
１　本庁舎市長部局

栄コミュニティ
防災センター

播磨字若松95-1 29-2105
鉄筋コンクリート造平屋建　745㎡
（栄地区自治振興会指定管理）

農村センター 矢馳字上矢馳258 22-0798
鉄筋コンクリート造平屋建　1,598㎡
（大泉地区自治振興会指定管理）

京田コミュニティ
防災センター

高田字下村336-1 22-0762
鉄筋コンクリート造平屋建 890㎡ブロアポンプ庫鉄
筋コンクリート 4㎡
（京田地区自治振興会指定管理）

黄金コミュニティ
防災センター

青龍寺字北内203-1 22-5743
鉄筋コンクリート造平屋建　932.06㎡、物置　木造
平屋建　43㎡（黄金地区自治振興会指定管理）

湯田川
コミュニティセンター

藤沢字西側174-1 35-2111
鉄筋コンクリート造一部木造2階建　726.56㎡
（湯田川地区自治振興会指定管理）

第六学区コミュニティ
防災センター

みどり町22-28 22-5346
鉄筋コンクリート造2階建　1,360㎡
（第六学区コミュニティ協議会指定管理）

斎コミュニティ
防災センター

我老林字野中川原
35-2

22-0985
鉄筋コンクリート造平屋建　873㎡
（斎地区自治振興会指定管理）

第四学区
コミュニティセンター

稲生一丁目10-80 24-4789
鉄筋コンクリート造2階建　839㎡　鉄骨建トタン葺
（自転車小屋）　11㎡
（第四学区コミュニティ振興会指定管理）

第五学区コミュニティ
防災センター

宝町18-77 22-4766
鉄筋コンクリート造2階建　843㎡　鉄骨造平屋建
（自転車小屋）11㎡
（第五学区コミュニティ振興会指定管理）

致道ライブラリー 馬場町14-1 29-0810 平成13年5月開設、鉄筋コンクリート造3階建、743㎡

第二学区コミュニティ
防災センター

昭和町11-22 24-8032
鉄筋コンクリート造2階建　878㎡
（第二学区コミュニティ振興会指定管理）

第三学区
コミュニティセンター

泉町5-30 24-2212
鉄骨造一階部分990㎡　鶴岡市総合保健福祉センターに合
築（第三学区コミュニティ協議会指定管理）

先端研究
産業支援センター

覚岸寺字水上246-2 29-1620 平成16年5月開設、鉄骨造一部2階建　8,224.51㎡

（　市　民　部　関　係　）

第一学区コミュニティ
防災センター

文園町1-63 25-1615
鉄筋コンクリート造2階建　881㎡　鉄筋コンクリー
ト大ホール41㎡　木造　平屋建（事務所）12㎡
（第一学区コミュニティ振興会指定管理）

市の主な施設一覧

施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電　　話 備　　　　　　　　　　考

鶴岡市役所本庁舎 馬場町9-25 25-2111

昭和56年7月現庁舎竣工
鉄骨鉄筋コンクリート造6階建・地下1階 11,335㎡
車庫棟鉄骨造2階建 1,055㎡
別棟鉄骨造2階建　472㎡

（　総　務　部　関　係　）

職員研修会館 若葉町24-25 平成3年建築、ＲＣ・木造2階建　678㎡

東京事務所
東京都江戸川区西葛
西七丁目28-7

03-
5696-6821

平成2年4月開設、木造2階建　150㎡

（　企　画　部　関　係　）

出羽庄内国際村 伊勢原町8-32 25-3600
平成6年4月開設、鉄筋コンクリート造一部2階建
3,199㎡　倉庫　68㎡
（公益財団法人出羽庄内国際交流財団指定管理）
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かたばみ保育園 家中新町14-10 22-0686
鉄筋コンクリート造2階建　698㎡
木造平屋2才児保育室　53.86㎡

