
様

施設名 設置場所 住所 備考（使用可能時間等）

寒河江市役所　　 ２階ロビー 寒河江市中央１－９－４５ 8:30～17:15

寒河江市総合福祉保健セン
ター（ハートフルセンター）

１階ロビー 寒河江市中央２－２－１ 開館日8:30～21:30

寒河江市中心市街地活性
化センター（フローラ・ＳＡＧＡ
Ｅ）

１階事務室 寒河江市本町２－８－３ 開館日10:00～21:30

寒河江市文化センター 1階ロビー 寒河江市大字西根字石川西３３３ 開館日8:30～22:00

寒河江市南部地区公民館 入口 寒河江市大字島２２５ 開館日8:30～21:30

寒河江市柴橋地区コミュニ
ティセンター（柴橋地区公民
館）

入口 寒河江市大字柴橋１９８８－６ 開館日8:30～21:30

寒河江市西部地区公民館 入口 寒河江市大字清助新田９３０ 開館日8:30～21:30

寒河江市立図書館 カウンター付近 寒河江市中央１－７－１４
開館日の平日9:30～19:00・日曜
9:30～16:30※時間変更有

寒河江市市民体育館 入口・事務室 寒河江市大字西根字石川西３６５ 開館日9:00～21:30

最上川寒河江緑地（グリ
バーさがえ）

管理棟 寒河江市大字寒河江字皿沼西地内
開場日9:00～17:30(1/1～4/30、
8/16～12/31)・9:00～18:30(5/1～
8/15)

寒河江市屋内多目的運動
場（チェリーナさがえ）

入口 寒河江市大字寒河江字久保７ 開館日9:00～21:00

寒河江市市民浴場 ロビー 寒河江市大字島字島西８ 開場日6:30～21:30

寒河江市技術交流プラザ 事務室 寒河江市中央工業団地１５３－１ 開館日9：00～21：30

寒河江市老人福祉センター 事務室 寒河江市大字白岩字大江寺４１５ 開館日8:30～17:00

寒河江市立陵東中学校
①職員玄関
➁生徒昇降口

寒河江市大字西根４３０ 開校時間

寒河江市立陵南中学校
➀職員室前廊下
➁生徒昇降口

寒河江市大字内の袋１－１１－１ 開校時間

寒河江市立陵西中学校
➀玄関
➁社会体育玄関

寒河江市大字八鍬富沢８３６ 開校時間

寒河江市立寒河江小学校
➀校舎２階廊下
➁体育館入口

寒河江市丸内１－３－８ 開校時間

寒河江市立寒河江中部小
学校

➀体育館入口
➁印刷室前

寒河江市元町２－１９ 開校時間

寒河江市立南部小学校
➀体育館ホール
➁職員玄関

寒河江市大字高屋字北江１１ 開校時間

寒河江市立西根小学校
➀体育館入口
➁職員玄関

寒河江市大字西根１７０ 開校時間

寒河江市立柴橋小学校
➀職員室前
➁体育館玄関

寒河江市大字柴橋１９２３ 開校時間

寒河江市立高松小学校
➀体育館入口
➁昇降口

寒河江市大字米沢６４３－２ 開校時間

寒河江市立醍醐小学校
➀社会体育玄関
➁児童昇降口

寒河江市大字日和田６－１ 開校時間

寒河江市立白岩小学校
➀昇降口
➁社会体育玄関

寒河江市大字白岩１８４７ 開校時間

寒河江市立三泉小学校
➀体育館玄関
➁職員玄関

寒河江市字中河原１９１－１ 開校時間

寒河江市立なか保育所 玄関 寒河江市八幡町１－１０ 開所時間

寒河江市立なか保育所みい
ずみ分園

玄関 寒河江市字中河原１９１－１ 開所時間

寒河江市立しらいわ保育所 事務室 寒河江市大字白岩１２９６－２ 開所時間

寒河江市立たかまつ保育所 玄関 寒河江市大字米沢６４３－２ 開所時間

寒河江市立にしね保育所 玄関 寒河江市大字西根１６９ 開所時間

https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市中央１－９－４５
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市中央２－２－１
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市本町２－８－３
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字西根字石川西３３３
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市南部地区公民館
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字柴橋１９８８－６
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字清助新田９３０
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市中央１－７－１４
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字西根字石川西３６５
https://www.google.co.jp/maps/search/グリバーさがえ
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字寒河江字久保７
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字島字島西８
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市中央工業団地１５３－１
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字白岩字大江寺４１５
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市立陵東中学校
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字内の袋１－１１－１
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字八鍬富沢８３６
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市丸内１－３－８
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市立寒河江中部小学校
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字高屋字北江１１
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字西根１７０
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市立柴橋小学校
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字米沢６４３－２
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字日和田６－１
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市立白岩小学校
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市字中河原１９１－１
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市八幡町１－１０
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市字中河原１９１－１
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字白岩１２９６－２
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字米沢６４３－２
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字西根１６９


