広幡町上小菅１３９４ー７
395 米沢市立広幡小学校体育館 米沢市 広幡町上小菅１３９６
396 アクティー米沢 米沢市 西大通１丁目５ー５
397 米沢市すこやかセンター 米沢市 西大通１丁目５ー６０
398 米沢市南原コミュニティセンター関分館 米沢市 大字関４０２ー６
399 米沢市立元関根小学校体育館 米沢市 大字関根１３５４１
400 米沢市山上コミュニティセンター 米沢市 大字関根５３１－１
401 米沢市立三沢西部小学校体育館 米沢市 大字口田沢２３６１ー１
402 米沢市田沢コミュニティセンター 米沢市 大字口田沢２３７５ー１
403 米沢市立第七中学校体育館 米沢市 大字川井１０８ー３
404 米沢市上郷コミュニティセンター 米沢市 大字梓川６８１－１
405 米沢市立上郷小学校体育館 米沢市 大字竹井１３８３
406 米沢市立南原小学校体育館 米沢市 大字南原笹野町２９８４
407 米沢市南原コミュニティセンター 米沢市 大字南原猪苗代町２９１０ー２
408 米沢市立元南原中学校体育館 米沢市 大字李山２１３９
409 米沢市立元関小学校体育館 米沢市 大字立石２５６５
410 米沢市立三沢東部小学校体育館 米沢市 大字簗沢３４０１
411 米沢市北部コミュニティセンター 米沢市 中央６丁目１ー２１
412 米沢市立北部小学校体育館 米沢市 中央７丁目４ー３３
413 米沢市立西部小学校体育館 米沢市 直江町５ー３４
414 米沢市西部コミュニティセンター 米沢市 直江町５ー９
415 米沢市立松川小学校体育館 米沢市 通町４丁目１０ー１５
416 米沢市立東部小学校体育館 米沢市 東１丁目６ー１０２
417 米沢市立第五中学校体育館 米沢市 東大通１丁目１ー８２
418 米沢市立万世小学校体育館 米沢市 八幡原５丁目３９４８ー４
419 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ー９
420 米沢市南部コミュニティセンター 米沢市 本町２丁目４ー２８
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421 米沢市立南部小学校体育館 米沢市 門東町１丁目２ー３１
422 米沢市立第二中学校体育館 米沢市 林泉寺２丁目２ー５
423 米沢市立六郷小学校体育館 米沢市 六郷町一漆４０ー１
424 米沢市六郷コミュニティセンター 米沢市 六郷町一漆６８ー２
425 米沢市立第六中学校体育館 米沢市 六郷町西藤泉１６０
426 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ー３８－６
427 米沢市三沢コミュニティセンター 米沢市 大字簗沢１７７６ー１
428 米沢市松川コミュニティセンター 米沢市 通町６丁目１４ー２５
429 米沢市中部コミュニティセンター 米沢市 丸の内２丁目１ー３５
430 佐氏泉公園 米沢市 駅前３丁目地内
431 米沢市立第一中学校グラウンド 米沢市 駅前４丁目３ー５１
432 塩井町児童遊園 米沢市 塩井町塩野２３００ー１
433 米沢市立塩井小学校グラウンド 米沢市 塩井町塩野３７６０
434 米沢市立第三中学校グラウンド 米沢市 舘山２丁目４ー５８
435 松が岬公園 米沢市 丸の内１丁目地内
436 松が岬第２公園 米沢市 丸の内１丁目地内
437 米沢市立興譲小学校グラウンド 米沢市 丸の内２丁目１ー５８
438 金池第１号公園 米沢市 金池１丁目地内
439 金池第２号公園 米沢市 金池２丁目地内
440 北村公園 米沢市 金池４丁目地内
441 吉池公園 米沢市 金池５丁目地内
442 けやき公園 米沢市 金池６丁目地内
443 もみじ公園 米沢市 金池７丁目地内
444 こめつが公園 米沢市 金池８丁目地内
445 米沢市立窪田小学校グラウンド 米沢市 窪田町窪田６６５ー３
446 御廟児童遊園 米沢市 御廟１丁目１８５９
447 米沢市立愛宕小学校グラウンド 米沢市 御廟３丁目１０ー１
448 米沢市立広幡小学校グラウンド 米沢市 広幡町上小菅１３９６
449 成島児童遊園成島ワクワクランド 米沢市 広幡町成島２１０７ー１０４
450 春日ふれあい公園 米沢市 春日２丁目地内
451 春日風の子公園 米沢市 春日２丁目地内
452 芦付公園 米沢市 春日４丁目地内
453 米沢市立第四中学校グラウンド 米沢市 春日４丁目２ー６９
454 さくら公園 米沢市 春日４丁目地内
455 小野川町児童遊園 米沢市 小野川町２５６６－２
456 赤芝児童遊園 米沢市 赤芝町字堂下１０１
457 米沢市立元関根小学校グラウンド 米沢市 大字関根１３５４１
458 敬師児童遊園 米沢市 大字関根１３９２２ー１
459 米沢市立三沢西部小学校グラウンド 米沢市 大字口田沢２３６１ー１
460 米沢市立第七中学校グラウンド 米沢市 大字川井１０８ー３
461 川井児童遊園 米沢市 大字川井谷地５５
462 米沢市立上郷小学校グラウンド 米沢市 大字竹井１３８３
463 米沢市立南原小学校グラウンド 米沢市 大字南原笹野町２９８４
464 米沢市立元南原中学校グラウンド 米沢市 大字李山２１３９
465 米沢市立元関小学校グラウンド 米沢市 大字立石２５６５
466 米沢市立三沢東部小学校グラウンド 米沢市 大字簗沢３４０１
467 中央児童遊園 米沢市 中央４丁目３３６０ー９
468 粡町公園 米沢市 中央４丁目３４０３ー１
469 米沢市立北部小学校グラウンド 米沢市 中央７丁目４ー３３
470 いちょう公園 米沢市 中田町地内
471 西部公園 米沢市 直江町地内
472 米沢市立西部小学校グラウンド 米沢市 直江町５ー３４
473 米沢市立松川小学校グラウンド 米沢市 通町４丁目１０ー１５
474 西浦公園 米沢市 通町４丁目地内
475 通町児童遊園 米沢市 通町５丁目２３７８ー１
476 松川公園 米沢市 通町６丁目地内
477 米沢市立東部小学校グラウンド 米沢市 東１丁目６ー１０２
478 米沢市立第五中学校グラウンド 米沢市 東大通１丁目１ー８２
479 日の出町児童遊園 米沢市 東大通２丁目９１０２ー１
480 米沢総合公園 米沢市 徳町地内
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481 八幡原公園 米沢市 八幡原１丁目２５８６ー１９
482 米沢市立万世小学校グラウンド 米沢市 八幡原５丁目３９４８ー４
483 南部公園 米沢市 本町２丁目地内
484 びっき石児童遊園 米沢市 万世町桑山１４２７
485 桑山第３号公園 米沢市 万世町桑山４０５５
486 桑山第２号公園 米沢市 万世町桑山４４９３
487 米沢市立南部小学校グラウンド 米沢市 門東町１丁目２ー３１
488 米沢市立第二中学校グラウンド 米沢市 林泉寺２丁目２ー５
489 米沢市立六郷小学校グラウンド 米沢市 六郷町一漆４０ー１
490 米沢市立第六中学校グラウンド 米沢市 六郷町西藤泉１６０
491 六郷町西藤泉児童遊園 米沢市 六郷町西藤泉１３７６ー１
492 米沢市立第四中学校体育館 米沢市 春日４丁目２ー６９
493 万世町片子地内 米沢市 万世町片子字梓山街道南地内
494 片子地下横断歩道 米沢市 大字花沢字タナコ原壱地内
495 米沢市営八幡原体育館 米沢市 八幡原五丁目４１４９－１０
496 愛宕小学校　校舎 米沢市 御廟三丁目10番1号
497 塩井小学校　校舎 米沢市 塩井町塩野3760番地
498 興譲小学校　校舎 米沢市 丸の内二丁目1番58号
499 窪田小学校　校舎 米沢市 窪田町窪田655番地の3
500 広幡小学校　校舎 米沢市 広幡町上小菅1396番地
501 三沢東部小学校　校舎 米沢市 大字簗沢3401番地
502 三沢西部小学校　校舎 米沢市 大字口田沢2361番地の1
503 松川小学校　校舎 米沢市 通町四丁目10番15号
504 上郷小学校　校舎 米沢市 大字竹井1383番地
505 西部小学校　校舎 米沢市 直江町5番34号
506 東部小学校　校舎 米沢市 東一丁目6番102号
507 南原小学校　校舎 米沢市 大字南原笹野町2984番地
508 南部小学校　校舎 米沢市 門東町一丁目2番31号
509 北部小学校　校舎 米沢市 中央七丁目４番３３号
510 万世小学校　校舎 米沢市 八幡原五丁目3948番地の4
511 六郷小学校　校舎 米沢市 六郷町一漆40番地の1
512 第一中学校　校舎 米沢市 駅前四丁目3番51号
513 第二中学校　校舎 米沢市 林泉寺二丁目2番5号
514 第三中学校　校舎 米沢市 舘山二丁目4番58号
515 第四中学校　校舎 米沢市 春日四丁目2番69号
516 第五中学校　校舎 米沢市 東大通一丁目1番82号
517 第六中学校　校舎 米沢市 六郷町西藤泉160番地
518 第七中学校　校舎 米沢市 大字川井108番地の3
519 米沢市市民文化会館 米沢市 中央一丁目10番2号
520 置賜総合文化センター 米沢市 金池三丁目１番１４号

521 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

522 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

523 山形県立鶴岡南高等学校柔道場 鶴岡市 若葉町２６番３１号
524 山形県立鶴岡北高等学校体育館 鶴岡市 若葉町１６番５号
525 山形県立鶴岡工業高等学校体育館 鶴岡市 家中新町８番１号
526 山形県立鶴岡工業高等学校県立高等学校共用体育館(鶴岡) 鶴岡市 新形町１６番２０号
527 山形県立鶴岡中央高等学校体育館 鶴岡市 大宝寺字日本国４１０
528 山形県立加茂水産高等学校体育館 鶴岡市 加茂字大崩５９５
529 山形県立庄内農業高等学校体育館 鶴岡市 藤島字古楯跡２２１
530 山形県立鶴岡南高等学校山添校体育館 鶴岡市 上山添字文栄３８
531 山形県立鶴岡養護学校体育館 鶴岡市 大塚町５番４４号
532 山形県立鶴岡高等養護学校体育館 鶴岡市 稲生１丁目２０番３３号
533 山形県金峰少年自然の家体育館 鶴岡市 大字高坂字杉ヶ沢５４－１
534 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
535 山形県立鶴岡南高等学校グラウンド 鶴岡市 若葉町２６番３１号
536 山形県立鶴岡北高等学校グラウンド 鶴岡市 若葉町１６番５号
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537 山形県立鶴岡北高等学校共用グラウンド 鶴岡市 新形町２番６２号
538 山形県立鶴岡工業高等学校グラウンド 鶴岡市 家中新町８番１号
539 山形県立鶴岡中央高等学校グラウンド 鶴岡市 大宝寺字日本国４１０
540 山形県立加茂水産高等学校グラウンド 鶴岡市 今泉字大久保１－７２
541 山形県立庄内農業高等学校グラウンド 鶴岡市 藤島字古楯跡２２１
542 山形県立鶴岡南高等学校山添校グラウンド 鶴岡市 上山添字文栄３８
543 山形県立鶴岡養護学校グラウンド 鶴岡市 大塚町５番４４号
544 山形県立鶴岡高等養護学校グラウンド 鶴岡市 稲生１丁目２０番３３号
545 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
546 出羽庄内国際村 鶴岡市 伊勢原町８番３２号
547 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
548 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
549 鶴岡市立鶴岡第四中学校体育館 鶴岡市 小真木原町３番１号
550 鶴岡市立朝暘第三小学校体育館 鶴岡市 新形町１７番２４号
551 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
552 鶴岡市立鶴岡第三中学校体育館 鶴岡市 城南町２５番１号
553 鶴岡市立朝暘第五小学校体育館 鶴岡市 切添町１５番４号
554 第三学区コミュニティセンター 鶴岡市 泉町５番３０号
555 鶴岡市立大山小学校体育館 鶴岡市 大山２丁目２０番１号
556 鶴岡市立西郷小学校体育館 鶴岡市 下川字樋渡１００番地
557 西郷地区農林活性化センター 鶴岡市 下川字龍花１番地１
558 加茂コミュニティセンター 鶴岡市 加茂字岩倉２４１番地内３番地
559 旧鶴岡市立加茂小学校体育館 鶴岡市 加茂字弁慶沢２００番地
560 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
561 鶴岡市立斎小学校体育館 鶴岡市 我老林字野中川原５１番地
562 鶴岡市立京田小学校体育館 鶴岡市 高田字下村１０４番地
563 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
564 鶴岡市立豊浦中学校体育館 鶴岡市 三瀬字横町３３番地内２番地
565 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
566 鶴岡市立豊浦小学校体育館 鶴岡市 三瀬字菖蒲田８８番地内１番地
567 小堅コミュニティセンター 鶴岡市 堅苔沢淵ノ上３３４番地
568 上郷コミュニティセンター 鶴岡市 水沢字水尻３８番地
569 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
570 鶴岡市立黄金小学校体育館 鶴岡市 青龍寺字北内４８番地
571 鶴岡市立上郷小学校体育館 鶴岡市 大広字山崎６１番地
572 鶴岡市立鶴岡第五中学校体育館 鶴岡市 大山字若柳２７１番地
573 田川コミュニティセンター 鶴岡市 田川字高田９番地
574 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
575 旧鶴岡市立栄小学校体育館 鶴岡市 播磨字若松５１番地内１番地
576 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
577 鶴岡市立大泉小学校体育館 鶴岡市 白山字西野１４８番地
578 鶴岡市農村センター 鶴岡市 矢馳字上矢馳２５８番地
579 鶴岡市立朝暘第二小学校体育館 鶴岡市 東原町２５番１号
580 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
581 鶴岡市立湯野浜小学校体育館 鶴岡市 湯野浜１丁目１６番３８号
582 鶴岡市立鶴岡第一中学校体育館 鶴岡市 道田町１番８２号
583 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
584 鶴岡市立朝暘第一小学校体育館 鶴岡市 文園町２番１号
585 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
586 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
587 大山コミュニティセンター 鶴岡市 友江町２３番７１号
588 旧鶴岡市立由良小学校体育館 鶴岡市 由良１丁目２１番７０号
589 由良コミュニティセンター 鶴岡市 由良２丁目１４番５３号
590 鶴岡市立朝暘第六小学校体育館 鶴岡市 淀川町９番７０号
591 鶴岡市立東栄小学校体育館 鶴岡市 川尻字町上１５－１
592 東栄地区地域活動センター 鶴岡市 蛸井興屋字水尻２６－１
593 長沼地区地域活動センター 鶴岡市 長沼字宮前１６４
594 藤島農村環境改善センター 鶴岡市 添川字新地３１５
595 鶴岡市立渡前小学校体育館 鶴岡市 渡前字中屋敷１
596 渡前地区地域活動センター 鶴岡市 渡前字中屋敷２８
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597 藤島地区地域活動センター 鶴岡市 藤島字笹花７３
598 鶴岡市立藤島中学校体育館 鶴岡市 藤島字笹花８６－１
599 八栄島地区地域活動センター 鶴岡市 八色木字西野１０２－４
600 藤島体育館 鶴岡市 藤の花１丁目１－１
601 鶴岡市立藤島小学校体育館 鶴岡市 藤の花２丁目１－１
602 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
603 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
604 鶴岡市立羽黒小学校体育館 鶴岡市 羽黒町荒川字花沢４
605 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
606 羽黒体育センター 鶴岡市 羽黒町荒川字前田元６４－７
607 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
608 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
609 羽黒体育館 鶴岡市 羽黒町荒川字谷地堰２９－１
610 羽黒老人福祉センター 鶴岡市 羽黒町荒川字白山５６－１
611 いずみ保育園 鶴岡市 羽黒町市野山字山王林１１
612 大東保育園 鶴岡市 羽黒町手向字池之頭１３９－１
613 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
614 手向地区地域活動センター 鶴岡市 羽黒町手向字黒沢３１－１
615 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
616 いでは文化記念館 鶴岡市 羽黒町手向字院主南７２
617 創造の森 鶴岡市 羽黒町川代字向山６２８
618 貴船保育園 鶴岡市 羽黒町後田字谷地田１８６－１
619 鶴岡市立櫛引東小学校体育館 鶴岡市 黒川字小在家９０
620 櫛引スポーツセンター 鶴岡市 三千刈字清和１５８－１
621 鶴岡市立櫛引西小学校体育館 鶴岡市 上山添字文栄１
622 櫛引生涯学習センター 鶴岡市 上山添字文栄１００
623 鶴岡市立櫛引中学校体育館 鶴岡市 上山添字文栄８６
624 鶴岡市立櫛引南小学校体育館 鶴岡市 東荒屋字竹の内２１２
625 ほのかたらのき代 鶴岡市 たらのき代字西野４６９－１
626 ふるさとむら宝谷 鶴岡市 宝谷字舞台１７０
627 一霞公民館 鶴岡市 一霞字宮之前６８
628 越沢センター 鶴岡市 越沢字黒坪沢４８－２
629 鶴岡市立あつみ小学校体育館 鶴岡市 温海字荻田２４０－１
630 温海公民館 鶴岡市 温海字温海１７
631 釜谷坂公民館 鶴岡市 温海字釜谷坂３８－１
632 暮坪公民館 鶴岡市 温海字暮坪２７
633 温海川農業者健康管理施設 鶴岡市 温海川字越沢３－１
634 関川しな織の里ぬくもり館 鶴岡市 関川字向２２２
635 戸沢自治公民館 鶴岡市 戸沢字東俣１６８－１
636 安土公民館 鶴岡市 五十川字安土４６－１
637 鈴公民館 鶴岡市 五十川字黒滝３４
638 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
639 旧鶴岡市立山戸小学校体育館 鶴岡市 山五十川字山崎１－１
640 山五十川公民館 鶴岡市 山五十川字木ノ下４７５－１
641 小岩川公民館 鶴岡市 小岩川字巌１６３
642 峠ノ山集会センター 鶴岡市 小国字西山５７－１８
643 小国山村振興センター 鶴岡市 小国字町尻２－６
644 小菅野代公民館 鶴岡市 小菅野代字宮野沢１５８
645 小名部公民館 鶴岡市 小名部字上浜田１３７－３
646 菅野代公民館 鶴岡市 菅野代字宮野下３－１
647 旧菅野代小学校体育館 鶴岡市 菅野代字宮野下３－１
648 鶴岡市立鼠ヶ関小学校体育館 鶴岡市 鼠ケ関字横路６２０