西部保育園 新海町11-57 23-5646 木造トタン葺平屋建　697㎡

南部保育園 陽光町9-32 22-0527
木造一部鉄骨造、地下1階地上一部2階建
1,876.08㎡

松原保育園
あおば学園

宝町18-50
29-1501
29-1502

木造平屋建　保育園 1,021.05㎡　あおば学園
332.55㎡　（社会福祉法人恵泉会指定管理）

東部保育園 日出一丁目25-23 22-2142
鉄筋コンクリート造2階建　852㎡
（社会福祉法人　恵泉会指定管理）

湯野浜上区公衆浴場 湯野浜一丁目6-1 76-4960
平成22年7月改築　鉄筋コンクリート造平屋建
154.31㎡（湯野浜地区自治会指定管理）

愛光園 藤沢字軽井沢68 35-2399
建物面積 3,231.84㎡
（社会福祉法人恵泉会指定管理）

休日夜間診療所 泉町5-30 23-5678 平成22年4月設置（保健福祉センター併設）

休日歯科診療所 泉町5-30 23-0372 平成22年4月設置（保健福祉センター併設）

岡山一般廃棄物
最終処分場

岡山字大谷地16 35-2766 汚水処理棟（地上2階、地下1階建）他　1,046㎡

（　健　康　福　祉　部　関　係　）

総合保健福祉センター 泉町5-30 25-2111
平成22年3月竣工　鉄骨造地下1階・地上3階・塔屋1
階　6,148.81㎡

クリーンセンター 宝田三丁目13-6
22-2848

22-2849

ごみ焼却プラント（地上5階、地下1階建）他
5,414㎡（渡廊下、車庫棟等を含む）
し尿処理プラント（地上2階、地下1階建）3,942㎡

リサイクルプラザ 水沢字水京68-1 35-3557
不燃物中間処理棟（地上4階、地下1階建）他
6,191㎡（プラザ棟について株式会社鶴岡地区ク
リーン公社指定管理）

鶴岡墓園 下川字龍花崎10-19 許可年月：平成2年7月　361区画、5,629㎡

自然学習交流館
ほとりあ

馬町字駒繋3-1 33-8693
平成24年4月開設、木造2階建　412.59㎡
（大山自治会指定管理）

西郷地区
農林活性化センター

下川字龍花1-1 76-2301
木造一部鉄筋RC造平屋建　1,199.63㎡
（平成23年6月1日開設）（西郷自治会指定管理）

鶴岡斎場 伊勢原町12-81 22-1005
許可年月：昭和61年9月
鉄筋コンクリート造2階建　1,494㎡

湯野浜
コミュニティセンター

湯野浜一丁目1-7 75-2300
観光案内所、下区公衆浴場が入った複合施設｡鉄筋
コンクリート造3階建　1,321㎡　防災資機材庫プレ
ハブ造平屋　17㎡（湯野浜地区自治会指定管理）

大山
コミュニティセンター

友江町23-71 33-3213
鉄筋コンクリート造2階建　1,714㎡ 木造トタン葺2
階建 81㎡（大山自治会指定管理）

小堅
コミュニティセンター

小波渡字浜田43-2 73-2243
木造瓦葺2階建　313㎡
（小堅地区自治振興会指定管理）

加茂
コミュニティセンター

加茂字岩倉241-3 33-3023
木造瓦葺2階建　519㎡　防災資機材庫プレハブ造
17㎡（加茂地区自治振興会指定管理）

三瀬
コミュニティセンター

三瀬字堅田138-8 73-2001
鉄筋コンクリート造2階建　881㎡　防災資機材庫プ
レハブ造　17㎡　軽量鉄骨造平屋建（自転車小屋）
11㎡（三瀬地区自治会指定管理）

由良
コミュニティセンター

由良二丁目14-53 73-2905
(平成25年6月30日開設)鉄筋コンクリート造2階建
1,077㎡ (由良自治会指定管理)

田川
コミュニティセンター

田川字高田9 35-2003
鉄筋コンクリート造3階建1階部分　3,249.10㎡
（田川地区自治振興会指定管理）

上郷
コミュニティセンター

みずほ49-1 35-2001
鉄筋コンクリート造2階建　1,556㎡
（上郷地区自治振興会指定管理）

施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電　　話 備　　　　　　　　　　考
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市立荘内病院 泉町4-20 26-5111
鉄筋コンクリート造10階建　54,728.13㎡　平成15
年7月 新病院開院

市立荘内看護専門学校 馬場町2-1 22-1919 平成16年3月改築　木造平屋建一部RC造　1,066.04㎡

勤労者会館 泉町8-57 25-2548
勤労者等の福祉増進と雇用安定のため､昭和63年8月
設置｡鉄筋コンクリート造2階建　940㎡
（一般財団法人鶴岡市開発公社指定管理）

