
施設名 設置場所 住所 備考（使用可能時間等）

新庄市役所 本庁舎１階（市民課） 新庄市沖の町10-37 平日8：30～17：15 使用可

新庄市役所 本庁舎１階（健康課内） 新庄市沖の町10-37 平日8：30～17：15 使用可

新庄市役所　第２庁舎 第2庁舎（上下水道課内） 新庄市住吉町3-1 平日8：30～17：15 使用可

新庄市立升形小学校 昇降口 新庄市大字升形800-9
平日8：00～16：00
使用可能

新庄市立升形小学校 体育館ｽﾃｰｼﾞ脇 新庄市大字升形800-9
平日8：00～16：00
使用可能

新庄市立北辰小学校 体育館入口 新庄市十日町732-5
平日8：00～16：00
使用可能

新庄市立北辰小学校 体育館中 新庄市十日町732-5
平日8：00～16：00
使用可能

新庄市立本合海小学校 職員玄関 新庄市大字本合海128
平日8：00～16：00
使用可能

新庄市立本合海小学校 体育館玄関 新庄市大字本合海128
平日8：00～16：00
使用可能

新庄市立新庄小学校 体育館入口 新庄市城西町6-24
平日8：00～16：00
使用可能

新庄市立新庄小学校 職員室前 新庄市城西町6-24
平日8：00～16：00
使用可能

新庄市立日新小学校 体育館玄関 新庄市下金沢町16-4
平日8：00～16：00
使用可能

新庄市立日新小学校 昇降口前ホール 新庄市下金沢町16-4
平日8：00～16：00
使用可能

萩野学園 昇降口前ホール 新庄市大字泉田字往還東398番地の１
平日8：00～18：00
使用可能

萩野学園 大体育館前ホール 新庄市大字泉田字往還東398番地の１
平日8：00～18：00
使用可能

新庄市立日新中学校 管理棟２階渡り廊下 新庄市大字松本136
平日8：00～18：00
使用可能

新庄市立日新中学校 体育館入口 新庄市大字松本136
平日8：00～18：00
使用可能

新庄市立八向中学校 体育館 新庄市大字升形1647-24
平日8：00～18：00
使用可能

新庄市立八向中学校 昇降口前廊下 新庄市大字升形1647-24
平日8：00～18：00
使用可能

新庄市立新庄中学校 生徒昇降口 新庄市堀端町５番８１号
平日8：00～18：00
使用可能

新庄市立新庄中学校 体育館入口 新庄市堀端町５番８１号
平日8：00～18：00
使用可能

新庄市立明倫学園 体育館 新庄市十日町2675-3
平日8：00～18：00
使用可能

新庄市立明倫学園 玄関ホール 新庄市十日町2675-3
平日8：00～18：00
使用可能

新庄市立明倫学園 プール管理室 新庄市十日町2675-3
平日8：00～18：00
使用可能

新庄市立明倫学園 保健室 新庄市十日町2675-3
平日8：00～18：00
使用可能

新庄市体育館 事務室前 新庄市金沢3072-2
1/4～12/28（毎月第二火曜日を除く）
9：00～22：00　使用可

新庄市武道館 正面玄関前 新庄市金沢3070
1/4～12/28（毎月第二火曜日を除く）
9：00～22：00　使用可

新庄市民球場 正面玄関前 新庄市金沢1398-3 24時間使用可

新庄市陸上競技場 正面玄関 新庄市金沢3070-4 4/1～10/31　9：00～19：00　使用可

新庄市民スキー場（運営期
間中）

事務室前 新庄市五日町字柴草山5919-3 １２月下旬～３月下旬　9：00～21：00　使用可

新庄市民プール（運営期間
中）

事務室前 新庄市金沢1391-1 ７月下旬～８月中旬　9：30～18：00　使用可

山屋セミナーハウス ロビー 新庄市金沢3036-2
1/4～12/28（毎月第二火曜日を除く）
9：00～21：00　使用可

新庄市保健センター
（新庄市夜間休日診療所）

事務室 新庄市堀端町3-33

平日：8：30～17：15（開所は不定期）
平日・土曜日：18：30～21：00
日曜・祝日：8：30～16：30
使用可能

https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市沖の町10-37
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市沖の町10-37
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市住吉町3-1
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市大字升形800-9
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市大字升形800-9
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市十日町732-5
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市十日町732-5
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市大字本合海128
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市大字本合海128
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市城西町6-24
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市城西町6-24
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市下金沢町16-4
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市下金沢町16-4
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市大字泉田字往還東398番地の１
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市大字泉田字往還東398番地の１
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市大字松本136
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市大字松本136
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市大字升形1647-24
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市大字升形1647-24
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市堀端町５番８１号
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市堀端町５番８１号
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市十日町2675-3