649 鼠ヶ関公民館 鶴岡市 鼠ケ関字原海１５０
650 鍋倉集会センター 鶴岡市 鼠ケ関字鍋倉８２
651 早田公民館 鶴岡市 早田字上ノ山１６２－１
652 鶴岡市立温海中学校体育館 鶴岡市 大岩川字黒岩３５
653 浜中公民館 鶴岡市 大岩川字沢山５０９－３
654 宮名公民館 鶴岡市 大岩川字白岩４１０－４３
655 湯之里公民館 鶴岡市 湯温海字紅葉岡１２３－５
656 温海温泉林業センター 鶴岡市 湯温海字湯之里８８－７
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657 槙代公民館 鶴岡市 槙代字内沢９８－２
658 旧鶴岡市立福栄小学校体育館 鶴岡市 木野俣字不動滝１１－１
659 木野俣集落センター 鶴岡市 木野俣字木野俣２４１－1
660 三栗屋公民館 鶴岡市 越中山字三栗屋６２－３
661 越中山公民館 鶴岡市 越中山字村田６６
662 谷口公民館 鶴岡市 越中山字谷口８３
663 中入公民館 鶴岡市 越中山字中入１６３－２
664 立岩公民館 鶴岡市 越中山字立岩７６－１
665 下田沢公民館 鶴岡市 下田沢字虻崎６１
666 大平公民館 鶴岡市 下田沢字東３４－２
667 下名川公民館 鶴岡市 下名川字村東６４
668 朝日中央コミュニティセンター 鶴岡市 下名川字落合２２０
669 熊出下自治会公民館 鶴岡市 熊出字下村１７２－３
670 熊出中自治会公民館 鶴岡市 熊出字長表２５
671 熊出上自治会公民館 鶴岡市 熊出字日鑓２０９
672 荒沢公民館 鶴岡市 荒沢字岩屋平１３－３
673 鱒淵公民館 鶴岡市 荒沢字鱒淵１１９
674 行沢公民館 鶴岡市 行沢字堰南４７－２
675 砂川公民館 鶴岡市 砂川字谷地田１５
676 松沢公民館 鶴岡市 松沢字水上口１－３
677 朝日庁舎南出張所 鶴岡市 上田沢字下中島２５
678 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
679 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
680 上田沢公民館 鶴岡市 上田沢字東ノ内１１－２
681 上名川公民館 鶴岡市 上名川字堰西９６
682 倉沢公民館 鶴岡市 倉沢字上ノ山口１００－１
683 大針中公民館 鶴岡市 大針字山崎１－２
684 小針公民館 鶴岡市 大針字上村沢口４５－１
685 大針上公民館 鶴岡市 大針字仲畑３８－５
686 大鳥自然の家 鶴岡市 大鳥字寿岡１１２
687 旧大鳥防雪センター 鶴岡市 大鳥字寿岡２１９
688 松ヶ崎公民館 鶴岡市 大鳥字松ヶ崎２５１
689 繁岡公民館 鶴岡市 大鳥字繁岡２４３－２
690 関谷公民館 鶴岡市 大網字屋敷田９６－１
691 下村公民館 鶴岡市 大網字西大石９０－１
692 上村公民館 鶴岡市 大網字大網１４９
693 中村公民館 鶴岡市 大網字中田１２２
694 中野新田公民館 鶴岡市 中野新田字居村２５
695 田麦俣公民館 鶴岡市 田麦俣字七ツ滝９４－６
696 旧田麦俣分校体育館 鶴岡市 田麦俣字七ツ滝９１－２
697 沖田公民館 鶴岡市 東岩本字沖田１０９－１
698 漆原公民館 鶴岡市 東岩本字漆原１９
699 北野公民館 鶴岡市 東岩本字北野６６
700 朝日スポーツセンター体育館 鶴岡市 東岩本字野中１４３
701 旧鶴岡市朝日青少年センター 鶴岡市 東岩本字野中１４６
702 野中公民館 鶴岡市 東岩本字野中５１
703 下本郷公民館 鶴岡市 本郷字細越７２
704 鶴岡市立朝日中学校屋内運動場 鶴岡市 本郷字笹目５０
705 上本郷公民館 鶴岡市 本郷字平沢下１０
706 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
707 やつこうや公園 鶴岡市 ほなみ町１３番１号
708 鶴岡南部公園 鶴岡市 ほなみ町４番
709 みどり町公園 鶴岡市 みどり町３０番６号
710 東部運動広場 鶴岡市 伊勢原町１２番１３号
711 伊勢横内公園 鶴岡市 伊勢原町１８番２号
712 みずき公園 鶴岡市 伊勢原町２４番１号
713 ふれあい公園 鶴岡市 伊勢原町７番１号
714 北田公園 鶴岡市 稲生２丁目１番２０号
715 茅原公園 鶴岡市 茅原町１２番１３号
716 やすらぎ公園 鶴岡市 茅原町２４番地
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717 錦町公園 鶴岡市 錦町９番３号
718 砂田公園 鶴岡市 砂田町１８番１３号
719 ふじわら公園 鶴岡市 桜新町４番２２号
720 三光町公園 鶴岡市 三光町９番３１号
721 小真木原公園 鶴岡市 小真木原町２番１０２外１８７筆
722 鶴岡市立鶴岡第四中学校グラウンド 鶴岡市 小真木原町３番１号
723 城南町公園 鶴岡市 城南町１０番１号
724 鶴岡市立鶴岡第三中学校グラウンド 鶴岡市 城南町２５番１号
725 とりのす公園 鶴岡市 城北町１番３２号
726 新町公園 鶴岡市 新海町２９番９０号
727 新海町公園 鶴岡市 新海町８番６８号
728 鶴岡市立朝暘第三小学校グラウンド 鶴岡市 新形町１７番２４号
729 新形東公園 鶴岡市 新形町１９番３号
730 新形公園 鶴岡市 新形町２３番２６号
731 新形北公園 鶴岡市 新形町７番１５３号
732 舞台公園 鶴岡市 神明町１５番３２号
733 青柳町公園 鶴岡市 青柳町２番６号
734 さいわい公園 鶴岡市 青柳町２４番１号
735 鶴岡市立朝暘第五小学校グラウンド 鶴岡市 切添町１５番４号
736 内川河川緑地 鶴岡市 泉町９番１号
737 天保恵公園 鶴岡市 大山１丁目２６番１２号
738 鶴岡市立大山小学校グラウンド 鶴岡市 大山２丁目２０番１号
739 鶴岡市上下水道部 鶴岡市 のぞみ町２番１０号
740 鶴岡市立鶴岡第五中学校グラウンド 鶴岡市 大山字若柳２７１番地
741 大西町公園 鶴岡市 大西町３５番２２号
742 大塚公園 鶴岡市 大塚町２０番８号
743 東部公園 鶴岡市 大東町６番５８号
744 大部公園 鶴岡市 大部町１８番６号
745 大宝地公園 鶴岡市 大宝寺町１９番１号
746 船渡公園 鶴岡市 朝暘町１３番地
747 鶴岡東公園 鶴岡市 朝暘町２１番地
748 長者町西公園 鶴岡市 長者町２０番１号
749 長者町東公園 鶴岡市 長者町２６番１０号
750 杉の子公園 鶴岡市 鳥居町１４番４号
751 鳥居町南公園 鶴岡市 鳥居町２６番１号
752 鳥居町北公園 鶴岡市 鳥居町４番１号
753 鶴岡市立朝暘第二小学校グラウンド 鶴岡市 東原町２５番１号
754 おおひがし公園 鶴岡市 東原町４番６号
755 道形公園 鶴岡市 道形町２２番２号
756 鶴岡市立鶴岡第一中学校グラウンド 鶴岡市 道田町１番８２号
757 日の出公園 鶴岡市 日出１丁目２３番１号
758 荒田公園 鶴岡市 日出２丁目１１番１号
759 日和田公園 鶴岡市 日和田町１５番５号
760 鶴岡公園 鶴岡市 馬場町４番１号
761 旧南部保育園園庭 鶴岡市 美原町１３番１０号
762 美原町公園 鶴岡市 美原町２６番２４号
763 鶴岡市中央児童館 鶴岡市 苗津町１番１号
764 文園町公園 鶴岡市 文園町１４番１１号
765 鶴岡市立朝暘第一小学校グラウンド 鶴岡市 文園町２番１号
766 宝町公園 鶴岡市 宝町８番８号
767 鶴岡市立鶴岡第二中学校グラウンド 鶴岡市 宝田２丁目８番１号
768 南部公園 鶴岡市 睦町５番３７号
769 駅前公園 鶴岡市 末広町１７番４号
770 大山東公園 鶴岡市 友江町１０番１号
771 大山コミセン駐車場 鶴岡市 友江町２３番７１号
772 鶴岡市立朝暘第四小学校グランド 鶴岡市 柳田字田中２８番地１
773 鶴岡市立朝暘第六小学校グラウンド 鶴岡市 淀川町９番７０号
774 八坂公園 鶴岡市 大東町２４番１８号
775 日吉町公園 鶴岡市 日吉町９番地
776 布目東通公園 鶴岡市 美咲町１４番地
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777 鶴岡西部公園 鶴岡市 美咲町２９番１号
778 三和農村公園 鶴岡市 三和字本田前４０－１
779 笹花公園 鶴岡市 上藤島字笹花４８－１３
780 駅前児童公園 鶴岡市 上藤島字備中下５０－２
781 鶴岡市立東栄小学校グラウンド 鶴岡市 川尻字町上１５－１
782 長沼地区地域活動センターグラウンド 鶴岡市 長沼字宮前１６４
783 添川農村公園 鶴岡市 添川字池苗代３３－２
784 藤島運動広場 鶴岡市 添川字新地３０７
785 鶴岡市立渡前小学校グラウンド 鶴岡市 渡前字中屋敷１
786 東堀越農村公園 鶴岡市 東堀越字中田３－１
787 藤島こども広場 鶴岡市 藤島字向楯跡６５－１
788 鶴岡市立藤島中学校グラウンド 鶴岡市 藤島字笹花８６－１
789 八色木農村公園 鶴岡市 八色木字西野１０２
790 藤島南部児童公園 鶴岡市 箕升新田字大谷地１－１
791 和名川農村公園 鶴岡市 和名川字南田１２－１
792 鶴岡市立藤島小学校グラウンド 鶴岡市 藤の花２丁目１－１
793 たらのき代地区広場 鶴岡市 たらのき代字西野８０１
794 田代地区公民館前駐車場 鶴岡市 田代字広瀬１４５
795 下山添地区広場 鶴岡市 下山添字中通９８
796 丸岡地区広場 鶴岡市 丸岡字町の内２８７
797 桂荒俣地区広場 鶴岡市 桂荒俣字上桂１０３
798 鶴岡市立櫛引東小学校グラウンド 鶴岡市 黒川字小在家９０－１
799 黒川上地区広場 鶴岡市 黒川字上の山１３８－４
800 黒川下地区広場 鶴岡市 黒川字大杉２８５
801 三千刈地区広場 鶴岡市 三千刈字清和５６
802 松根地区広場 鶴岡市 松根字中松根５９
803 鶴岡市立櫛引西小学校グラウンド 鶴岡市 上山添字文栄１
804 常盤木地区広場 鶴岡市 常盤木字臼井４６
805 西荒屋地区広場 鶴岡市 西荒屋字杉下１０８－１
806 西片屋地区広場 鶴岡市 西片屋字楯村６８
807 中田地区広場 鶴岡市 中田字八幡１３０－１
808 東北地区広場 鶴岡市 東荒屋字小島３３０－１
809 東南地区広場 鶴岡市 東荒屋字田中９５
810 馬渡地区広場 鶴岡市 馬渡字道東１５７－５
811 板井川地区広場 鶴岡市 板井川字宮の下５５、５６、５７－１
812 宝谷地区広場 鶴岡市 宝谷字舞台１９２
813 市道永寂寺線道路（駅裏側） 鶴岡市 温海字温海
814 旧温海児童館広場 鶴岡市 温海字温海３１５
815 温海庁舎前広場 鶴岡市 温海字温海５７７－１
816 市道温海１号線道路 鶴岡市 温海字温福
817 旧念珠関中学校グラウンド 鶴岡市 鼠ケ関字横路９－３
818 大網地区地域交流センター 鶴岡市 大網字興屋３８－６
819 本町二丁目広場 鶴岡市 本町二丁目４番２号
820 藤島ふれあいセンター 鶴岡市 藤島字古楯跡９４－１
821 藤島駅前広場 鶴岡市 上藤島字鎧田畑４－６
822 加茂コミュニティ防災センター 鶴岡市 加茂字坂ノ下166
823 山形県立産業技術短期大学校庄内校体育館 酒田市 京田３丁目５７番４号
824 山形県立酒田東高等学校体育館 酒田市 亀ヶ崎１丁目３番６０号
825 山形県立酒田西高等学校体育館 酒田市 東泉町５丁目９番５号
826 山形県立酒田特別支援学校体育館 酒田市 宮海字新林３０７
827 山形県立産業技術短期大学校庄内校グラウンド 酒田市 京田３丁目５７番４号
828 山形県立酒田東高等学校グラウンド 酒田市 亀ヶ崎１丁目３番６０号
829 山形県立酒田西高等学校グラウンド 酒田市 東泉町５丁目９番５号
830 山形県立酒田光陵高等学校グラウンド 酒田市 北千日堂前字松境７番地の３
831 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
832 山形県立酒田光陵高等学校（旧酒田工）グラウンド 酒田市 宮海字新林４００
833 山形県立酒田西高等学校定時制校舎体育館 酒田市 北新町１丁目１番５７号
834 山形県立酒田特別支援学校グラウンド 酒田市 宮海字新林３０７
835 酒田市立琢成小学校体育館 酒田市 栄町１０番８号
836 酒田市総合文化センター 酒田市 中央西町２番５９号
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837 酒田市琢成学区コミュニティ防災センター 酒田市 北新町１丁目１番６０号
838 酒田市立浜田小学校体育館 酒田市 浜田１丁目５番４６号
839 酒田市浜田学区コミュニティ防災センター 酒田市 浜田１丁目１０番３号
840 酒田市立若浜小学校体育館 酒田市 若浜町１番１号
841 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
842 酒田勤労者福祉センター 酒田市 緑町１９番１０号
843 酒田勤労者体育センター 酒田市 緑町１９番１５号
844 酒田市若浜学区コミュニティ防災センター 酒田市 若浜町１番４８号
845 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
846 酒田市富士見学区コミュニティ防災センター 酒田市 曙町２丁目６８番地の３
847 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
848 旧酒田市立港南小学校体育館 酒田市 入船町３番５号
849 酒田市体育館 酒田市 入船町３番２０号
850 酒田市港南コミュニティ防災センター 酒田市 入船町３番１５号
851 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
852 酒田市立第三中学校体育館 酒田市 松原南１３番地の１
853 酒田市松原コミュニティ防災センター 酒田市 みずほ２丁目８番地の７
854 酒田市親子スポーツ会館 酒田市 光ケ丘２丁目１番２５号
855 酒田市立松陵小学校体育館 酒田市 住吉町９番３６号
856 酒田市立第一中学校体育館 酒田市 住吉町１０番７０号
857 酒田市武道館 酒田市 新町字光ケ丘３３番地の２６
858 酒田市松陵学区コミュニティ防災センター 酒田市 光ケ丘３丁目１番１号
859 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
860 酒田市立第六中学校体育館 酒田市 下安町１３番地の１
861 酒田市泉学区コミュニティ防災センター 酒田市 ゆたか２丁目２番地の１１
862 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
863 とびしま総合センター 酒田市 飛島字中村甲２８３番地
864 酒田市立西荒瀬小学校体育館 酒田市 宮海字新林６６０番地
865 酒田市西荒瀬コミュニティ防災センター 酒田市 宮海字新林６６０番地
866 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
867 酒田市新堀コミュニティ防災センター 酒田市 木川字アラコウヤ３４番地
868 酒田市立広野小学校体育館 酒田市 広野字中通５３番地
869 酒田農村改善センター（広野コミュニティセンター） 酒田市 広野字上通２３２番地
870 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
871 酒田市浜中農村研修センター 酒田市 浜中字上村３８７番地の３
872 酒田市浜中コミュニティセンター 酒田市 浜中字上村３８６番地の１１
873 酒田市立黒森小学校体育館 酒田市 黒森字一の木４５０番地
874 酒田市黒森コミュニティセンター 酒田市 黒森草刈谷地５７番地の２
875 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
876 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
877 酒田市十坂コミュニティセンター 酒田市 十里塚字村東山１１２番地の４
878 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
879 酒田市宮野浦学区コミュニティ防災センター 酒田市 宮野浦２丁目３番３号
880 酒田市東平田コミュニティ防災センター 酒田市 生石字登路田８番地の１
881 酒田市立平田小学校体育館 酒田市 荻島字面桜８番地
882 酒田市中平田コミュニティセンター 酒田市 熊手島字中福島６６番地
883 酒田市北平田コミュニティセンター 酒田市 漆曽根字千刈１３番地
884 酒田市上田コミュニティ防災センター 酒田市 上野曽根字上中割４９番地
885 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
886 酒田市北部農民センター 酒田市 本楯字新田目８７番地の１
887 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
888 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
889 酒田市南遊佐コミュニティセンター 酒田市 宮内字小楯６２番地の１
890 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
891 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
892 八幡体育館 酒田市 観音寺字町後１５番地
893 八幡修道館 酒田市 観音寺字町後１８番地
894 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
895 酒田市立一條小学校体育館 酒田市 寺田字沖１番地の１
896 酒田市一條コミュニティセンター 酒田市 市条字村ノ前２５番地の３
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897 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
898 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
899 酒田市青沢克雪管理センター 酒田市 北青沢字家ノ前２８０番地
900 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
901 鳥海高原家族旅行村 酒田市 草津字湯ノ台１４９番地
902 湯の台温泉鳥海山荘 酒田市 草津字湯ノ台６６番地の１
903 滝の里ふれあい館 酒田市 升田字大西１１番地の１
904 酒田市南部コミュニティセンター（旧地見興屋小学校） 酒田市 地見興屋字前割９番地の４
905 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
906 酒田市山寺コミュニティセンター 酒田市 山寺字見初沢１６５番地
907 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
908 松山体育館 酒田市 字内町６番地の２
909 松山農村環境改善センター 酒田市 字山田２８番地
910 旧酒田市立内郷小学校体育館 酒田市 相沢字鶴牧６番地
911 酒田市内郷コミュニティセンター 酒田市 相沢字鶴牧５６番地
912 小林温泉 酒田市 小林字杉沢１１７番地の１
913 やまもと農村交流センター 酒田市 山元字中峯１番地
914 酒田市田沢コミュニティセンター 酒田市 田沢字道の外１０５番地
915 旧　田沢小学校体育館 酒田市 田沢字小平３４番地の２
916 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