鶴岡駅北自転車駐車場 末広町1-46 鉄骨造平屋建　95㎡

赤川市民ゴルフ場 勝福寺字根木瀞162 25-5624

平成元年ｵｰﾌﾟﾝ､9ホール､166,730㎡。ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ、駐車
場、管理機材など平成24年4月取得。
(有限会社鶴岡ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝが平成29年4月から平成34
年3月まで指定管理者)

加茂水族館 今泉字大久保657-1 33-3036
平成26年6月1日改築　鉄筋コンクリート造3階建
4,029.40㎡
（一般財団法人鶴岡市開発公社指定管理）

（　建　設　部　関　係　）

市営駅前自転車駐車場 末広町1-125 23-6248
昭和61年10月設置、鉄骨造2階建　610㎡
（一般財団法人鶴岡市開発公社指定管理）

（　農　林　水　産　部　関　係　）

農業経営者育成学校
千安京田字龍花山1-
1

76-3220
令和2年4月設置
鉄筋コンクリート造地下1階地上2階建　6,940.61㎡

（　商　工　観　光　部　関　係　）

庄内産業振興センター 末広町3-1 23-2200
昭和62年6月設置、（公益財団法人庄内地域産業振
興センター指定管理）
平成21年7月マリカ東館に施設拡張

高齢者福祉センター
おおやま

大山三丁目34-1 38-0250

鉄筋コンクリート造3階建　8,075㎡　木造平屋倉庫
14㎡　木造平屋自転車置場　9㎡ 木造平屋倉庫兼防
災備蓄庫 26.49㎡
（社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会指定管理）

助産所
泉町4-20
（市立荘内病院内）

26-5111
経済的理由で入院助産が受けられない妊産婦のため
の助産施設(2床)

ゆうあいプラザ ほなみ町3-2 28-3136
鉄筋コンクリート造平屋建　1,285㎡
（社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会指定管理）

ゆうあいプラザ分館 家中新町18-50 24-5610
木造平屋建　171㎡
（社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会指定管理）

暘光児童館 柳田字田中28-3 64-8640
木造カラーGL鋼板葺平屋建　557.73㎡
木造付属棟18.17㎡
（社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会指定管理）

大山児童館 大山三丁目34-16 38-0260
鉄骨造2階建　283㎡
（社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会指定管理）

鶴岡西部児童館 淀川町9-15 29-0031
木造カラーGL鋼板葺2階建　469.67㎡　木造平屋建
自転車置場　14㎡
（社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会指定管理）

鶴岡南部児童館 文園町1-8 64-1900
木造カラーGL鋼板葺2階建　587.61㎡
（社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会指定管理）

由良保育園 由良一丁目21-73 73-2276
木造カラーステンレス鋼板葺2階建　496.58㎡
（由良保育園運営委員会指定管理）

中央児童館 苗津町1-1 24-4608

木造トタン葺平屋建　690㎡　木造平屋建自転車置
場　13㎡　木造平屋（ﾄｲﾚ、倉庫）45㎡、木造平屋
東屋　北7.00㎡、南7.00㎡
（社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会指定管理）

施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電　　話 備　　　　　　　　　　考

（　病　院　関　係　）
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上山添字文栄78-1 57-2146
平成8年2月27日建設
木造カラー鉄板葺平屋建  178.20㎡

鶴岡市消防署羽黒分署
羽黒町荒川字前田元
89

62-2119
平成28年12月2日建設　 鉄筋コンクリート造2階建
830.57㎡のうち1階416.58㎡

鶴岡市消防署藤島分署 藤島字笹花15-1 64-2139
昭和49年10月1日建設
鉄筋コンクリート造2階建  240.39㎡

鶴岡市消防署温海分署 湯温海字湯之尻289 43-2132
平成27年4月13日建設
鉄筋コンクリート造2階建  478.67㎡

鶴岡市消防署朝日分署 下名川字落合9 53-2126
昭和49年3月28日建設
鉄筋コンクリート造2階建  240.16㎡

鶴岡市消防署北分署 道形町12-17 22-2131
平成28年4月15日建設
鉄筋コンクリート造2階建  444.36㎡

鶴岡市消防署西分署 下川字龍花崎41-697 75-2030
平成19年12月1日建設
鉄筋コンクリート造平屋建  437.77㎡

鶴岡市消防署 美咲町36-1 22-8331 平成23年4月1日建設　消防本部の建物内　

鶴岡市消防署中央分署 文園町1-63 22-9200
平成25年4月12日建設
鉄筋コンクリート造2階建　440.55㎡

鶴岡浄化センター 宝田三丁目21-1 24-7033

昭和55年5月供用開始､敷地面積69,443㎡､管理棟地
下2階地上3階､汚泥棟地下1階地上5階　機械濃縮棟
地下1階地上2階、第1消化棟地下1階地上1階、第2消
化棟地下1階地上3階、滅菌棟地下1階地上1階16,071
㎡