様

施設名 設置場所 住所 備考（使用可能時間等）

学童保育 きらきらクラブ 事務室 寒河江市本町２－８－３　フローラ・ＳＡＧＡＥ４階 開所時間

学童保育 第一わんぱくクラ
ブ

事務室 寒河江市六供町１－２－４６ 開所時間

学童保育 第二わんぱくクラ
ブ

事務室 寒河江市六供町１－２－４６ 開所時間

学童保育 第三わんぱくクラ
ブ

事務室 寒河江市六供町１－２－４６ 開所時間

学童保育 第四わんぱくクラ
ブ

入口 寒河江市八幡町７－２６ 開所時間

学童保育 第五わんぱくクラ
ブ

入口 寒河江市栄町９番４７号 開所時間

学童保育 なかよしクラブ 入口 寒河江市大字島２２５ 開所時間

学童保育 第２なかよしクラ
ブ

事務室 寒河江市大字高屋６－８ 開所時間

学童保育 ねっこクラブ
西根小学校ミーティング
ルーム

寒河江市大字西根１７０ 開所時間

学童保育 ねっこクラブ第２ 入口 寒河江市大字西根字高畑５２－２ 開所時間

学童保育 ねっこクラブ第３
西根小学校ミーティング
ルーム

寒河江市大字西根１７０ 開所時間

学童保育 やまびこクラブ 学童活動室 寒河江市大字柴橋１９８８－６ 開所時間

学童保育所 せせらぎクラブ
高松小学校体育館ミーティ
ングルーム

寒河江市大字米沢６４３－２ 開所時間

学童保育 さくらっこクラブ
白岩小学校
体育館玄関

寒河江市大字白岩１８４８ 開所時間

学童保育 泉っこクラブ
三泉小学校
体育館２階

寒河江市字中河原１９１－１ 開所時間

学童保育 だいごっ子クラブ
醍醐小学校
生活室内

寒河江市大字日和田６－１ 開所時間

寒河江市田代地区多目的
交流館

玄関 寒河江市大字田代370-1
開館時間9:00～17:00
※毎週水曜日定休

史跡慈恩寺旧境内ガイダン
ス交流拠点施設

エントランスホール 寒河江市大字慈恩寺１１７８－１
開館時間9:00～17:00
※毎月第２火曜日休館

寒河江市いこいの森 管理棟 寒河江市大字谷沢字平野山1563 開館日9:00～17:00

森林研究研修センター ２階事務室内 寒河江市大字寒河江丙2707
平日8:30～17:15まで
使用可能

園芸農業研究所 １階総務課内 寒河江市大字島字島南４２３
平日8:30～17:15まで
使用可能

村山総合支庁西村山地域
振興局

１階ロビー 寒河江市大字西根字石川西355
平日8:30～17:15まで
使用可能

寒河江警察署 １階警務課事務室 寒河江市大字西根字上川原２２８－１ ２４時間使用可

最上川ふるさと総合公園 ｾﾝﾀｰﾊｳｽ事務所内 寒河江市大字寒河江字山西甲1269
平日9:00～18:00まで
使用可能　１２月〜３月
月曜休館9：00〜17：00利用可能

左沢高等学校 農業校舎集会場室内 寒河江市大字高松49番地
授業中のみ
概ね9:00～15:00

楯岡特別支援学校（寒河江
校）

職員室 寒河江市大字米沢643番地の2
開校時間帯
概ね8:30～17:00

寒河江高等学校 グラウンド（トイレ） 寒河江市鷹の巣
開校時間帯
概ね8:30～17:00

寒河江工業高等学校 武道館廊下（体育館側） 寒河江市緑町148
開校時間帯
概ね8:30～17:00

寒河江工業高等学校 職員玄関 寒河江市緑町148
開校時間帯
概ね8:30～17:00

寒河江高等学校 体育館２階ホール 寒河江市六供町2-3-9
開校時間帯
概ね8:30～17:00

寒河江高等学校 生徒昇降口 寒河江市六供町2-3-9
開校時間帯
概ね8:30～17:00

https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市本町２－８－３
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市六供町１－２－４６
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市六供町１－２－４６
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市六供町１－２－４６
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市八幡町７－２６
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市栄町９番４７号
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市南部地区公民館
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字高屋６－８
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字西根１７０
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字西根字高畑５２－２
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字西根１７０
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字柴橋１９８８－６
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字米沢６４３－２
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字白岩１８４８
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市字中河原１９１－１
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字日和田６－１
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字田代370-1
https://www.google.co.jp/maps/search/慈恩寺テラス
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字谷沢字平野山1563
https://www.google.co.jp/maps/search/寒河江市大字西根字上川原２２８－１