917 酒田市郡鏡・山谷コミュニティセンター 酒田市 郡山字上台１３４番地の１
918 酒田市南平田コミュニティセンター 酒田市 飛鳥字契約場８０番地
919 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
920 酒田市立南平田小学校体育館 酒田市 飛鳥字腰巻９９番地
921 酒田市立東部中学校体育館 酒田市 飛鳥字堂之後３０番地
922 ひらたタウンセンター 酒田市 飛鳥字契約場３５番地
923 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
924 酒田市砂越・砂越緑町コミュニティセンター 酒田市 砂越字楯之内６０番地の１
925 日和山公園 酒田市 南新町１丁目
926 酒田市立琢成小学校グラウンド 酒田市 栄町１０－８
927 酒田市総合文化センター駐車場 酒田市 中央西町２－５９
928 酒田市立浜田小学校グラウンド 酒田市 浜田１丁目５－４６
929 駅東公園 酒田市 駅東２丁目１５
930 酒田市立若浜小学校グラウンド 酒田市 若浜町１－１
931 酒田勤労者福祉センター駐車場 酒田市 緑町１９－１０
932 酒田市立第二中学校グラウンド 酒田市 新橋４丁目１９－３
933 広表公園 酒田市 東町１丁目１２－１
934 酒田市立富士見小学校グラウンド 酒田市 富士見町２丁目１０－１
935 こあら中央公園 酒田市 こあら２丁目１２８
936 日の出公園 酒田市 日の出町１丁目１１１
937 酒田市立亀ケ崎小学校グラウンド 酒田市 亀ケ崎２丁目３－５５
938 亀ケ崎公園 酒田市 亀ケ崎３丁目５１４
939 酒田市立松原小学校グラウンド 酒田市 亀ケ崎５丁目８－２５
940 酒田市立第三中学校グラウンド 酒田市 松原南１３－１
941 両羽公園 酒田市 両羽町１０－２０
942 大宮公園 酒田市 卸町５－１
943 酒田市立松陵小学校グラウンド 酒田市 住吉町９－３６
944 酒田市立第一中学校グラウンド 酒田市 住吉町１０－７０
945 光ケ丘公園 酒田市 光ケ丘３丁目
946 北部公園 酒田市 東泉町２丁目８－１
947 酒田市立泉小学校グラウンド 酒田市 東泉町４丁目４－１
948 東泉町六丁目公園 酒田市 東泉町６丁目１０９
949 旧酒田市立第五中学校グラウンド 酒田市 酒井新田字水口８０
950 酒田市立第六中学校グラウンド 酒田市 下安町１３－１
951 酒田市立飛島小・中学校グラウンド 酒田市 飛島字中村甲２８３
952 酒田市立西荒瀬小学校グラウンド 酒田市 宮海字新林６６０
953 酒田市立新堀小学校グラウンド 酒田市 木川字アラコウヤ３２
954 十五軒南公園 酒田市 広野字十五軒１－４
955 酒田市立広野小学校グラウンド 酒田市 広野字中通５３
956 酒田市立浜中小学校グラウンド 酒田市 浜中字上村３７０－２
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957 酒田市立黒森小学校グラウンド 酒田市 黒森字一の木４５０
958 酒田市立第四中学校グラウンド 酒田市 錦町１丁目３２－１
959 京田二丁目公園 酒田市 京田２丁目１－６
960 酒田市立十坂小学校グラウンド 酒田市 坂野辺新田字地続山９８７－１
961 酒田市立宮野浦小学校グラウンド 酒田市 宮野浦１丁目１１－１
962 九木原公園 酒田市 宮野浦１丁目６１７－２
963 酒田市立平田小学校グラウンド 酒田市 荻島字面桜８
964 旧酒田市立中平田小学校グラウンド 酒田市 熊手島字下福島１－１
965 酒田市上田コミュニティ防災センター駐車場 酒田市 上野曽根字上仲割４９
966 酒田市立鳥海小学校グラウンド 酒田市 本楯字前田９４－１
967 南遊佐コミセングラウンド（旧酒田市立南遊佐小学校グラウンド） 酒田市 宮内字小楯６２－１
968 舞鶴公園 酒田市 麓字緑沢３３－１
969 酒田市立八幡小学校グラウンド 酒田市 観音寺字古楯１－１
970 酒田市立鳥海八幡中学校グラウンド 酒田市 小泉字前田９１－１
971 酒田市立一條小学校グラウンド 酒田市 寺田字沖１－１
972 酒田市大沢コミュニティセンターグラウンド 酒田市 大蕨字二タ子２１３
973 酒田市日向コミュニティセンターグラウンド 酒田市 上黒川字家ノ東１９－２
974 南部コミセングラウンド（旧酒田市立地見興屋小学校グラウンド） 酒田市 地見興屋字前割９－１
975 酒田市立松山小学校グラウンド 酒田市 山寺字見初沢１５７－１
976 旧酒田市立松山中学校グラウンド 酒田市 字総光寺沢１２
977 酒田市松山歴史公園 酒田市 字新屋敷３６－２
978 旧酒田市立内郷小学校グラウンド 酒田市 相沢字鶴牧６
979 旧　田沢小学校グラウンド 酒田市 田沢字小平３４－２
980 旧東陽小学校グラウンド 酒田市 北俣字上中村７２－１
981 酒田市立東部中学校グラウンド 酒田市 飛鳥字堂之後３０
982 酒田市立南平田小学校グラウンド 酒田市 飛鳥字腰巻９９
983 私立酒田南高等学校体育館 酒田市 浜田１丁目３番４７号
984 国体記念体育館 酒田市 飯森山二丁目２９６番地の１
985 希望ホール 酒田市 本町二丁目2-10
986 公益研修センター 酒田市 飯森山三丁目5-1
987 地域福祉センター 酒田市 新橋二丁目1-12
988 中央地下駐車場 酒田市 中町一丁目5-1
989 山形県立最上学園体育館 新庄市 松本５５番１号
990 山形県立農林大学校講堂兼体育館 新庄市 角沢１３６６
991 山形県立新庄北高等学校体育館 新庄市 大字飛田字備前川６１
992 山形県立新庄南高等学校体育館 新庄市 城南町５番５号
993 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
994 山形県立最上学園グラウンド 新庄市 松本５５番１号
995 山形県立農林大学校グラウンド 新庄市 角沢１３６６
996 山形県農業総合研究センター畜産研究所ふれあい広場 新庄市 大字鳥越字一本松１０７６
997 山形県立新庄北高等学校グラウンド 新庄市 大字飛田字備前川６１
998 山形県立新庄南高等学校グラウンド 新庄市 城南町５番５号
999 山形県立新庄神室産業高等学校グラウンド 新庄市 大字松本３７０
1000 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
1001 新庄市立日新小学校体育館 新庄市 下金沢町１６－４
1002 山屋セミナーハウス 新庄市 金沢３０３６－２
1003 新庄市武道館 新庄市 金沢字金沢山３０７０－８
1004 新庄市体育館 新庄市 金沢字金沢山３０７２－２
1005 農村環境改善センター 新庄市 金沢字西の山３０２５－８
1006 新庄市立明倫学園体育館 新庄市 十日町２６７５ー３
1007 新庄市北辰屋内運動場 新庄市 十日町７３２－５
1008 新庄市立図書館 新庄市 小田島町４－２１
1009 新庄市立新庄小学校体育館 新庄市 城西町６－２４
1010 雪の里情報館 新庄市 石川町４－１５
1011 新庄市立八向中学校体育館 新庄市 大字升形１６４９
1012 升形児童館 新庄市 大字升形７９７－６
1013 新庄市立升形小学校体育館 新庄市 大字升形８００－９
1014 昭和活性化センター 新庄市 大字昭和字昭和６５９
1015 新庄市立日新中学校体育館 新庄市 大字松本１３６
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1016 新庄市立萩野学園体育館 新庄市 大字泉田字往還東３９８
1017 泉田保育所 新庄市 大字泉田字往還東４６０
1018 萩野地区公民館 新庄市 大字泉田字泉田２
1019 萩野児童センター 新庄市 大字萩野２６５２
1020 新庄市立本合海小学校体育館 新庄市 大字本合海１２８
1021 本合海児童センター 新庄市 大字本合海１８５
1022 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
1023 中部保育所 新庄市 大手町２－７６
1024 新庄市保健センター 新庄市 堀端町３－３３
1025 市民文化会館 新庄市 堀端町４－６７
1026 新庄ふるさと歴史センター 新庄市 堀端町４－７４
1027 新庄市立新庄中学校体育館 新庄市 堀端町５－８１
1028 安達前公園 新庄市 栄町１２－２
1029 新庄市立日新小学校グラウンド 新庄市 下金沢町１６－４
1030 下田公園 新庄市 下田町８－１
1031 山屋セミナーハウスグラウンド 新庄市 金沢３０３６－２
1032 東山公園 新庄市 金沢字金沢山３０７０－８
1033 金沢東公園 新庄市 金沢字南沢１５７２－４６
1034 千門町公園 新庄市 千門町８－２４
1035 金沢公園 新庄市 若葉町１１－１４
1036 中央公園 新庄市 若葉町２３－６８
1037 新庄市立明倫中学校グラウンド 新庄市 十日町２６７５
1038 新庄市立沼田小学校グラウンド 新庄市 十日町２７０１
1039 新庄市立北辰小学校グラウンド 新庄市 十日町８１２
1040 沼田公園 新庄市 沼田町４５－３７
1041 末広公園 新庄市 上金沢町４８
1042 新庄市立新庄小学校グラウンド 新庄市 城西町６－２４
1043 常葉町公園 新庄市 常葉町１２６９－６
1044 駅前ふれあい広場 新庄市 多門町１１４６－４
1045 角沢ふれあい交流広場 新庄市 大字角沢７０９－３
1046 新庄市立八向中学校グラウンド 新庄市 大字升形１６４９
1047 新庄市立升形小学校グラウンド 新庄市 大字升形８００－９
1048 新庄市立日新中学校グラウンド 新庄市 大字松本１３６
1049 新庄市立萩野学園グラウンド 新庄市 大字泉田字往還東３９８
1050 横根山運動広場 新庄市 大字泉田字高台新田４１０２－１８
1051 （元）柏木山分校用地 新庄市 大字鳥越２６７５
1052 八幡公園 新庄市 大字鳥越字楯山１７５７－１
1053 新庄市立本合海小学校グラウンド 新庄市 大字本合海１２８
1054 中道公園 新庄市 中道町１０－１
1055 中の川公園 新庄市 鉄砲町６－１
1056 谷地田公園 新庄市 東谷地田町１２－１
1057 最上公園 新庄市 堀端町２－１
1058 新庄市立新庄中学校グラウンド 新庄市 堀端町５－８１
1059 小檜室２号公園 新庄市 桧町２０－３
1060 小檜室１号公園 新庄市 桧町２７
1061 市民球場 新庄市 金沢１３９８－３
1062 最上広域交流センターゆめりあ 新庄市 多門町１－２
1063 山形県立寒河江工業高等学校体育館 寒河江市 緑町１４８
1064 山形県立寒河江工業高等学校武道館 寒河江市 緑町１４８
1065 山形県立寒河江高等学校体育館 寒河江市 六供町2丁目3番９号
1066 山形県立寒河江高等学校グラウンド 寒河江市 六供町2丁目3番９号
1067 山形県立寒河江高等学校総合運動場 寒河江市 大字寒河江字鷹の巣地内
1068 山形県立寒河江工業高等学校グラウンド 寒河江市 緑町１４８
1069 寒河江市立寒河江小学校体育館 寒河江市 丸内１丁目３番８号
1070 寒河江市立寒河江中部小学校体育館 寒河江市 元町２丁目１９番地
1071 寒河江市立三泉小学校体育館 寒河江市 字中河原１９１番地の１
1072 旧幸生小学校体育館 寒河江市 大字幸生５５０番地
1073 寒河江市立南部小学校体育館 寒河江市 大字高屋字北江１１番地
1074 寒河江市立柴橋小学校体育館 寒河江市 大字柴橋１９２３番地
1075 柴橋地区コミュニティセンター 寒河江市 大字柴橋１９８８番地の６
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1076 寒河江市西部地区公民館 寒河江市 大字清助新田９３０番地
1077 寒河江市立にしね保育所 寒河江市 大字西根１６９番地
1078 寒河江市立西根小学校体育館 寒河江市 大字西根１７０番地
1079 寒河江市立陵東中学校体育館 寒河江市 大字西根４３０番地
1080 寒河江市中央公民館 寒河江市 大字西根字石川西３３３番地
1081 寒河江市市民体育館 寒河江市 大字西根字石川西３６５番地
1082 寒河江市南部地区公民館 寒河江市 大字島２２５番地
1083 寒河江市立醍醐小学校体育館 寒河江市 大字日和田6番地の１
1084 寒河江市立しらいわ保育所 寒河江市 大字白岩１２９６番地の２
1085 寒河江市立白岩小学校体育館 寒河江市 大字白岩１８４８番地
1086 寒河江市老人福祉センター 寒河江市 大字白岩字大江寺４１５番地
1087 寒河江市立陵西中学校体育館 寒河江市 大字八鍬字冨沢８３６番地
1088 寒河江市立たかまつ保育所 寒河江市 大字米沢６４３番地の２
1089 寒河江市立高松小学校体育館 寒河江市 大字米沢６４３番地の２
1090 寒河江市立陵南中学校体育館 寒河江市 内の袋１丁目１１番地の１
1091 寒河江市勤労青少年ホーム体育館 寒河江市 大字西根字石川西３３３番地
1092 さくらんぼ会館 寒河江市 大字八鍬字川原９１９番地の６
1093 寒河江市立寒河江小学校グラウンド 寒河江市 丸内１丁目３番８号
1094 寒河江市立寒河江中部小学校グラウンド 寒河江市 元町２丁目１９番地
1095 寒河江市立三泉小学校グラウンド 寒河江市 字中河原１９１番地の１
1096 旧幸生小学校グラウンド 寒河江市 大字幸生５５０番地
1097 寒河江市立南部小学校グラウンド 寒河江市 大字高屋字北江１１番地
1098 寒河江市立柴橋小学校グラウンド 寒河江市 大字柴橋１９２３番地
1099 さくらんぼ会館前広場 寒河江市 大字八鍬字川原９１９番地の６
1100 寒河江市西部地区公民館グラウンド 寒河江市 大字清助新田９３０番地
1101 寒河江市立にしね保育所前広場 寒河江市 大字西根１６９番地
1102 寒河江市立西根小学校グラウンド 寒河江市 大字西根１７０番地
1103 寒河江市立陵東中学校グラウンド 寒河江市 大字西根４３０番地
1104 寒河江市立醍醐小学校グラウンド 寒河江市 大字日和田６番地の１
1105 寒河江市立しらいわ保育所前広場 寒河江市 大字白岩１２９６番地の２
1106 寒河江市立白岩小学校グラウンド 寒河江市 大字白岩１８４８番地
1107 寒河江市立陵西中学校グラウンド 寒河江市 大字八鍬字冨沢８３６番地
1108 寒河江市立寒河江中部小学校グラウンド 寒河江市 元町２丁目１９番地
1109 寒河江市立たかまつ保育所前広場 寒河江市 大字米沢６４３番地の２
1110 寒河江市立高松小学校グラウンド 寒河江市 大字米沢６４３番地の２
1111 寒河江市立陵南中学校グラウンド 寒河江市 内の袋１丁目１１番地の１
1112 八幡原第１号公園 寒河江市 元町１丁目１１番地の２
1113 八幡原第２号公園 寒河江市 元町３丁目１０番地
1114 八幡原第３号公園 寒河江市 元町４丁目１８番地
1115 若葉町公園 寒河江市 若葉町１１番地の１
1116 船橋公園 寒河江市 船橋町５番地
1117 丸内公園 寒河江市 南町１丁目１３番８号
1118 南町公園 寒河江市 南町１丁目５３３番地
1119 幸田町公園 寒河江市 幸田町８番地の１
1120 東寒河江第１号公園 寒河江市 高田２丁目２番地の１
1121 東寒河江第２号公園 寒河江市 高田１丁目３番地の１
1122 中央工業団地第２号公園 寒河江市 中央工業団地１５６番地の１
1123 本楯公園 寒河江市 本楯４丁目２０番地の６６
1124 栄町ふれあい広場 寒河江市 栄町１番１１号
1125 仲谷地第２号公園 寒河江市 仲谷地２丁目１６番地
1126 寒河江公園（陸上競技場、野球場） 寒河江市 大字寒河江字長岡丙２７０７－１
1127 新山公園 寒河江市 新山町９番地
1128 みこし公園 寒河江市 本町１丁目６３９
1129 みずき公園 寒河江市 みずき2丁目７９－１１
1130 南部公園 寒河江市 大字島字島東２２５番地の５
1131 西根公園 寒河江市 大字西根字石川西３０２番地の１
1132 落衣前第２号公園 寒河江市 大字寒河江字落衣前６番地の１
1133 本楯１号地下道 寒河江市 寒河江字横道地内
1134 本楯２号地下道 寒河江市 高田三丁目地内
1135 西根地下道 寒河江市 大字西根字長面地内
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1136 寒河江市立なか保育所 寒河江市 八幡町1番10号
1137 寒河江市技術交流プラザ 寒河江市 中央工業団地１５３の１
1138 寒河江市役所（庁舎） 寒河江市 中央1-9-45
1139 寒河江小学校（校舎） 寒河江市 丸内1-3-8
1140 寒河江中部小学校（校舎） 寒河江市 元町2-19
1141 南部小学校（校舎） 寒河江市 大字高屋字北江11
1142 西根小学校（校舎） 寒河江市 大字西根170
1143 柴橋小学校（校舎） 寒河江市 大字柴橋1923
1144 高松小学校（校舎） 寒河江市 大字米沢643-2
1145 醍醐小学校（校舎） 寒河江市 大字日和田6-1
1146 白岩小学校（校舎） 寒河江市 大字白岩1848
1147 三泉小学校（校舎） 寒河江市 字中河原191-1
1148 陵東中学校（校舎） 寒河江市 大字西根430
1149 陵南中学校（校舎） 寒河江市 内ノ袋1-11-1
1150 陵西中学校（校舎） 寒河江市 大字八鍬字冨沢836
1151 学びの里TASSHO 寒河江市 大字田代370番地の15
1152 総合福祉保健センター 寒河江市 中央2-2-1
1153 市立図書館 寒河江市 中央1-7-14
1154 勤労青少年ホーム 寒河江市 大字西根字石川西333
1155 市民文化会館 寒河江市 大字西根字石川西333
1156 中央公民館 寒河江市 大字西根字石川西333
1157 フローラ・SAGAE 寒河江市 本町2-8-3
1158 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
1159 山形県立上山明新館高等学校体育館 上山市 仙石６５０
1160 山形県立山形盲学校体育館 上山市 金谷字金ケ瀬１１１１
1161 山形県立上山高等養護学校体育館 上山市 宮脇字下川原６００
1162 山形県立ゆきわり養護学校体育館 上山市 河崎３丁目７番１号
1163 山形県立上山明新館高等学校グラウンド 上山市 仙石６５０
1164 山形県立山形盲学校グラウンド 上山市 金谷字金ケ瀬１１１１
1165 山形県立上山高等養護学校グラウンド 上山市 宮脇字下川原６００
1166 上山市立南小学校体育館 上山市 けやきの森１－１
1167 上山市体育文化センター 上山市 けやきの森２－１
1168 旧西郷第一小学校体育館 上山市 阿弥陀地字上原９０６－１
1169 旧西郷児童館 上山市 阿弥陀地字上原９１４－１
1170 旧あさひ保育園 上山市 旭町２丁目３－３
1171 宮生地区公民館 上山市 下生居字屋敷前２８８
1172 旧宮生小学校体育館 上山市 下生居字森７５２
1173 みなみ保育園 上山市 河崎１丁目１－４５
1174 南児童センター 上山市 河崎１丁目１－４５
1175 本庄地区公民館 上山市 皆沢字鶴巻１２４７－１
1176 旧本庄小学校 上山市 皆沢字宝１２６－１
1177 しらさぎ保育園 上山市 金生東２丁目６－５４
1178 上山市立中川小学校体育館 上山市 金谷字水神河原１１８９－２
1179 中川児童センター 上山市 金谷字水神河原１５５０－１
1180 旧金瓶児童館 上山市 金瓶字原２３－２
1181 上山市立上山小学校体育館 上山市 元城内５－５
1182 旧西郷第二小学校体育館 上山市 高松字南沢１３３５
1183 中川農業者等トレーニングセンター 上山市 高野字念仏檀１２７－３
1184 中川地区公民館 上山市 高野字念仏檀６６－３
1185 東地区公民館 上山市 須田板字原際７４２－２