（消防本部関係）

鶴岡市消防本部 美咲町36-1 22-8330
平成23年4月1日建設　鉄筋コンクリート造5階建
5,609.70㎡

施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電　　話 備　　　　　　　　　　考

上下水道部 のぞみ町2-10 23-7731 昭和57年竣工　鉄筋コンクリート2階建1,217.31㎡

（上下水道部関係）
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２　教育委員会部局

朝暘第四小学校 柳田字田中28-1 22-8343 平成25年度建設　延床面積　8,499㎡

朝暘第二小学校 東原町25-1 22-7755 平成10年度建設　延床面積　8,301㎡

朝暘第三小学校 新形町17-24 22-0318 平成 2年度建設　延床面積　9,155㎡

温海ふれあいセンター 温海戊577-1 43-4411
鉄筋コンクリート造4階建　2,042㎡
(温海生涯学習振興会指定管理)

（　市　立　小　学　校　）

朝暘第一小学校 文園町2-1 22-0441 平成21年度建設　延床面積　9,059㎡

大鳥自然の家 大鳥字寿岡112 55-2946
鉄筋コンクリート2階建　1,680㎡
（大鳥地区村づくり推進協議会指定管理）

旧遠藤家住宅 田麦俣字七ツ滝139 木造3階建茅葺　449㎡

上山添字文栄90 57－5670
鉄筋コンクリート造2階建　1,559㎡
（櫛引地域生涯学習振興会指定管理）

丸岡城跡史跡公園
(日向家住宅）

丸岡字町の内96 57-5556
史跡公園（敷地面積18,629㎡）、日向家住宅（木造
平屋214㎡）
（荘内加藤清正公忠廣公遺蹟顕彰会指定管理）

藤島農村環境
改善センター

添川字新地315 64-2470 RC造2階　1,140㎡

松ヶ岡開墾場 羽黒町松ヶ岡字松ヶ岡 64-1331

木造瓦葺2階建（1～5番蚕室）3,655.68㎡
木造亜鉛メッキ鋼板・セメント瓦葺（寄宿舎）
346.26㎡
木造セメント瓦葺平屋建（貯桑土蔵）190.11㎡
コンクリートブロック造カラー鉄板葺平屋建（冷蔵
庫）81.15㎡

藤沢周平記念館 馬場町4-6 29-1880
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建　敷地面積
1,718.95㎡、建築面積716.16㎡、延床面積928.81㎡

東田川文化記念館 藤島字山ノ前99 64-2537

旧東田川郡役所（木造平屋512㎡）旧東田川郡会議
事堂（木造2階593㎡）
その他（管理棟・土蔵）平成8年開館（公益財団法
人藤島文化スポーツ事業団指定管理）

荘銀タクト鶴岡
（文化会館）

馬場町11-61 24-5188
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上3階地下1階建
敷地面積13,096.84㎡、建築面積5,756.35㎡、延床
面積7,846.12㎡

鶴岡アートフォーラム 馬場町13-3 29-0260
鉄筋コンクリート・鉄骨混構造3階建　4,143㎡
（一般財団法人鶴岡市開発公社指定管理）

史跡旧致道館 馬場町11-45 23-4672
木造瓦葺平屋建　461㎡
（公益財団法人致道博物館指定管理）

大宝館 馬場町4-7 24-3266
木造瓦葺2階建　534㎡
（公益財団法人致道博物館指定管理）

市立図書館 家中新町14-7 25-2525 鉄筋コンクリート造2階建　2,181㎡

郷土資料館 家中新町14-7 25-5014 平成20年1月図書館に併設

中央公民館 みどり町22-36 25-1050 鉄骨鉄筋コンクリート造3階建　4,395㎡

女性センター みどり町22-43 24-2340 鉄筋コンクリート造2階建　964㎡

あさひ給食センター 本郷字中田30-1 58-1325 鉄筋コンクリート2階建　559㎡

あつみっこ給食センター 大岩川字黒岩35 48-1432 鉄骨造平屋建　573㎡

藤島ふれあい食センター 藤浪三丁目95-9 64-2124 鉄骨造2階建　1,334㎡

上山添字成田21-4 57-3279 鉄骨造平屋建　475㎡

学校給食センター 白山字西野148-1 22-0411 鉄骨造2階建　3,110㎡

施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電　　話 備　　　　　　　　　　考

教育研修所・
理科教育センター

上山添字文栄100 57-4864 教育委員会に併設

教育相談センター

青少年育成センター

末広町3-1マリカ東館

上山添字文栄100

23-9351

57-2108

486㎡

教育委員会に併設
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小真木原陸上競技場 小真木原町2-1 23-4747
鉄筋コンクリート造2階建　2,294㎡
（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）