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市十日町2675-3
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市十日町2675-3
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市十日町2675-3
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市金沢3072-2
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市金沢3070
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市金沢1398-3
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市金沢3070-4
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市民スキー場
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市金沢1391-1
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市金沢3036-2
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市堀端町3-33


施設名 設置場所 住所 備考（使用可能時間等）

新庄ふるさと歴史センター 事務室前 新庄市堀端町4-74
火曜日と年末年始を除く　9：00～16：30使用
可

新庄市民プラザ 事務室前 新庄市大手町1-60
水～月の会館時間内、使用可
休館日（火曜日）使用不可

新庄市立図書館 １階カウンター内 新庄市小田島町4-21
火～日の10：00～18：00使用可
年末年始、蔵書点使用不可

新庄市民文化会館 正面玄関前 新庄市堀端町4-67
水～月の開館時間内使用可
休館日（火曜日）使用不可

雪の里情報館 事務室前 新庄市石川町4-15 火～日の10：00～17：00使用可

わくわく新庄 事務室前 新庄市下金沢町15-11 火～日の9：00～22：00　使用可

新庄市本合海児童センター 正面玄関前 新庄市大字本合海185 24時間使用可

県立最上学園 １階事務室内 新庄市大字松本55-1 24時間使用可

新庄警察署 １階警務課事務室 新庄市大字松本８２２ ２４時間使用可

最上中央公園　すぽーてぃ
あ

１階事務室前 新庄市金沢１１４７
９:００～１７：００まで使用可能
１２月２９日～１月３日は使用不可

最上総合支庁 1階ロビー 新庄市金沢字大道上2034
平日8:30～17:15まで
使用可能

新庄神室産業高等学校
中央棟２Ｆ第二職員室脇廊
下

新庄市松本370
開校時間帯
概ね8:30～17:00

新庄神室産業高等学校 体育館１階玄関前 新庄市松本370
開校時間帯
概ね8:30～17:00

新庄神室産業高等学校 ２Ｆ事務室前廊下 新庄市松本370
開校時間帯
概ね8:30～17:00

新庄神室産業高等学校 農場管理棟風除室 新庄市松本370
開校時間帯
概ね8:30～17:00

新庄南高等学校 体育館入口廊下 新庄市城南町5-5
開校時間帯
概ね8:30～17:00

新庄南高等学校 職員玄関 新庄市城南町5-5
開校時間帯
概ね8:30～17:00

新庄養護学校 体育館前 新庄市大字金沢字金沢山1894番地の4
開校時間帯
概ね8:30～17:00

新庄養護学校 管理棟二階手洗い場壁 新庄市大字金沢字金沢山1894番地の4
開校時間帯
概ね8:30～17:00

新庄北高等学校 ２階職員室前廊下 新庄市大字飛田字備前川61
開校時間帯
概ね8:30～17:00

https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市堀端町4-74
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市大手町1-60
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市小田島町4-21
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市堀端町4-67
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市石川町4-15
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市下金沢町15-11
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市大字本合海185
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市大字松本55-1
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市大字松本８２２
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市金沢１１４７
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市金沢字大道上2034
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市松本370
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市松本370
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市松本370
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市松本370
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市城南町5-5
https://www.google.co.jp/maps/search/新庄市城南町5-5
https://www.google.co.jp/maps/search/県立新庄養護学校
https://www.google.co.jp/maps/search/県立新庄養護学校
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E6%96%B0%E5%BA%84%E5%8C%97%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1/@38.7632079,140.2850066,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1z55yM56uL5paw5bqE5YyX6auY562J5a2m5qCh!3m5!1s0x5f8ead15cb17b405:0xb0ffac0