1186 旧東児童館 上山市 須田板字原際７５３
1187 上山市立宮川小学校体育館 上山市 須田板字原際７８４－１
1188 上山市立北中学校体育館 上山市 泉川字松ノ木１１０
1189 ZAOたいらぐら 上山市 蔵王坊平国有林２４１林班
1190 山元体育館（旧山元小中学校） 上山市 狸森字久々取５１１－４
1191 山元地区公民館 上山市 狸森字久々取５１１－１
1192 中山地区公民館 上山市 中山字上町弐３１５６
1193 中山体育館（旧中山小学校） 上山市 中山字壁屋敷５６０８
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1194 上山市立南中学校体育館 上山市 長清水３丁目７－１
1195 上山市生涯学習センター 上山市 東町３－６１
1196 西郷地区公民館 上山市 藤吾字下原４１２－３
1197 南部体育館 上山市 藤吾字下原４１２－３
1198 北部地区公民館 上山市 弁天１丁目６－８
1199 南部地区農業者トレーニングセンター 上山市 牧野字中原１９１２
1200 上山市立宮川中学校体育館 上山市 牧野字中原１９４５－２
1201 上山市立南小学校グラウンド 上山市 けやきの森１－１
1202 上山市民球場 上山市 けやきの森１－２
1203 上山市体育文化センター駐車場 上山市 けやきの森２－１
1204 旧西郷第一小学校グラウンド 上山市 阿弥陀地字上原９０６－１
1205 鷺ヶ袋公園 上山市 旭町２丁目１９１－２２
1206 旧あさひ保育園前広場 上山市 旭町２丁目３－３
1207 上生居農村公園 上山市 下生居字ザイケ１４４３－１
1208 旧宮生小学校グラウンド 上山市 下生居字森７５２
1209 市民公園 上山市 河崎一丁目字石崎７０－２
1210 旧本庄小学校グラウンド 上山市 皆沢字宝１２６－１
1211 関根農村公園 上山市 関根字中通１１２９
1212 久保手農村公園 上山市 久保手字久保手４３０１
1213 しらさぎ保育園前広場 上山市 金生東２丁目６ー５４
1214 上山市立中川小学校グラウンド 上山市 金谷字水神河原１１８９－２
1215 金瓶児童遊園 上山市 金瓶字原２３－２
1216 上山市立上山小学校グラウンド 上山市 元城内５－５
1217 月岡公園 上山市 元城内５０－３
1218 旧西郷第二小学校グラウンド 上山市 高松字南沢１３３５
1219 中川地区公民館前広場 上山市 高野字念仏檀６６－３
1220 細谷児童遊園 上山市 細谷３３
1221 蔵王坊平駐車場 上山市 菖蒲外二字末沢山外４２
1222 上山市立宮川小学校グラウンド 上山市 須田板字原際７８４－１
1223 旧川口児童遊園 上山市 川口字北裏７０－５
1224 上山市立北中学校グラウンド 上山市 泉川字松ノ木１１０
1225 山元運動広場 上山市 狸森字久々取５１１－１
1226 中山運動広場 上山市 中山字壁屋敷５６０８
1227 上山市立南中学校グラウンド 上山市 長清水３丁目７－１
1228 市民総合運動広場 上山市 長清水字鞍掛９０９
1229 上山市生涯学習センター前広場 上山市 東町３－６１
1230 西郷地区公民館前広場 上山市 藤吾字下原４１２－３
1231 楢下農村公園 上山市 楢下字流町１０６７
1232 かみのやま温泉駅東口広場 上山市 美咲町1丁目８５－６
1233 北部地区公民館前広場 上山市 弁天１丁目６－８
1234 ヴェンテンガルテン 上山市 弁天２丁目５３５－１
1235 旧上山農業高等学校グラウンド 上山市 弁天２丁目８０９
1236 上山市立宮川中学校グラウンド 上山市 牧野字中原１９４５－２
1237 アビヤントＫ駐車場 上山市 矢来１丁目１－１
1238 長清水公園 上山市 矢来４丁目２７２－３
1239 山形県立村山産業高等学校体育館 村山市 楯岡北町１丁目３番１号
1240 山形県立村山産業高等学校グラウンド 村山市 楯岡北町１丁目３番１号
1241 村山市立楯岡小学校体育館 村山市 楯岡楯１８－１
1242 村山市立楯岡中学校体育館 村山市 楯岡新高田１１－３
1243 村山市市民会館 村山市 楯岡笛田２丁目６－１
1244 岩野ふるさとむら研修センター（岩野会館） 村山市 大字岩野７７２－６
1245 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
1246 村山市立大久保小学校体育館 村山市 大字大久保甲１－１
1247 村山市旧勤労青少年ホーム 村山市 大字大久保甲６１０－２
1248 村山市多目的集会施設(村山市大久保地域市民センター) 村山市 大字大久保甲８７５－１
1249 村山市戸沢地域市民センター 村山市 大字長善寺１６７５
1250 村山市立戸沢小学校体育館 村山市 大字長善寺２９３－２
1251 袖崎地域市民センター 村山市 大字土生田２１８５
1252 村山市立袖崎小学校体育館 村山市 大字土生田２６３
1253 村山市立冨本小学校体育館 村山市 大字湯野沢１１２９
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1254 村山市冨本地域市民センター 村山市 大字湯野沢１５５－１
1255 村山市旧冨本認定こども園 村山市 大字湯野沢４６０５
1256 村山市大高根地域市民センター 村山市 大字富並１７９４－２
1257 村山市立富並小学校体育館 村山市 大字富並２１６９
1258 村山市立西郷小学校体育館 村山市 大字名取１２１７
1259 村山市就業改善センター(西郷地域市民センター) 村山市 大字名取１３３９－７
1260 村山居合振武館 村山市 大字林崎８５
1261 村山市大倉地域市民センター 村山市 大字たも山４６３－１４
1262 村山市立旧大倉小学校体育館 村山市 大字たも山４８－７
1263 村山武道館 村山市 中央１丁目３－６
1264 村山市保健センター 村山市 中央１丁目３－６
1265 村山市立楯岡小学校グラウンド 村山市 楯岡楯１８－１
1266 村山市立楯岡中学校グラウンド 村山市 楯岡新高田１１－３
1267 村山市山の内自然体験交流施設やまばとグラウンド 村山市 大字山の内１２０
1268 村山市立大久保小学校グラウンド 村山市 大字大久保甲１－１
1269 村山市旧勤労青少年ホーム前広場 村山市 大字大久保甲６１０－２
1270 村山市立戸沢小学校グラウンド 村山市 大字長善寺２９３－２
1271 村山市立戸沢小学校グラウンド 村山市 大字白鳥８７５
1272 村山市立袖崎小学校グラウンド 村山市 大字土生田２６３
1273 村山市立冨本小学校グラウンド 村山市 大字湯野沢１１２９
1274 村山市立旧葉山中学校グラウンド 村山市 大字湯野沢１８８１
1275 村山市旧冨本認定こども園前広場 村山市 大字湯野沢４６０５
1276 村山市立旧大高根中学校グラウンド 村山市 大字富並１４６９
1277 村山市立富並小学校グラウンド 村山市 大字富並２１６９
1278 村山市立西郷小学校グラウンド 村山市 大字名取１２１７
1279 村山市立旧大倉小学校グラウンド 村山市 大字たも山４８－７
1280 村山市立葉山中学校体育館 村山市 大字稲下１７５７
1281 村山市立葉山中学校グラウンド 村山市 大字稲下１７５７
1282 村山市役所 村山市 中央一丁目３番６号
1283 農村環境改善センター 村山市 中央一丁目３番６号
1284 Link MURAYAMA 村山市 楯岡荒町二丁目１番１号
1285 楯岡地域市民センター 村山市 楯岡二日町６番２４号
1286 最上徳内記念館 村山市 中央一丁目２番１２号
1287 村山市民体育館 村山市 碁点１０３４
1288 クアハウス碁点 村山市 碁点１０３４－７
1289 村山市故里交流施設 （道の駅むらやま） 村山市 楯岡７６３５－１
1290 村山市福祉センター 村山市 中央一丁目５番２４号
1291 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
1292 はやま認定こども園 村山市 大字長善寺１６３６－１
1293 ひばり保育園 村山市 楯岡北町二丁目５番５６号
1294 村山市消防本部 村山市 中央一丁目３番１３号
1295 山形県立長井高等学校体育館 長井市 四ツ谷２丁目５番１号
1296 山形県立長井工業高等学校体育館 長井市 幸町９番１７号
1297 山形県立泉荘グラウンド 長井市 今泉１８１２
1298 山形県立やまなみ学園グラウンド 長井市 今泉１８１２番地
1299 山形県立長井高等学校グラウンド 長井市 四ツ谷２丁目５番１号
1300 山形県立長井工業高等学校グラウンド 長井市 幸町９番１７号
1301 長井市立豊田小学校体育館 長井市 歌丸９７６
1302 長井市立平野小学校体育館 長井市 九野本３１１８
1303 長井市立伊佐沢小学校体育館 長井市 上伊佐沢２０２７
1304 長井市立北中学校体育館 長井市 成田２８８３
1305 長井市立南中学校体育館 長井市 泉１８１９－１
1306 長井市豊田児童センター園庭 長井市 歌丸２４７５
1307 長井市立豊田小学校グラウンド 長井市 歌丸９７６
1308 長井市置賜生涯学習プラザグラウンド 長井市 九野本１２３５－１
1309 長井市立平野小学校グラウンド 長井市 九野本３１１８
1310 長井市平野児童センター園庭 長井市 九野本３１８３－１
1311 長井市立致芳小学校グラウンド 長井市 五十川１０９１
1312 長井市立伊佐沢小学校グラウンド 長井市 上伊佐沢２０２７
1313 長井市立長井北中学校グラウンド 長井市 成田２８８３
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1314 長井市立長井南中学校グラウンド 長井市 泉１８１９－１
1315 長井市伊佐沢児童センター園庭 長井市 中伊佐沢１２５６－２０
1316 長井市多目的研修センター向山荘前広場 長井市 中伊佐沢１２５６－８
1317 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
1318 長井市置賜生涯学習プラザ体育館 長井市 九野本１２３５－１
1319 長井市立致芳小学校体育館 長井市 五十川１０９１
1320 長井市立長井小学校体育館 長井市 ままの上５－２
1321 長井市立西根小学校体育館 長井市 草岡３７５
1322 長井市立長井小学校グラウンド 長井市 ままの上５－２
1323 長井市立西根小学校グラウンド 長井市 草岡３７５
1324 市役所　本庁舎 長井市 栄町１番１号
1325 長井市致芳児童センター 長井市 五十川2316番地
1326 長井市伊佐沢児童センター 長井市 中伊佐沢1256番地の20
1327 長井小学校第2校舎 長井市 ままの上5番2号
1328 長井小学校第3校舎 長井市 ままの上5番2号
1329 致芳小学校 長井市 五十川1091番地
1330 西根小学校 長井市 草岡375番地
1331 豊田小学校 長井市 歌丸976番地
1332 平野小学校 長井市 九野本3118番地
1333 伊佐沢小学校 長井市 上伊佐沢2027番地
1334 長井南中学校 長井市 泉1819番地の1
1335 長井北中学校 長井市 成田2883番地
1336 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
1337 長井市立図書館 長井市 神明町3番7号
1338 長井市民文化会館 長井市 館町北5番10号
1339 長井市致芳コミュニティセンター 長井市 五十川2316
1340 歌丸横断地下道 長井市 歌丸地内
1341 河井交差点地下歩道 長井市 河井地内
1342 八ケ森交差点地下歩道 長井市 今泉地内
1343 山形県立天童高等学校体育館 天童市 大字山元８５０
1344 山形県青年の家体育館 天童市 小路１－７－８
1345 山形県青年の家本館 天童市 小路１－７－８
1346 山形県総合運動公園 天童市 山王１－１
1347 山形県立天童高等学校グラウンド 天童市 大字山元８５０
1348 天童市立天童南部小学校体育館 天童市 田鶴町４丁目２番１０号
1349 天童市立天童中部小学校体育館 天童市 老野森２丁目６番４号
1350 天童市立天童北部小学校体育館 天童市 乱川４丁目２番２５号
1351 天童市立成生小学校体育館 天童市 大字高木８３６番地
1352 天童市立蔵増小学校体育館 天童市 大字蔵増６７６番地
1353 天童市立寺津小学校体育館 天童市 大字寺津１３５０番地
1354 天童市立津山小学校体育館 天童市 大字貫津５９１番地
1355 天童市立高原の里交流施設ぽんぽこ多目的運動広場 天童市 大字田麦野３８１番地
1356 天童市立山口小学校体育館 天童市 大字山口１９１９番地
1357 天童市立高擶小学校体育館 天童市 大字高擶北２３９番地
1358 天童市立長岡小学校体育館 天童市 東長岡３丁目３番１号
1359 天童市立干布小学校体育館 天童市 大字干布５８０番地
1360 天童市立荒谷小学校体育館 天童市 大字荒谷７８５７番地
1361 天童市立第一中学校体育館 天童市 大字原町１０番１号
1362 天童市立第二中学校体育館 天童市 大字久野本１６７４番地
1363 天童市立第三中学校体育館 天童市 大字矢野目１２８５番地
1364 天童市立第四中学校体育館 天童市 柏木町１丁目３番１号
1365 天童市市民文化会館 天童市 老野森１丁目１番１号
1366 天童市立天童南部公民館 天童市 一日町１丁目１３番１号
1367 天童市立天童中部公民館 天童市 老野森２丁目６番１号
1368 天童市立天童北部公民館 天童市 乱川４丁目３番２号
1369 天童市立成生公民館 天童市 大字高木７３５番地
1370 天童市立蔵増公民館 天童市 大字蔵増南６７２番地
1371 天童市立寺津公民館 天童市 大字藤内新田１６５６番地
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1372 天童市立津山公民館 天童市 大字貫津２４３４番地
1373 天童市立山口公民館 天童市 大字山口１９６９－１番地
1374 天童市立高擶公民館 天童市 大字清池１５１番地１
1375 天童市立長岡公民館 天童市 東長岡３丁目４番１号
1376 天童市立干布公民館 天童市 大字干布５８０番地
1377 天童市立荒谷公民館 天童市 大字荒谷８４４５－１番地
1378 天童市勤労青少年ホーム 天童市 老野森２丁目６番２号
1379 天童市農業者トレーニングセンター 天童市 大字長岡１７３１－２番地
1380 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
1381 天童市総合福祉センター 天童市 老野森２丁目６番３号
1382 一日町公園 天童市 一日町１丁目１２番
1383 小畑東公園 天童市 駅西２丁目６番１号
1384 小畑西公園 天童市 駅西３丁目１０番６号
1385 駅西公園 天童市 駅西４丁目６番１号
1386 塚田公園 天童市 鎌田１丁目１１番４号
1387 温泉公園 天童市 鎌田１丁目３番９号
1388 鎌田公園 天童市 鎌田本町１丁目４番
1389 鍬の町公園 天童市 鎌田本町２丁目８番
1390 久野本公園 天童市 久野本３丁目１３番
1391 城山公園 天童市 五日町２丁目２６番１号
1392 交り江東公園 天童市 交り江１丁目３番
1393 交り江西公園 天童市 交り江３丁目２番３号
1394 浮ノ城公園 天童市 糠塚１丁目１０番
1395 糠塚南公園 天童市 糠塚２丁目６番
1396 三日町公園 天童市 三日町２丁目１番２５号
1397 小関公園 天童市 小関２丁目２番２号
1398 小路公園 天童市 小路１丁目１番１号
1399 小路南公園 天童市 小路１丁目５番４号
1400 千刈公園 天童市 泉町１丁目８番
1401 李田公園 天童市 泉町２丁目５番６号
1402 石倉公園 天童市 大字下荻野戸９０２－３番地
1403 上荻野戸公園 天童市 大字干布１０６番地
1404 天童市立干布小学校グラウンド 天童市 大字干布５８０番地
1405 奈良沢公園 天童市 大字干布７０３番地
1406 上貫津公園 天童市 大字貫津字小山下
1407 天童市立津山小学校グラウンド 天童市 大字貫津５９１番地
1408 天童市立第二中学校グラウンド 天童市 大字久野本１６７４番地
1409 天童市立第一中学校グラウンド 天童市 大字原町１０番１号
1410 立谷川河川緑地 天童市 大字荒谷２７８９－１番地
1411 おらだの川 天童市 大字荒谷３０８－２番地
1412 小才勝東公園 天童市 大字荒谷３９３－１６５番地
1413 小才勝西公園 天童市 大字荒谷３９３－５６番地
1414 天童市立荒谷小学校グラウンド 天童市 大字荒谷７８５７番地
1415 高木公園 天童市 大字高木５６８－２番地
1416 天童市立成生小学校グラウンド 天童市 大字高木８３６番地
1417 にれの木公園 天童市 大字高擶１８９７－５５番地
1418 あかつき公園 天童市 大字高擶２１３５－２番地
1419 天童市立高擶小学校グラウンド 天童市 大字高擶北２３９番地
1420 原崎ふれあい公園 天童市 大字山口１７６８番地
1421 天童市立山口小学校グラウンド 天童市 大字山口１９１９番地
1422 上山口公園 天童市 大字山口２８０６－３
1423 二子沢公園 天童市 大字山口字二子沢
1424 天童市立寺津小学校グラウンド 天童市 大字寺津１３５０番地
1425 水郷寺津沼公園 天童市 大字寺津２８８－１番地
1426 天童市スポーツセンターグラウンド 天童市 大字小関１２３０番地
1427 桝賀公園 天童市 北目２丁目１１番１号
1428 一本杉公園 天童市 乱川２丁目１０番２２号
1429 春日公園 天童市 乱川３丁目１０番２２号
1430 藤ヶ丘公園 天童市 清池東２丁目１３４５号
1431 川原子広場公園 天童市 大字川原子３００４－１番地
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1432 谷地中公園 天童市 大字川原子４０５－３番地
1433 小原公園 天童市 大字川原子５１６６番地
1434 堀端児童公園 天童市 大字蔵増４４４９番地
1435 天童市立蔵増小学校グラウンド 天童市 大字蔵増６７６番地
1436 蔵増南公園 天童市 大字蔵増南１７１４－１番地
1437 田麦野公園 天童市 大字田麦野１１４８－１番地
1438 天童市立高原の里交流施設ぽんぽこ屋外多目的広場 天童市 大字田麦野３８１番地
1439 藤内新田運動公園広場 天童市 大字藤内新田５０３－２２６番地
1440 道満公園 天童市 大字道満１３２－１番地
1441 天童市立第三中学校グラウンド 天童市 大字矢野目１２８５番地
1442 小矢野目公園 天童市 大字矢野目字ナカタ
1443 乱川公園 天童市 大字乱川１２９２－３番地
1444 西原公園 天童市 大字乱川１５５６－３６番地
1445 東久野本公園 天童市 東久野本２丁目２６６番地
1446 長岡児童公園 天童市 中里２丁目１４６９番地
1447 松木段公園 天童市 中里３丁目３番
1448 長丘公園 天童市 中里５丁目２３１２番地
1449 中里緑地 天童市 中里７丁目１番
1450 岡屋敷公園 天童市 長岡北１丁目８番６号
1451 和久井公園 天童市 長岡北３丁目６番４号
1452 田鶴町公園 天童市 田鶴町１丁目５５６番地番１７号
1453 天童市立天童南部小学校グラウンド 天童市 田鶴町４丁目２番１０号
1454 辻の前公園 天童市 東長岡２丁目６番１号
1455 天童市立長岡小学校グラウンド 天童市 東長岡３丁目３番１号
1456 東長岡公園 天童市 東長岡３丁目４番２号
1457 稲荷公園 天童市 東芳賀１丁目１０番２号
1458 諏訪公園 天童市 東芳賀２丁目５番２号
1459 一ツ橋公園 天童市 東本町１丁目１７９番地