小真木原テニスコート 小真木原町2-1 23-5694
クラブハウス　鉄骨造2階建　300㎡
（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）

八森山
レクリエーション広場

三瀬字山田1-1 鉄筋コンクリート造3階建　417㎡

小真木原総合体育館 小真木原町2-1 25-8131
鉄骨コンクリート造4階建　9,059㎡
（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）

東部運動広場 伊勢原町12-13 （NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）

大山運動広場 大山三丁目34-1 （NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）

赤川河川緑地 大宝寺字立野地内

鶴岡市
グラウンド･ゴルフ場

勝福寺地内
8ホール×6コース（敷地面積　26,800㎡）
（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）

温海中学校 大岩川字黒岩35 43-2911 平成 9年度建設　延床面積 11,433㎡

（　保　健　体　育　施　設　）

市民プール 馬場町13-1 22-0074
鉄骨コンクリート造2階建　3,136㎡
（一般財団法人鶴岡水泳育成協会指定管理）

上山添字文栄86 57-2103 平成11年度建設　延床面積　7,128㎡

朝日中学校 本郷字笹目50 53-2092 平成26年度建設　延床面積　4,667㎡

藤島中学校 藤島字笹花86-1 64-2154 昭和42年度建設　延床面積　6,386㎡

羽黒中学校 羽黒町荒川字宮東28-1 62-2100 平成23年度建設　延床面積　7,111㎡

鶴岡第五中学校 大山字若柳271 33-2222 平成 8年度建設　延床面積 10,240㎡

豊浦中学校 三瀬字横町33-2 73-2028 平成 6年度建設　延床面積　4,174㎡

鶴岡第三中学校 城南町25-1 22-2793 平成29年度建設　延床面積　9,686㎡

鶴岡第四中学校 小真木原町3-1 24-7330 昭和54年度建設　延床面積　8,063㎡

（　市　立　中　学　校　）

鶴岡第一中学校 道田町1-82 22-0530 昭和55年度建設　延床面積　8,887㎡

鶴岡第二中学校 宝田二丁目8-34 22-8323 平成19年度建設　延床面積　9,532㎡

あつみ小学校 温海字荻田240-1 43-3101 昭和53年度建設　延床面積　4,027㎡

鼠ヶ関小学校 鼠ヶ関字横路497-2 44-2128 平成20年度建設　延床面積　4,931㎡

東荒屋字竹の内212 57-2107 平成18年度建設　延床面積　3,898㎡

あさひ小学校 下名川字落合2 53-2028 昭和49年度建設　延床面積　3,933㎡

黒川字小在家90 57-2105 昭和60年度建設　延床面積　4,132㎡

上山添字文栄1 57-2106 平成 5年度建設　延床面積　4,868㎡

羽黒小学校 羽黒町荒川字花沢4 62-2148 昭和59年度建設　延床面積　6,247㎡

広瀬小学校 羽黒町後田字下田元9 62-2165 昭和63年度建設　延床面積　4,453㎡

東栄小学校 川尻字町上14 64-2159 昭和59年度建設　延床面積　3,095㎡

渡前小学校 渡前字中屋敷1 64-2160 昭和63年度建設　延床面積　3,230㎡

西郷小学校 下川字樋渡100 76-2307 昭和40年度建設　延床面積　3,666㎡

藤島小学校 藤の花二丁目1-1 64-2156 昭和51年度建設　延床面積　5,094㎡

湯野浜小学校 湯野浜一丁目16-38 75-2110 平成15年度建設　延床面積　4,629㎡

大山小学校 大山二丁目20-1 33-2570 昭和46年度建設　延床面積　5,221㎡

上郷小学校 みずほ33-3 35-2641 昭和46年度建設　延床面積　2,622㎡

豊浦小学校 三瀬字菖蒲田88-1 73-2012 平成 4年度建設　延床面積　3,292㎡

大泉小学校 白山字西野148 22-0794 昭和62年度建設　延床面積　3,992㎡

京田小学校 高田字下村104 22-0763 昭和60年度建設　延床面積　3,208㎡

斎小学校 我老林字野中川原51 22-1566 昭和63年度建設　延床面積　3,069㎡

黄金小学校 青龍寺字北内48 22-5742 昭和57年度建設　延床面積　2,992㎡

朝暘第五小学校 切添町15-4 22-0514 昭和39年度建設　延床面積　4,655㎡

朝暘第六小学校 淀川町9-70 24-2290 昭和50年度建設　延床面積　6,951㎡

施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電　　話 備　　　　　　　　　　考
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温海湯見ヶ代運動場
湯温海字湯見ヶ代
10-1

43-3755
管理棟　100㎡
（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）

