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施設名称 所在地 電話番号
興譲小学校 丸の内２丁目1-58 22-8040

東部小学校 東１丁目6-102 22-8047

西部小学校 直江町5-34 22-8068

南部小学校 門東町１丁目2-31 22-8044

北部小学校 中央７丁目4-33 22-8066

愛宕小学校 御廟３丁目10-1 24-4000

万世小学校 八幡原５丁目3948-4 28-5404

南原小学校 大字南原笹野町2984 38-2306

三沢東部小学校 大字簗沢3401 32-2014

三沢西部小学校 大字口田沢2361-1 31-2113

広幡小学校 広幡町上小菅1396 37-5279

六郷小学校 六郷町一漆40-1 37-5282

塩井小学校 塩井町塩野3760 23-1558

窪田小学校 窪田町窪田655-3 37-5274

上郷小学校 大字竹井1383 28-3409

松川小学校 通町４丁目10-15 22-8088

第一中学校 駅前４丁目3-51 23-3383

第二中学校 林泉寺２丁目2-5 22-3455

第三中学校 舘山２丁目4-58 22-8077

第四中学校 春日４丁目2-69 23-2856

第五中学校 東大通１丁目1-82 23-1139

第六中学校 六郷町西藤泉160 37-5363

第七中学校 大字川井108-3 26-9211

九里学園高等学校　 門東町１丁目1-72 22-0091　

米沢中央高等学校　 中央７丁目5-70-4 22-4223　

米沢興譲館高等学校　 大字笹野1101 38-4741　

米沢東高等学校　 丸の内２丁目5-63 22-3450　

米沢工業高等学校　 大字川井300 28-7050　

米沢商業高等学校　 本町３丁目1-12 22-8055　
山形大学 工学部

（米沢キャンパス） 城南４丁目3-16 26-3005

山形県立米沢栄養大学 通町６丁目15-1 22-7330

山形県立米沢女子短期大学 通町６丁目15-1 22-7330

施設名称 所在地 電話番号
米沢警察署 城北２丁目3-19 26-0110
駅前交番 駅前１丁目1-41 22-3010
大門交番 門東町２丁目2-2 22-3011
西部交番 御廟１丁目3-20 22-3012
北部交番 中田町8-2 37-5616
万世駐在所 万世町桑山4603-2 28-3016
関根駐在所 大字三沢10256 35-2111
南原駐在所 大字笹野6220 38-2324
広幡駐在所 広幡町上小菅2702 37-5277
上郷駐在所 大字川井3870-1 28-3015
田沢駐在所 大字口田沢2358-7 31-2110
置広消防本部　 金池５丁目2-41 23-3107
置広米沢消防署 消防署　 金池５丁目2-41 23-3108
置広米沢消防署 東部分署 万世町片子156-1 26-2041
置広米沢消防署 城西分署 城西１丁目4-37 26-2042
置広米沢消防署 北部出張所 窪田町藤泉96-5 36-0032
米沢税務署 門東町１丁目1-9 22-6320
山形地方法務局米沢支局 金池７丁目4-33 22-2148
公共職業安定所

（ハローワーク米沢）
金池３丁目1-39
米沢地方合同庁舎1・2F 22-8155

置賜保健所 金池７丁目1-50 （代）22-3000
置賜総合支庁 金池７丁目1-50 （代）26-6000

※市外局番は（0238）

〈 広 告 〉
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いつでも
持ち歩ける
利便性  

「わが街事典」電子書籍の特徴
　お手持ちの携帯端末にダウンロードすることで、簡単に持ち
運びでき、お好きなシーンで活用できます。使いやすいイン
ターフェイスと電子書籍ならではの拡大・縮小機能で、どこで
もどなたでもご利用いただけます。

米沢市 くらしの便利帳が
 電 子 書 籍 に！！

iPadアプリ版

iPhoneアプリ版

Androidアプリ版
無料

閲覧に伴う通信料は
ご負担ください

パソコンやあなたの
お手持ちの携帯端末
でご覧になれます！

ダウンロード方法や対応端末など詳しくはこちら
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