1460 中央公園 天童市 東本町２丁目６６番
1461 沼北公園 天童市 東本町３丁目８番地
1462 南小畑西公園 天童市 南小畑３丁目４番
1463 南小畑東公園 天童市 南小畑４丁目５番
1464 天童市立第四中学校グラウンド 天童市 柏木町１丁目３番１号
1465 柏木東公園 天童市 柏木町２丁目４番
1466 柏木西公園 天童市 柏木町３丁目８番
1467 北久野本公園 天童市 北久野本３丁目１４６２番地１号
1468 ひかり交流広場公園 天童市 北久野本４丁目1324番１
1469 本町公園 天童市 本町１丁目６番１号
1470 万代公園 天童市 万代６２９－２２番地
1471 東千刈公園 天童市 南町３丁目３番
1472 東芳賀公園 天童市 東芳賀３丁目６番
1473 南部公園 天童市 南町２丁目１２番１号
1474 天童市立天童北部小学校グラウンド 天童市 乱川４丁目２番２５号
1475 北部公園 天童市 乱川４丁目２番４号
1476 綿掛公園 天童市 老野森１丁目７番
1477 老野森公園 天童市 老野森２丁目１２番１号
1478 天童市立天童中部小学校グラウンド 天童市 老野森２丁目６番４号
1479 もみじ第１公園 天童市 大字乱川１２０６－３番地
1480 高擶北運動公園 天童市 大字高擶２０５８－３番地
1481 わくわくランド多目的広場 天童市 鍬ノ町２丁目３番
1482 東原公園 天童市 大字乱川字東原１２６５－４番地
1483 老野森交流広場公園 天童市 老野森三丁目１６１番地
1484 芳賀タウン北公園 天童市 天童市芳賀タウン北１丁目４番
1485 芳賀タウン南公園 天童市 天童市芳賀タウン南４丁目９番
1486 中道公園 天童市 天童市北久野本２丁目４番
1487 芳賀タウン西公園 天童市 天童市芳賀タウン北３丁目７番
1488 芳賀タウン中央公園 天童市 天童市芳賀タウン南３丁目４番
1489 芳賀タウン東公園 天童市 天童市芳賀タウン南１丁目８番
1490 天童公園駐車場 天童市 天童市天童中３丁目１番
1491 せせらぎの杜公園 天童市 大字乱川字東原１０－２番地
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1492 やまもと公園 天童市 大字山元字寄際１５５－１番地
1493 天童南部小学校 天童市 田鶴町４-２-10
1494 天童中部小学校 天童市 老野森２-６-４
1495 天童北部小学校 天童市 乱川４-２-２５
1496 成生小学校 天童市 大字高木８３６
1497 蔵増小学校 天童市 大字蔵増６７６
1498 寺津小学校 天童市 大字寺津１３５０
1499 津山小学校 天童市 大字貫津５９１
1500 山口小学校 天童市 大字山口１９１９
1501 高擶小学校 天童市 大字高擶北２３９
1502 長岡小学校 天童市 東長岡３-３-１
1503 干布小学校 天童市 大字干布５８０
1504 荒谷小学校 天童市 大字荒谷7857
1505 第一中学校 天童市 大字原町1０-1
1506 第二中学校 天童市 大字久野本1674
1507 第三中学校 天童市 大字矢野目１２８５
1508 第四中学校 天童市 柏木町１-３-１
1509 本庁舎 天童市 老野森一丁目１番１号
1510 教育委員会庁舎 天童市 老野森一丁目４番２号他
1511 図書館                   　 天童市 老野森一丁目２番７号他
1512 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
1513 山形県身体障がい者保養所東紅苑グラウンド 東根市 温泉町２丁目１６番１号
1514 東根市神町防災センター 東根市 神町東４丁目４－８
1515 東根市立神町小学校体育館 東根市 神町南三丁目２－３
1516 東根市立大富中学校体育館 東根市 柏原３丁目１－１
1517 大富公民館 東根市 大字羽入７２３
1518 東根市立大富小学校体育館 東根市 大字羽入８４１
1519 東根市立第二中学校体育館 東根市 大字蟹沢９５０－１５
1520 東根市立高崎小学校体育館 東根市 大字観音寺２１６２
1521 高崎公民館 東根市 大字観音寺２１６７－２
1522 東根市立小田島小学校体育館 東根市 大字郡山４１１－１
1523 小田島公民館 東根市 大字郡山６７２
1524 東根市立神町中学校体育館 東根市 神町北五丁目１１－１
1525 東根市立第三中学校体育館 東根市 大字泉郷乙１９２２
1526 東根市立東郷小学校体育館 東根市 大字泉郷乙１９２２
1527 長瀞公民館 東根市 大字長瀞１２５９
1528 東根市立長瀞小学校体育館 東根市 大字長瀞１８８－１
1529 東根市民体育館 東根市 大字東根乙１１１９－１
1530 東根市立東根小学校体育館 東根市 本丸南１丁目１－１
1531 東根市立第一中学校体育館 東根市 鷺の宿１－１
1532 東根公民館 東根市 本町６－１
1533 東郷公民館 東根市 大字野川１１８４－１
1534 東根市立東根中部小学校体育館 東根市 中央２丁目５－１
1535 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
1536 東根市立東根小学校グラウンド 東根市 本丸南１丁目１－１
1537 東根市立東根中部小学校グラウンド 東根市 中央２丁目５－１
1538 東根市立東郷小学校グラウンド 東根市 大字泉郷乙１９２２
1539 東根市立高崎小学校グラウンド 東根市 大字観音寺２１６２
1540 東根市立神町小学校グラウンド 東根市 神町南三丁目２－３
1541 東根市立大富小学校グラウンド 東根市 大字羽入８４１
1542 東根市立小田島小学校グラウンド 東根市 大字郡山４１１－１
1543 東根市立長瀞小学校グラウンド 東根市 大字長瀞１８８－１
1544 東根市立第一中学校グラウンド 東根市 鷺の宿１－１
1545 東根市立第二中学校グラウンド 東根市 大字蟹沢９５０－１５
1546 東根市立第三中学校グラウンド 東根市 大字泉郷乙１９２２
1547 東根市立神町中学校グラウンド 東根市 神町北五丁目１１－１
1548 東根市立大富中学校グラウンド 東根市 柏原３丁目１－１
1549 堂ノ前公園 東根市 大字東根甲
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1550 市民の広場 東根市 中央１丁目１番１号
1551 若木山公園 東根市 神町東４丁目４
1552 大森山公園 東根市 大字東根乙
1553 大森緑地公園 東根市 大字東根甲
1554 東根市立大森小学校グラウンド 東根市 神町北２丁目1番１号
1555 東根市中央運動公園体育館 東根市 中央西１－１
1556 本郷第一公園 東根市 温泉町一丁目９－２１
1557 本郷第２公園 東根市 温泉町一丁目３－４
1558 さくら公園 東根市 中央二丁目４－１
1559 鷺の森公園 東根市 鷺ノ森一丁目１１
1560 宮崎公園 東根市 宮崎一丁目９－１
1561 下川原公園 東根市 三日町二丁目４－１
1562 中央公園 東根市 本丸西一丁目
1563 けやき公園 東根市 中央三丁目１３
1564 かつら公園 東根市 中央三丁目６－３
1565 もみじ公園 東根市 中央四丁目４
1566 まつ公園 東根市 中央二丁目１７－１１
1567 野田公園 東根市 大字野田字藤タン
1568 縄目公園 東根市 大字蟹沢字下縄目
1569 一本木南公園 東根市 一本木三丁目１２
1570 わかば公園 東根市 神町北三丁目１２
1571 大平公園 東根市 大字若木字野川向23-61
1572 みずき公園 東根市 さくらんぼ駅前三丁目５－１
1573 つばき公園 東根市 中央南二丁目９－７
1574 かえで公園 東根市 さくらんぼ二丁目９
1575 みのりの樹公園 東根市 神町北四丁目８-1
1576 やすらぎ公園 東根市 神町北五丁目６-1
1577 ふれあい公園 東根市 神町北二丁目９-1
1578 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
1579 さくらんぼタントクルセンター広場 東根市 中央一丁目５－１
1580 山形県立北村山高等学校体育館 尾花沢市 大字尾花沢１５９３
1581 山形県立北村山高等学校グラウンド 尾花沢市 大字尾花沢１５９３
1582 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
1583 尾花沢市文化体育施設 尾花沢市 若葉町１丁目４－２７
1584 おもだか保育園 尾花沢市 上町５丁目６－１５
1585 徳良湖青少年自然研修センター 尾花沢市 大字延沢３６３６－１３
1586 尾花沢市基幹集落センター 尾花沢市 大字延沢３６３６－１４
1587 尾花沢市立常盤小学校体育館 尾花沢市 大字延沢７８３
1588 常盤地区公民館 尾花沢市 大字延沢８８７
1589 ときわ保育園 尾花沢市 大字延沢９１９－１
1590 宮沢地区公民館 尾花沢市 大字押切１
1591 ほたるの里郷土資料館体育館 尾花沢市 大字牛房野６３５
1592 尾花沢市地域交流センター 尾花沢市 大字高橋１１５－４
1593 尾花沢市立福原小学校体育館 尾花沢市 大字寺内１１７０
1594 尾花沢市上柳健康増進施設 尾花沢市 大字上柳渡戸７６
1595 さくら保育園 尾花沢市 大字丹生１８０－５
1596 尾花沢市立宮沢小学校体育館 尾花沢市 大字丹生１９３３
1597 旧玉野地区公民館 尾花沢市 大字鶴巻田４７４
1598 玉野保育園 尾花沢市 大字鶴巻田５０４－１
1599 尾花沢市立玉野小学校体育館 尾花沢市 大字鶴巻田５８０
1600 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
1601 鶴子交流施設 尾花沢市 大字鶴子６６７
1602 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
1603 尾花沢市民体育館 尾花沢市 新町３丁目５－３５
1604 尾花沢市立福原中学校体育館 尾花沢市 大字野黒沢２０８
1605 福原地区公民館 尾花沢市 大字野黒沢２５５
1606 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
1607 尾花沢市共同福祉施設 尾花沢市 若葉町２丁目２－１８
1608 尾花沢市立尾花沢中学校グラウンド 尾花沢市 横町２丁目２－８０
1609 尾花沢市立常盤小学校グラウンド 尾花沢市 大字延沢７８３
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1610 ときわ保育園前広場 尾花沢市 大字延沢９１９－１
1611 ほたるの里郷土資料館グラウンド 尾花沢市 大字牛房野６３５
1612 尾花沢市地域交流センター前広場 尾花沢市 大字高橋１１５－４
1613 尾花沢市立福原小学校グラウンド 尾花沢市 大字寺内１１７０
1614 尾花沢市上柳健康増進施設グラウンド 尾花沢市 大字上柳渡戸７６
1615 さくら保育園前広場 尾花沢市 大字丹生１８０－５
1616 尾花沢市立宮沢小学校グラウンド 尾花沢市 大字丹生１９３３
1617 玉野保育園前広場 尾花沢市 大字鶴巻田５４０－１
1618 尾花沢市立玉野小学校グラウンド 尾花沢市 大字鶴巻田５８０
1619 玉野地区公民館（尾花沢市立旧玉野中学校）グラウンド 尾花沢市 大字鶴巻田８６６
1620 鶴子交流施設グラウンド 尾花沢市 大字鶴子６６７
1621 おもだか保育園前広場 尾花沢市 上町５丁目６－１５
1622 尾花沢市立尾花沢小学校グラウンド 尾花沢市 梺町３丁目３－１
1623 尾花沢市立福原中学校グラウンド 尾花沢市 大字野黒沢２０８
1624 名木沢コミュニティセンター 尾花沢市 大字名木沢８６２
1625 パレットスクェア 尾花沢市 上町６丁目１－１６
1626 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
1627 尾花沢幼稚園 尾花沢市 上町４丁目６－１６
1628 ひまわり保育園 尾花沢市 新町４丁目４－１７
1629 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
1630 尾花沢市老人福祉センター東光館 尾花沢市 新町３丁目２－５
1631 徳良湖温泉花笠の湯 尾花沢市 大字尾花沢５１５１－６７
1632 新生園 尾花沢市 大字荻袋９１１－1
1633 道の駅「ねまる」 尾花沢市 大字芦沢１１９５－１
1634 環境衛生センター 尾花沢市 大字毒沢地内
1635 よつば保育園 尾花沢市 大字荻袋１２８７－１７
1636 横内南地下横断歩道 尾花沢市 大字五十沢字外原地内
1637 尾花沢小学校 尾花沢市 梺町三丁目3-1
1638 福原小学校 尾花沢市 大字寺内1170
1639 宮沢小学校 尾花沢市 大字丹生1933
1640 玉野小学校 尾花沢市 大字鶴巻田580
1641 常盤小学校 尾花沢市 大字延沢783
1642 尾花沢中学校 尾花沢市 横町二丁目2-80
1643 福原中学校 尾花沢市 大字野黒沢208
1644 おもだか保育園 尾花沢市 上町五丁目6-15
1645 老人福祉センター東光館 尾花沢市 新町三丁目2-5
1646 尾花沢市文化体育施設 尾花沢市 若葉町一丁目4-27
1647 尾花沢市民体育館 尾花沢市 新町三丁目5-35
1648 玉野地区公民館 尾花沢市 大字鶴巻田866
1649 常盤地区公民館 尾花沢市 大字延沢887
1650 尾花沢市消防署 尾花沢市 新町四丁目5-1
1651 尾花沢市共同福祉施設 尾花沢市 若葉町一丁目2-18
1652 徳良湖自然研修センター 尾花沢市 大字延沢3636-13
1653 基幹集落センター 尾花沢市 大字延沢3636-14
1654 勤労者総合スポーツ施設 尾花沢市 大字二藤袋1401-6
1655 農林漁業体験実習館 尾花沢市 大字鶴子1300-27
1656 上柳健康増進施設 尾花沢市 大字上柳渡戸76
1657 尾花沢市学習情報センター 尾花沢市 若葉町一丁目8-25
1658 ほたるの里郷土資料館 尾花沢市 大字牛房野635
1659 鶴子交流施設 尾花沢市 大字鶴子667
1660 山形県立南陽高等学校体育館 南陽市 宮内４６００
1661 山形県立南陽高等学校グラウンド 南陽市 宮内４６００
1662 南陽市立荻小学校体育館 南陽市 荻１０３３
1663 吉野森林交流センター（吉野公民館） 南陽市 荻８７６
1664 南陽市立宮内中学校体育館 南陽市 宮内２３０３－２
1665 南陽市立宮内小学校体育館 南陽市 宮内３４１５
1666 南陽市武道館 南陽市 宮内３４３６－１
1667 南陽市文化センター（宮内公民館） 南陽市 宮内３４７８
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1668 南陽市金山公民館 南陽市 金山２０５４－１
1669 旧中川中学校体育館 南陽市 元中山１６３
1670 南陽市立沖郷小学校体育館 南陽市 高梨４６０
1671 南陽市立沖郷中学校体育館 南陽市 高梨５９４－３
1672 南陽市民体育館 南陽市 三間通１０９６
1673 南陽市健康長寿センター 南陽市 赤湯２１５－２
1674 南陽市老人いこいの家 南陽市 赤湯３９１－５
1675 南陽市赤湯公民館（えくぼプラザ） 南陽市 赤湯７９１－１
1676 南陽市立赤湯中学校体育館 南陽市 椚塚１８１５
1677 南陽市立漆山小学校体育館 南陽市 漆山１７３１
1678 南陽市漆山公民館 南陽市 漆山1936-1
1679 南陽市夕鶴の里 南陽市 漆山２０２５－２
1680 南陽市立小滝小学校体育館 南陽市 小滝１４４４
1681 南陽市立中川小学校体育館 南陽市 川樋２５
1682 南陽市中川公民館 南陽市 川樋６－２
1683 南陽市立梨郷小学校体育館 南陽市 竹原１３９
1684 南陽市梨郷公民館 南陽市 竹原２８４１－１
1685 南陽市立赤湯小学校体育館 南陽市 長岡９９４
1686 南陽市交流プラザ蔵楽 南陽市 宮内１００４－１
1687 南陽市防災センター（沖郷公民館） 南陽市 若狭郷屋９１７－１
1688 南陽市勤労者総合福祉センター 南陽市 宮内４５２６－１
1689 南陽市立荻小学校グラウンド 南陽市 荻１０３３
1690 南陽市立宮内中学校グラウンド 南陽市 宮内２３０３－２
1691 南陽市立宮内小学校グラウンド 南陽市 宮内３４１５
1692 旧中川中学校グラウンド 南陽市 元中山１６３
1693 南陽市立沖郷小学校グラウンド 南陽市 高梨４６０
1694 南陽市立沖郷中学校グラウンド 南陽市 高梨５９４－３
1695 南陽市立漆山小学校グラウンド 南陽市 漆山１７３１
1696 南陽市立小滝小学校グラウンド 南陽市 小滝１４４４
1697 南陽市立中川小学校グラウンド 南陽市 川樋２５
1698 南陽市立梨郷小学校グラウンド 南陽市 竹原１３９
1699 南陽市立赤湯小学校グラウンド 南陽市 長岡９９４
1700 南陽市立赤湯中学校グラウンド 南陽市 椚塚１８１５
1701 南陽市立金山公民館グラウンド 南陽市 金山２０５４－１
1702 南陽市中央花公園 南陽市 三間通１０９６
1703 介護老人保健施設　ほなみ荘 南陽市 宮内３７５０－１
1704 特別養護老人ホーム　太陽の里ふたば 南陽市 宮内２３８１
1705 介護老人保健施設　ドミール南陽 南陽市 椚塚９４８－１
1706 特別養護老人ホーム　こぶし荘 南陽市 川樋５０８
1707 特別養護老人ホーム　つばさノ杜 南陽市 若狭郷屋８１１－１
1708 池黒公会堂 南陽市 池黒１５７０－３
1709 山形県立山辺高等学校体育館 山辺町 大字山辺３０２８
1710 山形県立山辺高等学校グラウンド 山辺町 大字山辺３０２８
1711 山辺町近江公民館 山辺町 近江３－３７
1712 山辺町相模公民館 山辺町 大字根際２２７９－１
1713 山辺町立相模小学校体育館 山辺町 大字根際２２８３
1714 山辺町中央公民館 山辺町 大字山辺１
1715 山辺南部公民館 山辺町 大字山辺１４２４
1716 山辺東部公民館 山辺町 大字山辺２８０５－２
1717 山辺町立山辺中学校体育館 山辺町 清水１－１
1718 山辺町立山辺小学校体育館 山辺町 大字山辺５５
1719 山辺北部公民館 山辺町 大字山辺９７５
1720 旧山辺町立大寺小学校体育館 山辺町 大字大寺１１５０
1721 山辺町大寺公民館 山辺町 大字大寺１７５１
1722 山辺町役場中支所・公民館 山辺町 大字大蕨１１６４－１
1723 山辺町役場作谷沢支所・公民館 山辺町 大字簗沢３１０２－１
1724 旧山辺町立作谷沢小・中学校体育館 山辺町 大字簗沢６３６
1725 山辺町武道館 山辺町 緑ケ丘１
1726 山辺町民総合体育館 山辺町 緑ケ丘１
1727 山辺町保健福祉センター 山辺町 大字大塚８３６－１
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1728 山辺町立相模小学校グラウンド 山辺町 大字根際２２８３
1729 山辺町立山辺中学校グラウンド 山辺町 清水１－１
1730 山辺町立山辺小学校グラウンド 山辺町 大字山辺５５
1731 旧山辺町立大寺小学校グラウンド 山辺町 大字大寺１１５０
1732 旧山辺町立鳥海小・中中学校グラウンド 山辺町 大字大蕨１１００
1733 旧山辺町立作谷沢小・中学校グラウンド 山辺町 大字簗沢６３６
1734 山辺町中央公園 山辺町 緑ケ丘１
1735 山辺町南公園 山辺町 大字山辺1482-1
1736 山辺町長沼公園 山辺町 緑ケ丘4丁目1-3
1737 山辺町芦沢公園 山辺町 大字山辺5768
1738 山辺町近江公園 山辺町 近江6-2
1739 山辺町天神公園 山辺町 大字山辺2117-1
1740 山辺町近江南公園 山辺町 近江21-1
1741 山辺町大門ふれあい公園 山辺町 大字山辺4931-1地先
1742 山辺町緑ケ丘1号公園 山辺町 緑ケ丘3丁目1-15
1743 山辺町緑ケ丘2号公園 山辺町 緑ケ丘5丁目5-1
1744 山辺町緑ケ丘3号公園 山辺町 緑ケ丘6丁目7-14
1745 山辺町大塚天神古墳公園 山辺町 山辺町大字大塚1133-1
1746 山辺町緑ケ丘農村公園 山辺町 緑ケ丘５
1747 山辺町はったらモア広場 山辺町 大字畑谷3951-1
1748 山辺町大寺ふれあい公園 山辺町 大字大寺575
1749 山辺町安達峰一郎記念保育所 山辺町 大字山辺2212
1750 山辺町緑ケ丘コミュニティセンター 山辺町 緑ケ丘2丁目4-5
1751 ひまわり温泉ゆ・ら・ら 中山町 いずみ１
1752 総合体育館 中山町 いずみ２
1753 中山町立長崎小学校体育館 中山町 大字長崎１０９２
1754 中山勤労文化センター 中山町 大字長崎４６５５－５
1755 中山町立中山中学校体育館 中山町 大字長崎４８８０
1756 中央公民館 中山町 大字長崎６０１０
1757 中山町立豊田小学校体育館 中山町 大字土橋６４５
1758 なかやま保育園 中山町 大字柳沢２３２２－１
1759 中山町保健福祉センター 中山町 大字柳沢２３３６－１
1760 中山公園 中山町 大字長崎５０８１
1761 ひまわり温泉ゆ・ら・ら駐車場 中山町 いずみ１
1762 ひまわり温泉ゆ・ら・ら前交流広場 中山町 いずみ１
1763 総合体育館駐車場 中山町 いずみ２
1764 中山町立長崎小学校グラウンド 中山町 長崎１０９２
1765 中山勤労文化センター駐車場 中山町 長崎４６５５－５
1766 中山町立中山中学校グラウンド 中山町 長崎４８８０
1767 屋内ゲートボール場及び駐車場 中山町 長崎５８６１－６
1768 町民グラウンド 中山町 長崎６０１０
1769 中山町立豊田小学校グラウンド 中山町 土橋６４５
1770 南小路横断地下道 中山町 長崎字南小路地内
1771 館横断地下道 中山町 長崎字古城地内
1772 北小路横断地下道 中山町 長崎字村下地内
1773 中山町立豊田小学校体育館 中山町 大字土橋645番地
1774 歴史民俗資料館 中山町 中山町
1775 中山町立図書館 中山町 大字長崎8038番地9
1776 山形県立みやま荘体育館 河北町 大字吉田字馬場１１
1777 山形県立谷地高等学校体育館 河北町 谷地字田中１７０
1778 山形県立みやま荘グラウンド 河北町 大字吉田字馬場１１
1779 山形県立谷地高等学校グラウンド 河北町 谷地字田中１７０
1780 河北町立河北中学校体育館 河北町 谷地中央４丁目１２－１
1781 河北町立谷地中部小学校体育館 河北町 谷地字所岡７３
1782 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
1783 河北町立谷地西部小学校体育館 河北町 谷地字布田５５
1784 河北町民体育館 河北町 谷地字所岡７７
1785 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
1786 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
1787 河北町立西里小学校体育館 河北町 西里５６２
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1788 河北町西里農村環境改善センター 河北町 西里７５０－７
1789 河北町立溝延小学校体育館 河北町 大字溝延字小堤３１２－１
1790 河北町溝延研修センター 河北町 大字溝延字小堤４０
1791 河北町立北谷地小学校体育館 河北町 大字吉田３６７
1792 北谷地構造改善センター 河北町 大字吉田字馬場２６１
1793 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
1794 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
1795 河北町両所活性化センター 河北町 河北町西里６３４６番地
1796 元泉農村公園 河北町 字畑中２１３－４
1797 天満農村公園 河北町 西里１３９－２
1798 両所農村公園 河北町 西里１６８２－１
1799 根際農村公園 河北町 西里１９６４－１
1800 河北町立西里小学校グラウンド 河北町 西里５６２
1801 西里農村環境改善センター駐車場 河北町 西里７５０－７
1802 岩木農村公園 河北町 大字岩木１３５－４
1803 笹本農村公園 河北町 大字岩木９４８－２
1804 北谷地構造改善センター駐車場 河北町 大字吉田字馬場２６１
1805 河北町立溝延小学校グラウンド 河北町 大字溝延字小堤３１２－１
1806 河北町溝延研修センター駐車場 河北町 大字溝延字小堤４０
1807 新吉田農村公園 河北町 大字新吉田１８－２
1808 吉野農村公園 河北町 谷地２１２７
1809 河北公園 河北町 谷地戊８１
1810 河北町立谷地南部小学校グラウンド 河北町 谷地荒町東一丁目７-１
1811 河北町立谷地西部小学校グラウンド 河北町 谷地字布田５５
1812 所岡東公園 河北町 谷地所岡２丁目１４－７
1813 所岡中部公園 河北町 谷地所岡２丁目４－１
1814 河北町総合交流センターサハトべに花駐車場 河北町 谷地所岡３丁目１－１０
1815 河北町立谷地中部小学校グラウンド 河北町 谷地所岡７３
1816 河北町民体育館駐車場 河北町 谷地所岡７７
1817 田中公園 河北町 谷地中央１丁目２－４
1818 河北中央公園 河北町 谷地中央３丁目１５－１
1819 河北町立河北中学校グラウンド 河北町 谷地中央４丁目１２－１
1820 若葉公園 河北町 谷地中央５丁目６－１
1821 幸町公園 河北町 谷地字東２５－１５
1822 ひなの広場 河北町 谷地ひな市二丁目９－１
1823 ひな市北公園 河北町 谷地ひな市三丁目５－７
1824 ひな市南公園 河北町 谷地ひな市四丁目４－４
1825 溝延城址公園 河北町 大字溝延字本丸１５
1826 溝延本丸公園 河北町 大字溝延字本丸２２－１
1827 荒町東公園 河北町 谷地荒町東２丁目１２－１
1828 ほこえ公園 河北町 谷地荒町東２丁目８－１３
1829 あさひ公園 河北町 谷地荒町東２丁目２２－４
1830 下沢畑公園 河北町 谷地庚７５０
1831 どんがホール 河北町 谷地甲７９
1832 町民プール駐車場 河北町 谷地字下野２８８
1833 産業振興センター 河北町 谷地字月山堂６５４－１
1834 交流館遊蔵 河北町 谷地甲２３２５－２
1835 道の駅河北 河北町 谷地字真木335番地1
1836 河北町役場庁舎 河北町 谷地戊８１番地
1837 交流センターあいべ 西川町 大字間沢２８０
1838 町民体育館岩根沢分館 西川町 大字岩根沢５２３－２
1839 西川町立西川中学校体育館 西川町 大字吉川２２７－２８
1840 吉川研修センター 西川町 大字吉川６６４－１０
1841 綱取公民館 西川町 大字綱取６１９
1842 沼山地区多目的集会センター 西川町 大字沼山３３４－１3
1843 水沢温泉館 西川町 大字水沢２３０４
1844 町民体育館小山分館 西川町 大字入間１６３７－２
1845 睦合公民館 西川町 大字睦合乙４０
1846 梅沢会館 西川町 大字睦合丙１４８－１
1847 本道寺地区集会センター 西川町 大字本道寺３６２－２
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1848 海味公民館 西川町 大字海味１２７４－８
1849 弓張平公園パークプラザ 西川町 大字志津１７２－３
1850 西川町立西川小学校体育館 西川町 大字海味１２３４
1851 西川町役場駐車場 西川町 大字海味５１０
1852 町民グラウンド 西川町 大字間沢２８０
1853 西川町立西川中学校グラウンド 西川町 大字吉川２２７－２８
1854 旧川土居小学校グラウンド 西川町 大字吉川６７１－１
1855 沼山農村公園 西川町 大字沼山３２９－５
1856 旧水沢小学校グラウンド 西川町 大字水沢２２７１
1857 旧大井沢小学校グラウンド 西川町 大字大井沢４１１０
1858 旧入間小学校グラウンド 西川町 大字入間２２３－１
1859 町民体育館小山分館グラウンド 西川町 大字入間１６３７ー２
1860 睦合公園グラウンド 西川町 大字睦合丙３７－２
1861 綱取公民館前 西川町 大字綱取６１９
1862 旧岩根沢小学校グラウンド 西川町 大字岩根沢５２３－２
1863 本道寺地区集会センター駐車場 西川町 大字本道寺３６２－２
1864 弓張平公園パークプラザ駐車場 西川町 大字志津１７２－３
1865 姥沢駐車場 西川町 月山沢月山国有林115ニ
1866 睦合第１横断地下道 西川町 大字睦合字タイ丙地内
1867 睦合第２横断地下道 西川町 大字睦合字南丙地内
1868 海味地下横断歩道 西川町 大字海味字大下地内
1869 入間公民館 西川町 大字入間3022-1
1870 大井沢温泉館 西川町 大字大井沢1177
1871 朝日町立朝日中学校武道館 朝日町 大字宮宿１０８－１
1872 朝日町民体育館 朝日町 大字宮宿１１１５
1873 朝日町立朝日中学校体育館 朝日町 大字宮宿１０８
1874 朝日町立宮宿小学校体育館 朝日町 大字宮宿１０２１
1875 朝日町立旧上郷小学校体育館 朝日町 大字上郷３１４
1876 朝日町立西五百川小学校体育館 朝日町 大字常盤い１８１－１
1877 朝日町健康増進センター 朝日町 大字常盤に５１８－２
1878 西部公民館 朝日町 大字常盤に５１９－７
1879 朝日町立旧送橋小学校体育館 朝日町 大字送橋４６１
1880 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
1881 北部公民館 朝日町 大字大谷１１３５－１
1882 朝日町立大谷小学校体育館 朝日町 大字大谷１１４７
1883 朝日町立旧立木小学校体育館 朝日町 大字立木３００
1884 緑が丘公園 朝日町 大字宮宿３４５番地の１
1885 朝日町立朝日中学校グラウンド 朝日町 大字宮宿字上ノ田１０８番地
1886 朝日町立宮宿小学校グラウンド 朝日町 大字宮宿字道合１０２１番地
1887 川通農村公園 朝日町 大字玉ノ井丁２７０番地の１
1888 松程農村公園 朝日町 大字松程１１８番地の１
1889 旧上郷小学校グラウンド 朝日町 大字上郷字中畑３１４番地
1890 夏草農村公園 朝日町 大字常盤い３７６番地の１３
1891 朝日町立西五百川小学校グラウンド 朝日町 大字常盤い字イシウ１８１番地の１
1892 西部地区総合運動場 朝日町 大字常盤へ２４１番地の１
1893 新宿農村公園 朝日町 大字新宿２４５番地
1894 緑町公園 朝日町 大字新宿９７２番地の１
1895 旧水本小学校グラウンド 朝日町 大字水本字北ノ原６２０番地
1896 送橋農村公園 朝日町 大字送橋１０８８番地の１
1897 旧送橋小学校グラウンド 朝日町 大字送橋字沢脇４６１番地
1898 太郎農村公園 朝日町 大字太郎８８１番地の３
1899 朝日町立旧大谷小学校大沼分校グラウンド 朝日町 大字大沼２９４番地の４
1900 上郷ダムサイト運動場 朝日町 大字大滝１１８番地の２
1901 朝日町立大谷小学校グラウンド 朝日町 大字大谷１１４７番地
1902 大谷地区運動公園 朝日町 大字大谷１６９７番地の２３
1903 栗木沢農村公園 朝日町 大字馬神２９６番地の２
1904 朝日町立旧立木小学校グラウンド 朝日町 大字立木３００番地
1905 朝日学園体育館 大江町 大字藤田８３７－４
1906 山形県立左沢高等学校体育館 大江町 大字藤田字山中８１６番３号
1907 山形県朝日少年自然の家体育館 大江町 大字左沢字楯山２５２３－５
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1908 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
1909 朝日学園グラウンド 大江町 大字藤田８３７－４
1910 山形県立左沢高等学校グラウンド 大江町 大字藤田字山中８１６番３号
1911 大江町立左沢小学校体育館 大江町 大字左沢８１６－２
1912 大江町立本郷東小学校体育館 大江町 大字本郷丙２７５－２
1913 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
1914 旧大江町立七軒東小学校体育館 大江町 大字貫見６９３－２
1915 山里交流館体育館 大江町 大字柳川９５９－１
1916 大江町立大江中学校体育館 大江町 大字本郷己６０５
1917 中央公民館 大江町 大字本郷丁３７３－１
1918 西地区体育館 大江町 大字貫見４６８－２
1919 克雪管理センター 大江町 大字沢口２３－１
1920 町民ふれあい会館 大江町 大字左沢３０６
1921 町体育センター 大江町 大字本郷丁３７３－１
1922 大江町健康増進センター前広場 大江町 大字貫見４６８－２
1923 旧大江町立七軒東小学校グラウンド 大江町 大字貫見６９３－２
1924 大江町立左沢小学校グラウンド 大江町 大字左沢８１６－２
1925 山形県立楯岡特別支援学校大江校体育館 大江町 大字三郷丙１４０３－１
1926 山形県立楯岡特別支援学校大江校グラウンド 大江町 大字三郷丙１４０３－１
1927 旧大江町立本郷西小学校グラウンド 大江町 大字十八才甲１１７－１
1928 大江町立七軒西小道海分校跡地 大江町 大字沢口５６５
1929 大江町立大江中学校グラウンド 大江町 大字本郷己６０５
1930 大江町中央公民館前広場 大江町 大字本郷丁３７３－１
1931 大江町立本郷東小学校グラウンド 大江町 大字本郷丙２７５－２
1932 山里交流館グラウンド 大江町 大字柳川９５８
1933 町民ふれあい会館前広場 大江町 大字左沢３０６
1934 町体育センター前広場 大江町 大字本郷丁３７３－１
1935 総合体育施設 大江町 大字本郷己６０５－１
1936 荒木田グラウンド 大江町 大字沢口２４７
1937 来迎寺公民館 大石田町 大字横山１１８０－１
1938 里公民館 大石田町 大字横山３２２３
1939 上ノ原公民館 大石田町 大字横山３６６－２
1940 横山地区総合センター 大石田町 大字横山９８
1941 海谷公民館 大石田町 大字海谷１１０５－４６
1942 大石田町立大石田北小学校体育館 大石田町 大字岩ケ袋３３８－５
1943 岩ケ袋公民館 大石田町 大字岩ケ袋４３６
1944 駒籠公民館 大石田町 大字駒籠６６
1945 今宿公民館 大石田町 大字今宿３３７－１
1946 川前公民館 大石田町 大字川前５５－５
1947 白鷺公民館 大石田町 大字大浦１５９９－１
1948 大浦公民館 大石田町 大字大浦２００
1949 大石田町立大石田小学校体育館 大石田町 大字大石田乙１０５－１
1950 東町公民館 大石田町 大字大石田丙５２７－１
1951 八幡町公民館 大石田町 大字大石田甲６１６－３１
1952 庚申町公民館 大石田町 大字大石田甲６２３－１６１
1953 南通公民館 大石田町 駅前通り２－１６
1954 井出公民館 大石田町 大字大石田甲４４６
1955 朝日町公民館 大石田町 大字大石田丁２０２－２５
1956 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
1957 本町公民館 大石田町 大字大石田丁７１
1958 愛宕町公民館 大石田町 大字大石田丁９２－１０
1959 曙町公民館 大石田町 大字大石田丙４１５－２２
1960 栄町公民館 大石田町 大字大石田丙４７０－２０
1961 大石田保育園 大石田町 大字鷹巣字楯ノ内９１－１
1962 鷹巣公民館 大石田町 大字鷹巣字上北原１７９
1963 大石田町立大石田南小学校体育館 大石田町 大字田沢１５４４－３
1964 新山寺公民館 大石田町 大字田沢１９０８－１２２
1965 小菅公民館 大石田町 大字田沢２２８３－２４
1966 田沢公民館 大石田町 大字田沢４０－１
1967 豊田公民館 大石田町 大字豊田７８９－４
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1968 クロスカルチャープラザ 大石田町 緑町８
1969 ふるさと自然館次年子 大石田町 大字次年子１７４８
1970 旧最北高等技術専門校体育館 大石田町 大字大石田乙５１０
1971 大石田町立大石田北小学校グラウンド 大石田町 大字岩ケ袋３３８－５
1972 大石田町立大石田小学校グラウンド 大石田町 大字大石田乙１０５－１
1973 大石田町立大石田中学校グラウンド 大石田町 大字大石田丁２２４－１
1974 大石田町立大石田南小学校グラウンド 大石田町 大字田沢１５４４－３
1975 桂桜公園 大石田町 緑町２８
1976 樋ノ口公園 大石田町 緑町３８
1977 あったまりランド 大石田町 大字豊田８８４－１
1978 大石田公園 大石田町 大字大石田乙６２９－１
1979 下河原公園 大石田町 大字横山地内
1980 日照畑公園 大石田町 桂木町４４－１
1981 大石田町町民交流センター 大石田町 緑町２８
1982 横内地下道 大石田町 大字今宿字梨木平地内
1983 歴史民俗資料館 大石田町 大字大石田乙37-6
1984 大石田町役場　庁舎 大石田町 緑町1
1985 栄町幹線　地下道 大石田町 大字大石田丙593-1～乙585
1986 中道線　地下道 大石田町 大字大石田甲868-2～甲573
1987 岩ケ袋1号線　地下道 大石田町 大字岩ケ袋415～192
1988 山形県立新庄南高等学校金山校体育館・武道館 金山町 大字金山２４８番２号
1989 山形県立新庄南高等学校金山校グラウンド 金山町 大字金山２４８番２号
1990 旧金山町立明安小学校体育館 金山町 大字下野明１６９６－１
1991 金山町立金山小学校体育館 金山町 大字金山１０８－２
1992 金山町勤労者体育センター 金山町 大字金山５５６－４
1993 金山町農村環境改善センター 金山町 大字金山５７１
1994 金山町立金山中学校体育館 金山町 大字金山６４１
1995 金山町中央公民館 金山町 大字金山６６２－１
1996 旧金山町立中田小学校体育館 金山町 大字中田６３７－２
1997 旧金山町立有屋小学校体育館 金山町 大字有屋４８４－１１
1998 旧金山町立明安小学校グラウンド 金山町 大字下野明１６９６－１
1999 金山町立金山小学校グラウンド 金山町 大字金山１０８－２
2000 大柳公園 金山町 大字金山２８８－１
2001 八幡公園 金山町 大字金山３５７－４
2002 金山町立金山中学校グラウンド 金山町 大字金山６４１
2003 町民グラウンド 金山町 大字金山６６６－４
2004 羽場児童公園 金山町 大字金山９５０－１
2005 旧金山町立中田小学校グラウンド 金山町 大字中田６３７－２
2006 旧朴山分校グラウンド 金山町 大字朴山８９０－２
2007 旧金山町立有屋小学校グラウンド 金山町 大字有屋４８４－１１
2008 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
2009 山形県立新庄北高等学校最上校グラウンド 最上町 大字向町字水上８６９番２号
2010 旧月楯小学校体育館 最上町 大字月楯１４５番地５
2011 月楯集落センター 最上町 大字月楯３１１番地
2012 萱場集会所 最上町 大字月楯４６５番地５１
2013 最上駅公民館 最上町 大字向町１１４番地１７
2014 豊田集会所 最上町 大字向町１２８４番地５
2015 前森集会所 最上町 大字向町１５６３番地２０
2016 源佐原公民館 最上町 大字向町１６５４番地５
2017 赤沢公民館 最上町 大字向町２０１７番地２
2018 沢原公民館 最上町 大字向町４５３番地１
2019 最上町中央公民館 最上町 大字向町６７４番地
2020 最上町立認定あたごこども園 最上町 大字向町６８０番地２
2021 最上町立最上中学校体育館 最上町 大字向町７６０番地
2022 最上町立向町小学校体育館 最上町 大字向町８６９番地１
2023 黒沢公民館 最上町 大字黒澤２５番地４
2024 堺田集会所 最上町 大字堺田５７番地４
2025 上鵜杉集会所 最上町 大字志茂１０４６番地４
2026 最上町立大堀小学校体育館 最上町 大字志茂１２７番地
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2027 鵜杉集会所 最上町 大字志茂１４５９番地１０
2028 志茂公民館 最上町 大字志茂１７２番地
2029 最上町立大堀保育所 最上町 大字志茂２３８番地
2030 親清会館 最上町 大字志茂２４４番地１
2031 最上町基幹集落センター 最上町 大字志茂３０６番地３
2032 横川集会所 最上町 大字志茂８０４番地９
2033 若宮公民館 最上町 大字若宮１１９番地３
2034 下白川公民館 最上町 大字若宮８１９番地８
2035 大堀公民館 最上町 大字大堀２８６番地
2036 旧瀬見小学校体育館 最上町 大字大堀７４２番地
2037 旧東法田小学校体育館 最上町 大字東法田３９７番地
2038 東法田公民館 最上町 大字東法田５８３番地７
2039 旧富沢小学校体育館 最上町 大字富澤１１６８番地
2040 下小路公民館 最上町 大字富澤１１７３番地２
2041 旧富沢保育所 最上町 大字富澤１１８３番地
2042 最上町生活改善センター 最上町 大字富澤１３１４番地
2043 笹森集会所 最上町 大字富澤１５９番地３
2044 立小路集会所 最上町 大字富澤１８５４番地５
2045 万騎の原公民館 最上町 大字富澤２８５９番地１
2046 松根公民館 最上町 大字富澤２９７０番地１
2047 明神公民館 最上町 大字富澤５８０番地１
2048 旧赤倉小学校体育館 最上町 大字富澤９８１番地
2049 法田中公民館 最上町 大字法田４５２番地４
2050 野頭公民館 最上町 大字法田９１番地４
2051 法田下自治公民館 最上町 大字法田２６７２番地２
2052 本城集会所 最上町 大字本城３６５番地１５
2053 十日町公民館 最上町 大字本城６８番地１
2054 旧満沢小学校体育館（みつざわ未来創造館らいず） 最上町 大字満澤３０９番地１
2055 細の原集会所 最上町 大字満澤５００番地３
2056 上満沢集会所 最上町 大字満澤６２番地３
2057 一刎公民館 最上町 大字満澤７９２番地８
2058 向町地区交流会館 最上町 大字向町８３１番地８５
2059 旧月楯小学校グラウンド 最上町 大字月楯１４５－５
2060 最上町立最上中学校グラウンド 最上町 大字向町７６０
2061 最上町立向町小学校グラウンド 最上町 大字向町８６９－１
2062 最上町立大堀小学校グラウンド 最上町 大字志茂１２７
2063 旧瀬見小学校グラウンド 最上町 大字大堀７４２
2064 旧東法田小学校グラウンド 最上町 大字東法田３９７番地
2065 旧富沢小学校グラウンド 最上町 大字富澤１１６８
2066 ふれあいの里グラウンド 最上町 大字富澤４４６７－１
2067 旧赤倉小学校グラウンド 最上町 大字富澤９８１
2068 旧満沢小学校グラウンド（みつざわ未来創造館らいず） 最上町 大字満澤３０９－１
2069 赤倉公民館（旧あかくら幼稚園） 最上町 大字富澤９８１番地
2070 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
2071 瀬見公民館（旧瀬見小学校） 最上町 大字大堀７４２
2072 最上町役場 最上町 大字向町644
2073 赤倉ゆけむり館 最上町 大字富澤817-1
2074 西公園温水プール 最上町 大字大堀1360-1
2075 産業振興センター 最上町 大字向町581
2076 セミナーハウス 最上町 大字向町776-2
2077 野集会センタ- 舟形町 長沢２３６－３
2078 幅コミュニティセンタ- 舟形町 長沢７４６
2079 長尾公民館 舟形町 長沢６７３－３
2080 内山地区多目的集会所 舟形町 長沢２７２１－９
2081 舟形町生涯学習センター 舟形町 長沢３７９８
2082 長沢交流センター 舟形町 長沢１０７２
2083 経壇原多目的集会所 舟形町 長沢４７７０
2084 大平多目的集会所 舟形町 長沢３４００－９
2085 紫山農事集会所 舟形町 舟形１８４４－１
2086 沖の原地域農業総合管理施設 舟形町 舟形２６７７－３５６
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2087 一の関公民館 舟形町 舟形１３６０－１
2088 ほほえみ保育園 舟形町 舟形４５４５
2089 舟形町中央公民館 舟形町 舟形１２６
2090 西堀公民館 舟形町 舟形５５１－７
2091 木友公民館 舟形町 舟形２０７９－６
2092 太折多目的集会所 舟形町 富田１５４３－２
2093 舟形小学校　　 舟形町 舟形４５６０
2094 長者原公民館 舟形町 長者原２９３－２
2095 富田公民館 舟形町 富田３５８－１
2096 福寿野防災ダム管理センター 舟形町 福寿野８４５－３
2097 馬形構造改善センター 舟形町 堀内４８４２－２
2098 富長交流センター 舟形町 富田１９４５
2099 洲崎木工クラフト館 舟形町 堀内３２２－１７
2100 実栗屋公民館 舟形町 堀内１３７８－２
2101 横山公民館 舟形町 堀内２１３１
2102 真木野公民館 舟形町 堀内１８１７－２
2103 新堀公民館 舟形町 堀内１７８５－１２
2104 西又地区多目的集会所 舟形町 堀内２４４９
2105 松橋地区多目的集会所 舟形町 堀内２６２０－８
2106 鮎パーク 舟形町 舟形
2107 運動公園 舟形町 舟形
2108 農村公園 舟形町 舟形
2109 紫山農事集会所前広場 舟形町 舟形１８４４－１
2110 木友ゲートボール場 舟形町 舟形２００７
2111 木友公民館前広場 舟形町 舟形２０７９－６
2112 光生園周辺広場 舟形町 舟形４７３３
2113 舟形町役場前駐車場 舟形町 舟形２６３
2114 沖の原総合管理施設前広場 舟形町 舟形２６７７－３５６
2115 新庄もがみ農協集荷場前 舟形町 舟形２８１－２５
2116 舟形駅前 舟形町 舟形３６５－１５
2117 海洋センター体育館前 舟形町 舟形４４８
2118 舟形町立舟形小学校グラウンド 舟形町 舟形４５６０
2119 西堀住宅団地内広場 舟形町 舟形４９４
2120 舟形町立舟形中学校グラウンド 舟形町 舟形５５５－４
2121 えんじゅ荘周辺広場 舟形町 長者原１７１２－１
2122 長者原公民館前広場 舟形町 長者原２９３－２
2123 福寿野ゲートボール場 舟形町 長者原８４５－３
2124 福寿野管理センター前広場 舟形町 長者原８４５－３
2125 小国川多目的広場 舟形町 長沢
2126 野ゲートボール場 舟形町 長沢
2127 長沢交流センターグラウンド 舟形町 長沢１０７２
2128 長沢駅前広場 舟形町 長沢２６８９－１
2129 内山集会所前広場 舟形町 長沢２７２１－９
2130 大平多目的集会場前広場 舟形町 長沢３４００－９
2131 旧舟形町立長沢保育所グラウンド 舟形町 長沢３８０１
2132 経壇原運動広場 舟形町 長沢４７７０
2133 長尾公民館前広場 舟形町 長沢６７３－３
2134 幅コミュニティセンター前広場 舟形町 長沢７４６
2135 富田町内会グラウンド 舟形町 富田
2136 太折多目的集会所前広場 舟形町 富田１５４３－２
2137 富長交流センターグラウンド 舟形町 富田１９４５
2138 富田公民館前広場 舟形町 富田３５８－１
2139 生活改善センター前広場 舟形町 堀内１１６－５
2140 堀内改善会館前広場 舟形町 堀内１１６－６
2141 舟形町立堀内小学校グラウンド 舟形町 堀内１１７
2142 堀内農村環境改善センターグラウンド 舟形町 堀内１２６５
2143 実栗屋公民館前広場 舟形町 堀内１３７８－２
2144 新堀公民館西方の広場 舟形町 堀内１７８５－１２
2145 真木野公民館裏広場 舟形町 堀内１８１７－２
2146 横山公民館前広場 舟形町 堀内２１３１
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2147 西又集会所前広場 舟形町 堀内２４４９
2148 松橋集会所脇広場 舟形町 堀内２６２０－８
2149 山形交通前広場 舟形町 堀内３１７
2150 洲崎クラフト館前広場 舟形町 堀内３２２－１７
2151 母子健康センター跡地 舟形町 堀内７６
2152 馬形公民館周辺 舟形町 堀内馬形４８４２－２
2153 堀内農業構造改善会館 舟形町 堀内４６３９－３
2154 リサイクルプラザもがみ 舟形町 富田３４７１－３１
2155 舟形中学校 舟形町 舟形５５５－４
2156 舟形若あゆ温泉 舟形町 長沢８０６７
2157 舟形町農村環境改善センター 舟形町 富田１２６５
2158 舟形町福祉避難所 舟形町 舟形４５５０－１
2159 山形県立新庄神室産業高等学校真室川校体育館 真室川町 大字新町字塩野９４７
2160 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
2161 山形県立新庄神室産業高等学校真室川校グラウンド 真室川町 大字新町字塩野９４７
2162 真室川町中央公民館 真室川町 大字新町２３３－１
2163 真室川町民体育館 真室川町 大字新町９４５
2164 真室川町民武道館 真室川町 大字新町２３９－４
2165 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
2166 真室川町立あさひ小学校体育館 真室川町 大字大沢１３８６－２
2167 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
2168 旧真室川町立平枝小学校体育館 真室川町 大字差首鍋１７６３
2169 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
2170 小又地区交流センター体育館 真室川町 大字大沢１６６０－１５
2171 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
2172 真室川町立真室川中学校体育館 真室川町 大字大沢５０１６－２６
2173 旧大滝小学校 真室川町 大字大滝３３８－２
2174 真室川町立真室川北部小学校グラウンド 真室川町 大字釜渕８１７－３７
2175 及位地区コミュニティ広場 真室川町 大字及位６９６－１
2176 差首鍋地区生涯学習センターグラウンド 真室川町 大字差首鍋２８８６－１
2177 旧真室川町立平枝小学校グラウンド 真室川町 大字差首鍋１７６３
2178 真室川町総合運動公園 真室川町 大字新町９４５
2179 真室川町立真室川小学校グラウンド 真室川町 大字川ノ内２１０４－２
2180 真室川町立あさひ小学校グラウンド 真室川町 大字大沢１３８６－２
2181 小又地区交流センターグラウンド 真室川町 大字大沢１６６０－１５
2182 旧真室川町立あさひ小学校西郡分校グラウンド 真室川町 大字大沢３３４１－１
2183 真室川町立真室川中学校グラウンド 真室川町 大字大沢５０１６－２６
2184 真室川公園 真室川町 大字木ノ下１１２５－１
2185 及位地区総合施設 真室川町 及位424-19
2186 梅里苑 真室川町 平岡894-2
2187 真室川防災センター 真室川町 新町460
2188 健康管理センター 真室川町 新町126
2189 歴史民俗資料館 真室川町 新町233-1
2190 総合保健施設 真室川町 新町469-1
2191 大蔵村中央公民館集会場 大蔵村 大字清水２６２０
2192 大蔵村立大蔵小学校体育館 大蔵村 大字清水２６８８
2193 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
2194 大蔵村立大蔵中学校体育館 大蔵村 大字清水２７２２
2195 沼台生涯学習センター体育館 大蔵村 大字南山１４４７－１
2196 肘折生涯学習センター体育館 大蔵村 大字南山２１２６－２１３
2197 大蔵村立大蔵小学校グラウンド 大蔵村 大字清水２６８８
2198 大蔵村立大蔵中学校グラウンド 大蔵村 大字清水２７２２
2199 大蔵村赤松生涯学習センターグラウンド 大蔵村 大字赤松６８９－１
2200 沼台生涯学習センターグラウンド 大蔵村 大字南山１４４７－１
2201 大蔵村保育所 大蔵村 大字清水１４７５－２
2202 肘折保育所 大蔵村 大字南山３４０５－５
2203 南山交流センター 大蔵村 大字南山６４－５
2204 ふるさと味来館 大蔵村 大字南山９６７－９
2205 肘折いでゆ館 大蔵村 大字南山４５１－２
2206 カルデラ温泉館 大蔵村 大字南山２１２７－７９
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2207 大蔵村役場 大蔵村 大字清水2528番地
2208 大蔵小学校 大蔵村 大字清水2688番地
2209 大蔵中学校 大蔵村 大字清水2722番地
2210 肘折防災センター 大蔵村 大字南山21256番地213
2211 沼の台防災センター 大蔵村 大字南山1447番地1
2212 肘折いでゆ館 大蔵村 大字南山451番地2
2213 赤松生涯学習センター 大蔵村 大字赤松986番地1
2214 大蔵村中央公民館 大蔵村 大字清水2620番地
2215 大蔵村保育所 大蔵村 大字清水1457番地2
2216 大蔵村児童館 大蔵村 大字清水1456番地2
2217 肘折保育所 大蔵村 大字清水3405番地5
2218 大蔵村診療所 大蔵村 大字清水2325番地3
2219 鮭川村中央公民館 鮭川村 大字京塚１３２４－２
2220 鮭川村農村交流センター 鮭川村 大字佐渡２００３－７
2221 鮭川村保健センター 鮭川村 大字佐渡８３５－４
2222 鮭川村役場駐車場 鮭川村 大字佐渡２００３－７
2223 鮭川村立鮭川中学校 鮭川村 大字庭月２５１０－１
2224 こまどり保育所 鮭川村 大字京塚１３２３－１
2225 鮭川村立鮭川小学校 鮭川村 大字佐渡２０００－２
2226 ふるさと文化伝承館 鮭川村 大字京塚１３２４－２
2227 老人いこいの家 鮭川村 大字佐渡８９３
2228 ふれあいスポーツセンター太陽館 鮭川村 大字佐渡８２１
2229 鮭の子館 鮭川村 大字川口２７１－２１
2230 木の子館 鮭川村 大字川口４９８０
2231 鮭川保育所 鮭川村 大字佐渡２００１－１
2232 中央公民館 戸沢村 大字名高１５９３－８６
2233 戸沢村若者センター 戸沢村 大字蔵岡３７１８－１
2234 戸沢村立戸沢小学校体育館 戸沢村 大字名高１５９２
2235 戸沢村立角川小・中学校体育館 戸沢村 大字角川５８２
2236 戸沢村立戸沢中学校体育館 戸沢村 大字蔵岡２９０５－７
2237 神田保育所 戸沢村 大字神田３６４５－１
2238 戸沢保育所 戸沢村 大字名高１５９３－３９３
2239 古口保育所 戸沢村 大字古口１９９－３
2240 角川保育所 戸沢村 大字角川４５２－１
2241 戸沢村保健センター 戸沢村 大字古口２６６４－１
2242 農業環境改善センター 戸沢村 大字角川４８１－１
2243 角川保育所前広場 戸沢村 大字角川４５２－１
2244 本郷農村公園 戸沢村 大字角川４５４－１
2245 農村環境改善センター前広場 戸沢村 大字角川４８１－１
2246 戸沢村立角川小学校グラウンド 戸沢村 大字角川５８２
2247 古口保育所前広場 戸沢村 大字古口１９９－３
2248 旧戸沢村立古口小学校グラウンド 戸沢村 大字古口１００－２６
2249 旧戸沢村立神田小学校グラウンド 戸沢村 大字神田３６３３
2250 神田保育所前広場 戸沢村 大字神田３６４５－１
2251 戸沢村立戸沢中学校グラウンド 戸沢村 大字蔵岡２９０５－７
2252 戸沢村若者総合施設 戸沢村 大字蔵岡３７１８－１
2253 戸沢村立戸沢小学校グラウンド 戸沢村 大字名高１５９２
2254 戸沢保育所前広場 戸沢村 大字名高１５９３－３９３
2255 中央公民館グラウンド 戸沢村 大字名高１５９３－８６
2256 いきいきランドぽんぽ館 戸沢村 大字松坂１５５
2257 山形県立高畠高等学校体育館 高畠町 大字一本柳２７８８
2258 山形県立高畠高等学校グラウンド 高畠町 大字一本柳２７８８
2259 旧高畠町立第一中学校体育館 高畠町 大字安久津７００
2260 亀岡地区公民館 高畠町 大字亀岡２８４３－２
2261 高畠町立亀岡小学校体育館 高畠町 大字亀岡２９１６
2262 高畠町立和田小学校体育館 高畠町 大字元和田１３０６
2263 和田地区公民館 高畠町 大字元和田１３１５－１０
2264 町営第二体育館 高畠町 大字元和田６５０
2265 高畠町立高畠小学校体育館 高畠町 大字高畠３５４７
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2266 高畠町武道館 高畠町 大字高畠４３０－１
2267 高畠町営体育館 高畠町 大字高畠４３５
2268 高畠町中央公民館 高畠町 大字高畠４３５
2269 高畠町立糠野目小学校体育館 高畠町 大字上平柳２０７０
2270 高畠町立屋代小学校体育館 高畠町 大字深沼３０
2271 高畠町立二井宿小学校体育館 高畠町 大字二井宿２７５０
2272 二井宿地区公民館 高畠町 大字二井宿２７９６
2273 高畠町屋内遊戯場 高畠町 大字福沢１９６
2274 糠野目生涯学習センター 高畠町 福沢南９－２
2275 高畠町総合交流プラザ 高畠町 大字高畠９０６
2276 屋代地区公民館 高畠町 大字竹森５８－２
2277 旧時沢小学校体育館 高畠町 大字時沢１２５６－１
2278 上和田交流館 高畠町 大字上和田72-2
2279 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
2280 高畠町立高畠中学校体育館 高畠町 大字相森５５０
2281 深沼地下横断歩道 高畠町 大字深沼字舟入地内
2282 高畠町中央公園 高畠町 大字高畠１２１０
2283 高畠町役場庁舎 高畠町 大字高畠436
2284 高畠小学校 高畠町 大字高畠3547
2285 亀岡小学校 高畠町 大字亀岡2916
2286 高畠中学校 高畠町 大字相森５５０
2287 高畠町文化ホール 高畠町 大字高畠323
2288 高畠町郷土資料館 高畠町 大字安久津2011
2289 濱田広介記念館 高畠町 大字一本柳2110
2290 濱田広介記念館ホール 高畠町 大字一本柳2110
2291 健康管理施設げんき館 高畠町 大字高畠379-1
2292 屋内遊戯場もっくる 高畠町 大字福沢196
2293 高畠町太陽館 高畠町 大字山崎200-1
2294 山形県立置賜農業高等学校体育館 川西町 大字上小松３７２３
2295 山形県立置賜農業高等学校グラウンド 川西町 大字上小松３７２３
2296 川西町立玉庭小学校体育館 川西町 大字玉庭５２５５
2297 旧川西町立高山小学校体育館 川西町 大字高山１９１３
2298 川西町立吉島小学校体育館 川西町 大字洲島２３８１
2299 川西町立犬川小学校体育館 川西町 大字小松８２３
2300 川西町立小松小学校体育館 川西町 大字上小松１４８６
2301 旧川西町立東沢小学校体育館 川西町 大字大舟９８８－４
2302 川西町立大塚小学校体育館 川西町 大字大塚３０３０
2303 川西町立中郡小学校体育館 川西町 大字莅２３９
2304 川西町立玉庭小学校グラウンド 川西町 大字玉庭５２５５
2305 旧川西町立高山小学校グラウンド 川西町 大字高山１９１３
2306 川西町立吉島小学校グラウンド 川西町 大字洲島２３８１
2307 川西町立犬川小学校グラウンド 川西町 大字小松８２３
2308 川西町立小松小学校グラウンド 川西町 大字上小松１４８６
2309 旧川西町立東沢小学校グラウンド 川西町 大字大舟９８８－４
2310 川西町立大塚小学校グラウンド 川西町 大字大塚３０３０
2311 川西町立中郡小学校グラウンド 川西町 大字莅２３９
2312 川西町立玉庭小学校グラウンド 川西町 大字玉庭５２５５
2313 総合コロニー希望ヶ丘体育館 川西町 大字下小松２０４５－２０
2314 総合コロニー希望ヶ丘グラウンド 川西町 大字下小松２０４５－２０
2315 川西町立川西中学校体育館 川西町 大字中小松２４９３
2316 川西町立川西中学校グラウンド 川西町 大字中小松２４９３
2317 川西町交流館 川西町 大字吉田４６９０
2318 川西町交流館グラウンド 川西町 大字吉田４６９０
2319 川西町総合運動公園（町民総合体育館、クラブハウスＡＩＫ） 川西町 大字中小松２２４０－１
2320 川西町総合運動公園（グラウンド） 川西町 大字中小松２２４０－１
2321 川西町フレンドリープラザ 川西町 大字上小松１０３７－１
2322 大塚地区交流センター 川西町 大字西大塚２９３
2323 犬川地区交流センター 川西町 大字小松６１４－２
2324 中郡地区交流センター 川西町 大字堀金１５２７－１
2325 玉庭地区交流センター 川西町 大字玉庭６７０８－５
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2326 東沢地区交流センター 川西町 大字大舟２５２５－２
2327 吉島地区交流センター 川西町 大字吉田５８８６－１
2328 川西町フレンドリープラザ駐車場 川西町 大字上小松１０３７－１
2329 大塚地区交流センター駐車場 川西町 大字西大塚２９３
2330 犬川地区交流センター駐車場 川西町 大字小松６１４－２
2331 中郡地区交流センター駐車場 川西町 大字堀金１５２７－１
2332 玉庭地区交流センター駐車場 川西町 大字玉庭６７０８－５
2333 東沢地区交流センター駐車場 川西町 大字大舟２５２５－２
2334 吉島地区交流センター駐車場 川西町 大字吉田５８８６－１
2335 役場庁舎大会議室・交流室 川西町 大字上小松９７７－１
2336 役場庁舎駐車場 川西町 大字上小松９７７－１
2337 山形県立小国高等学校体育館 小国町 大字岩井沢６２１
2338 山形県立小国高等学校グラウンド 小国町 大字岩井沢６２１
2339 小国町民総合体育館 小国町 大字岩井沢６８３－１
2340 小国町立小国小学校アリーナ 小国町 大字岩井沢６７３
2341 小国町立旧伊佐領小学校体育館 小国町 大字伊佐領１７８
2342 小国町立旧白沼小中学校体育館 小国町 大字沼沢５４７
2343 小国町立叶水小中学校体育館 小国町 大字叶水３０１
2344 小国町立旧沖庭小学校体育館 小国町 大字若山２２５－１
2345 小国町立旧北部小中学校体育館 小国町 大字太鼓沢３９
2346 小国町立旧玉川小学校体育館 小国町 大字玉川３３７
2347 小国町立旧小玉川小学校体育館 小国町 大字小玉川５１１
2348 小国町立小国中学校体育館 小国町 大字岩井沢７１９
2349 小国町役場庁舎 小国町 大字小国小坂町2-70
2350 旧北部小中学校校舎 小国町 大字太鼓沢48-7
2351 旧小玉川小中学校校舎 小国町 大字小玉川511-1
2352 旧白沼小中学校校舎 小国町 大字沼沢547-2
2353 旧玉川小中学校校舎 小国町 大字玉川336
2354 旧伊佐領小学校校舎 小国町 大字伊佐領178
2355 旧沖庭小学校校舎 小国町 大字若山224-2
2356 おぐに開発総合センター 小国町 大字岩井沢704
2357 健康管理センター 小国町 大字あけぼの1-1
2358 山形県立荒砥高等学校体育館 白鷹町 大字荒砥甲３６７
2359 山形県立荒砥高等学校グラウンド 白鷹町 大字荒砥甲３６７
2360 白鷹町立蚕桑小学校体育館 白鷹町 大字横田尻３５８７
2361 白鷹町立鮎貝小学校体育館 白鷹町 大字鮎貝５２１５
2362 白鷹町立荒砥小学校体育館 白鷹町 大字荒砥乙５４０－１
2363 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
2364 白鷹町立東根小学校体育館 白鷹町 大字畔藤５０３１
2365 白鷹町蚕桑地区コミュニティセンター 白鷹町 大字横田尻３６１０－１
2366 白鷹町鮎貝地区コミュニティセンター 白鷹町 大字鮎貝３９９４－７
2367 白鷹町荒砥地区コミュニティセンター 白鷹町 大字荒砥甲１０９９－２
2368 白鷹町鷹山地区コミュニティセンター 白鷹町 大字萩野１３８３－１
2369 白鷹町東根地区コミュニティセンター 白鷹町 大字畔藤６８０４
2370 山峡の里交流施設 白鷹町 大字十王４０６８－２
2371 白鷹町スポーツ公園 白鷹町 大字鮎貝１５９３－２外
2372 白鷹町立鮎貝小学校グラウンド 白鷹町 大字鮎貝５２１５
2373 白鷹町立蚕桑小学校グラウンド 白鷹町 大字横田尻３５８７
2374 白鷹町立荒砥小学校グラウンド 白鷹町 大字荒砥乙５４０－１
2375 山峡の里交流施設広場 白鷹町 大字十王４０６８－２
2376 旧鷹山小学校スポーツ交流広場（グラウンド） 白鷹町 大字滝野３１１６－７
2377 白鷹町立東根小学校グラウンド 白鷹町 大字畔藤５０３１
2378 東陽の里公園 白鷹町 大字畔藤６８０４
2379 山形県飯豊少年自然の家 飯豊町 大字添川字関山３５３５－３３
2380 飯豊町立第一小学校体育館 飯豊町 大字萩生６７７番地
2381 飯豊町立わくわくこども園（幼児部） 飯豊町 大字萩生３５９２番地
2382 飯豊町中部地区公民館 飯豊町 大字萩生３５４８番地
2383 飯豊町立わくわくこども園（乳児部） 飯豊町 大字中７６８番地の２
2384 飯豊町立第二小学校体育館 飯豊町 大字小白川３３６０番地
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2385 飯豊町立飯豊中学校体育館 飯豊町 大字椿１８６２番地
2386 飯豊町民スポーツセンター 飯豊町 大字椿１８５９番地
2387 飯豊町町民総合センター 飯豊町 大字椿３６２２番地
2388 飯豊町白椿地区公民館 飯豊町 大字椿１９０２の４番地
2389 飯豊町立つばき保育園 飯豊町 大字椿３６２８番地の２２
2390 飯豊町立添川小学校体育館 飯豊町 大字添川２９３４番地の１
2391 飯豊町立添川児童センター 飯豊町 大字添川２９２６番地１６
2392 飯豊町東部地区公民館 飯豊町 大字添川２９５５番地
2393 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
2394 飯豊町立手ノ子幼稚園 飯豊町 大字手ノ子１７１０番地の１
2395 飯豊町西部地区公民館 飯豊町 大字手ノ子２８６１番地１
2396 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
2397 高齢者介護予防センター 飯豊町 大字上原６２２番地
2398 飯豊町中津川地区公民館 飯豊町 大字上原４６９番地
2399 飯豊町立手ノ子小学校グラウンド 飯豊町 大字手ノ子１６９４番地の１
2400 白川ダム湖岸公園 飯豊町 大字数馬５２番地
2401 飯豊町民野球場 飯豊町 大字椿２８８８番地
2402 置賜白川おらだの川施設 飯豊町 大字添川２０９９番地他
2403 飯豊町立第一小学校グラウンド 飯豊町 大字萩生６７７番地
2404 みかわ保育園・幼稚園 三川町 大字押切新田字豊秋１００
2405 三川町公民館 三川町 大字横山字西田５２－１
2406 三川町立横山小学校体育館 三川町 大字横山字大正１４０
2407 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
2408 ふれあい館 三川町 大字横山字堤１８９－３
2409 田田（休憩管理棟） 三川町 大字横山字堤２０６
2410 三川町立東郷小学校体育館 三川町 大字神花字六瀬２９７
2411 町民体育館 三川町 大字横山字堤６６－１
2412 三川町立三川中学校体育館 三川町 大字横山字堤１０５
2413 屋内多目的運動施設 三川町 大字横山字堤２１５
2414 田田の宿研修センター 三川町 大字横山字堤２０６
2415 なの花ホール 三川町 大字横山字堤１７２－１
2416 三川町立押切小学校グラウンド 三川町 大字押切新田字高倉１
2417 対馬児童公園 三川町 大字押切新田字対馬３６０－１
2418 蛾眉公園 三川町 大字横山字横山８－１
2419 袖東公園 三川町 大字横山字袖東６－１
2420 三川町立横山小学校グラウンド 三川町 大字横山字大正１０５
2421 三川町立三川中学校グラウンド 三川町 大字横山字堤１０５
2422 町民グラウンド 三川町 大字横山字堤６４－１
2423 三川町立東郷小学校グラウンド 三川町 大字神花字前外川原１０２－１
2424 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
2425 山形県立庄内総合高等学校体育館 庄内町 廿六木字三ツ車８
2426 山形県立庄内総合高等学校グラウンド 庄内町 廿六木字三ツ車８
2427 庄内町大中島自然ふれあい館 庄内町 立谷沢字大谷１－３
2428 庄内町大中島自然ふれあい館体育館 庄内町 立谷沢字大谷１－３
2429 旧庄内町立立谷沢小学校体育館 庄内町 肝煎字福地山本７２－１
2430 庄内町立谷沢まちづくりセンター 庄内町 肝煎字福地山本５３－１
2431 庄内町立谷沢体育館 庄内町 肝煎字福地山本６５
2432 庄内町清川体育館 庄内町 清川字花崎１－１
2433 庄内町清川まちづくりセンター 庄内町 清川字花崎１－２
2434 旧清川保育園 庄内町 清川字花崎５７－２
2435 庄内町立立川小学校体育館 庄内町 狩川字松葉５－１
2436 庄内町立立川中学校体育館 庄内町 狩川字松葉１－１
2437 庄内町狩川まちづくりセンター 庄内町 狩川大字大釜１１－１
2438 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
2439 庄内町立川老人福祉センター 庄内町 狩川字大釜２３－１
2440 庄内町農林漁業体験実習館 庄内町 狩川字笠山１４６
2441 庄内町風車村センター 庄内町 狩川字笠山４４４－９
2442 庄内町立余目第四小学校体育館 庄内町 主殿新田字赤渕２１－１
2443 庄内町余目第四まちづくりセンター 庄内町 主殿南野字十八軒２１－２
2444 庄内町立余目第三小学校体育館 庄内町 廿六木字三百地６－１
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2445 庄内町余目第二まちづくりセンター 庄内町 払田字サビ４０
2446 庄内町立余目第二小学校体育館 庄内町 払田字村東６８
2447 庄内町立余目中学校東体育館 庄内町 余目字猿田３０
2448 庄内町立余目中学校西体育館 庄内町 余目字猿田３０
2449 庄内町総合体育館 庄内町 余目字大塚５－１
2450 庄内町文化創造館 庄内町 余目字仲谷地２８０
2451 庄内町余目第三まちづくりセンター 庄内町 余目字藤原野３－１
2452 庄内町立余目第一小学校体育館 庄内町 余目字南田１０５－１
2453 庄内町余目第一まちづくりセンター 庄内町 余目字南田９４－１
2454 庄内町立谷沢まちづくりセンター駐車場 庄内町 肝煎字福地山本５３－１
2455 旧庄内町立立谷沢小学校グラウンド 庄内町 肝煎字福地山本７２－１
2456 庄内町立谷沢町民体育館駐車場 庄内町 肝煎字福地山本６５
2457 旧南部児童館グラウンド 庄内町 三ケ沢字中里６４
2458 庄内町農林漁業体験実習館駐車場 庄内町 狩川字笠山１４６
2459 庄内町風車村センター駐車場 庄内町 狩川字笠山４４４－９
2460 庄内町コミニティ防災センター駐車場 庄内町 狩川字楯下９７－１
2461 庄内町立立川中学校グラウンド 庄内町 狩川字松葉１－１
2462 庄内町立立川小学校グラウンド 庄内町 狩川字松葉５-1
2463 旧セミナーハウス前広場 庄内町 狩川字大釜１０－１
2464 庄内町狩川まちづくりセンター駐車場 庄内町 狩川字大釜１１－１
2465 庄内町体育センター駐車場 庄内町 狩川字大釜２３－１
2466 庄内町立川老人福祉センター駐車場 庄内町 狩川字大釜２３－１
2467 旧清川小学校グラウンド 庄内町 清川字花崎１－１
2468 庄内町清川まちづくりセンター駐車場 庄内町 清川字花崎１－２
2469 旧清川保育園前 庄内町 清川字花崎５７－２
2470 大中島自然ふれあい館野外広場 庄内町 立谷沢字大谷１－３
2471 松陽公園 庄内町 松陽２丁目１０
2472 家根合農村公園 庄内町 家根合字菖蒲島２９
2473 旧八栄里児童館敷地 庄内町 吉岡字東北裏２９－２
2474 宮曽根農村公園 庄内町 宮曽根字東前６１－１２
2475 庄内町立余目第四小学校グラウンド 庄内町 主殿新田字赤渕２１－１
2476 小出沼用地 庄内町 小出新田字中割１３８－１
2477 庄内町前田野目グランドゴルフ場 庄内町 前田野目字前割４５－１
2478 庄内町余目第四まちづくりセンター駐車場 庄内町 南野字十八軒２１－１
2479 庄内町南野グラウンド 庄内町 南野字北野１００
2480 庄内町立余目第三小学校グラウンド 庄内町 廿六木字三百地６－１
2481 庄内町余目第二まちづくりセンター駐車場 庄内町 払田字サビ４０
2482 庄内町立余目第二小学校グラウンド 庄内町 払田字村東６８
2483 中堀野農村公園 庄内町 堀野字上堀野１０３－３
2484 なかよしフラワー公園 庄内町 余目字猿田２０－３０
2485 庄内町立余目中学校グラウンド 庄内町 余目字猿田３０
2486 庄内町余目グラウンド 庄内町 余目字猿田８３－１
2487 庄内町武道館駐車場 庄内町 余目字猿田８７
2488 八幡公園 庄内町 余目字大塚１
2489 庄内町総合体育館駐車場 庄内町 余目字大塚５－１
2490 ふれあいひまわり広場 庄内町 余目字沢田９－７
2491 庄内町文化創造館駐車場 庄内町 余目字仲谷地２８０
2492 庄内町余目第三公民館駐車場 庄内町 余目字藤原野３－１
2493 庄内町立余目第一小学校グラウンド 庄内町 余目字南田１０５－１
2494 庄内町余目第一公民館駐車場 庄内町 余目字南田９４－１
2495 上朝丸防災緑地 庄内町 余目字矢口１００－１
2496 庄内町役場本庁舎 庄内町 余目字町132-1
2497 庄内町役場立川総合支所 庄内町 狩川字大釜22
2498 余目第一小学校 庄内町 余目字南田105-1
2499 余目第二小学校 庄内町 払田字村東68
2500 余目第三小学校 庄内町 廿六木字三百地6-1
2501 余目第四小学校 庄内町 主殿新田字赤渕21-1
2502 立川小学校 庄内町 狩川字松葉5-1
2503 余目中学校 庄内町 余目字猿田30
2504 立川中学校 庄内町 狩川字松葉1-1
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2505 庄内町総合体育館 庄内町 余目字大塚5-1
2506 狩川まちづくりセンター 庄内町 狩川字大釜11-1
2507 清川まちづくりセンター 庄内町 清川字花崎1-2
2508 立谷沢まちづくりセンター 庄内町 肝煎字福地山本53-1
2509 大中島自然ふれあい館 庄内町 立谷沢字大谷1-3
2510 文化創造館 庄内町 余目字仲谷地280
2511 コミュニティ防災センター 庄内町 狩川字楯下97-1
2512 山形県立鳥海学園体育館 遊佐町 藤崎字茂森１４－１７８
2513 山形県立遊佐高等学校体育館 遊佐町 遊佐字堅田２１番１号
2514 山形県金峰少年自然の家海浜自然の家体育館 遊佐町 大字菅里字菅野２９９
2515 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
2516 山形県立鳥海学園グラウンド 遊佐町 藤崎字茂森１４－１７８
2517 遊佐町立蕨岡小学校 遊佐町 豊岡字花塚２９－１
2518 遊佐町立遊佐小学校 遊佐町 吉出字和田１３
2519 遊佐町立藤崎小学校 遊佐町 江地字丁才谷地３１－４
2520 遊佐町立高瀬小学校 遊佐町 当山字堰中瀬２５－４
2521 遊佐町立吹浦小学校 遊佐町 吹浦字西楯９－６
2522 遊佐町立遊佐中学校 遊佐町 小原田字上川原１８－１
2523 遊佐町生涯学習センター 遊佐町 遊佐字鶴田５２－２
2524 遊佐町子どもセンター 遊佐町 遊佐字広表６－８
2525 蕨岡まちづくりセンター 遊佐町 豊岡字下和田３１－３
2526 稲川まちづくりセンター 遊佐町 増穂字大坪２５－２
2527 西遊佐まちづくりセンター 遊佐町 藤崎字千代ノ藤２－２
2528 高瀬まちづくりセンター 遊佐町 当山字上山崎１７－４
2529 吹浦防災センター 遊佐町 吹浦字布倉１０－１
2530 杉沢比山伝承館 遊佐町 杉沢字中田１
2531 しらい自然館 遊佐町 白井新田字見晴野２１
2532 遊佐町民体育館 遊佐町 遊佐字鶴田２９－２
2533 遊佐町漁村センタ－ 遊佐町 吹浦字釜磯１
2534 遊佐町農業者トレニングセンタ－ 遊佐町 遊佐字鶴田５０－３
2535 遊佐保育園 遊佐町 遊佐字五所ノ馬場４－１
2536 藤崎保育園 遊佐町 増穂字西田９６
2537 吹浦保育園 遊佐町 吹浦字苗代３４
2538 遊佐町立遊佐小学校グラウンド 遊佐町 吉出字和田１３
2539 遊佐町立藤崎小学校グラウンド 遊佐町 江地字丁才谷地３１－４
2540 遊佐町立遊佐中学校グラウンド 遊佐町 小原田字上川原１８－１
2541 サンスポーツランド遊佐 遊佐町 小原田字北川原１８－１
2542 旧遊佐町立吹浦小学校グラウンド 遊佐町 吹浦字西楯２３－６
2543 吹浦児童公園 遊佐町 吹浦字苗代５５－１
2544 菅里広場 遊佐町 菅里字菅野７－１
2545 遊佐町立高瀬小学校グラウンド 遊佐町 当山字堰中瀬２５－４
2546 旧西遊佐小学校グラウンド 遊佐町 藤崎字千代ノ藤２－２
2547 遊佐町民スポーツ広場東コート 遊佐町 藤崎字簀垣下１１４－１
2548 遊佐町民スポーツ広場西コート 遊佐町 比子字下モ山６８－１
2549 比子児童遊園地 遊佐町 比子字青塚１６０
2550 遊佐町立蕨岡小学校グラウンド 遊佐町 豊岡字花塚２９－１
2551 蕨岡児童遊園地 遊佐町 豊岡字乳母懐３９
2552 旧菅里保育園前広場 遊佐町 北目字菅野谷地９７－２
2553 遊佐町総合運動公園 遊佐町 増穂字大坪２１－２
2554 野沢農村公園 遊佐町 野沢字上ク子添１０５－１
2555 藤井農村公園 遊佐町 野沢字長坂１５６５
2556 遊佐保育園前広場 遊佐町 遊佐字五所ノ馬場４－１
2557 遊佐児童遊園地 遊佐町 遊佐字田子１
2558 遊佐町防災センター 遊佐町 遊佐字南田筋3-1
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