朝日スポーツセンター
運動場

東岩本字野中146 53-3302
グラウンド・テニスコート2面　ゲートボール場
（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）　屋外プール

温海総合運動場 湯温海字嶽之腰1-1 43-3755
野球場1面、夜間照明設備（コインタイマー式）、
管理棟440㎡（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）

黒川字大杉川原地内
勝福寺字福島地内

57-4311

陸上競技場(サッカー場)　多目的広場　野球場　グ
ラウンドゴルフ場　ゲートボールコート
（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）なべっこ広場
イベント広場

朝日スポーツセンター
体育館

東岩本字野中146 53-3302
鉄筋コンクリート2階建　2,382㎡
（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）

羽黒体育センター
羽黒町荒川字前田元
67-2

62-4789
鉄筋コンクリート造  764㎡
（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）

三千刈字清和158-1 57-4311
鉄筋コンクリート造3階建　6,637㎡
（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）

羽黒体育館
羽黒町荒川字谷地堰
29-1

62-4789
鉄筋コンクリート造2階建　3,759㎡
（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）

羽黒テニスコート
羽黒町荒川字谷地堰
30-1

62-4789
砂入人工芝4面　男女トイレ　夜間照明設備
（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）

藤島ふれあいと
躍動の広場

藤の花一丁目1-1 64-2143
グラウンドゴルフ場（８ホール×２コース）
テニスコート（人工芝２面、クレー２面）
（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）

藤島運動広場 添川字新地307 64-2470
グラウンド（野球・ソフトボール・サッカー）管理
棟84㎡（トイレ・倉庫）　夜間照明

宝田体育館 宝田一丁目20-61
鉄筋コンクリート造平屋建　1,036㎡
（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）

藤島体育館 藤の花一丁目1-1 64-2143
RC造2階　5,032㎡　屋内練習場　鉄骨平屋　1,124
㎡（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）

小真木原相撲場 小真木原町2-1
屋外相撲場鉄骨造平屋建　110㎡　屋内相撲場軽量
鉄骨プレハブ造平屋建 237㎡
（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）

朝暘武道館 小真木原町2-1 29-1346
鉄骨造2階建 5,344㎡　遠的場鉄骨造平屋建 261㎡
（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）

施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電　　話 備　　　　　　　　　　考

小真木原野球場 小真木原町2-1 25-8133
内野スタンド鉄筋コンクリート造PC構造3階建
4,531㎡（NPO法人鶴岡市体育協会指定管理）
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３　本庁舎　その他の関連組織

４　藤島庁舎市長部局

庄内広域行政組合
三川町大字押切新田
字茨谷地50

66-4141

施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電　　話 備　　　　　　　　　　考

一般財団法人
鶴岡市開発公社

末広町5-22
マリカ西館

22-9069

施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電　　話 備　　　　　　　　　　考

鶴岡市藤島庁舎 藤島字笹花25 64-2111
昭和59年竣工  RC造3階建 3,983㎡　車庫棟（昭和
60年建築 鉄骨造2階　1,009㎡）大型車庫棟（昭和
62年 鉄骨造 459㎡）

藤島斎場 古郡字道橋246 64-4244 昭和59年竣工　RC造平屋建　　188㎡

藤島墓園
藤島字村東153-1
藤島字川向1-3

昭和62年設置　　43区画

藤島児童館 藤島字笹花58-2 64-2163
昭和54年竣工　木造鉄板葺2階　462㎡
（学校法人いなば学園指定管理）

藤島くりくり保育園 藤島字笹花82-1 64-2167
平成5年竣工　RC造平屋建　972㎡　0～2歳児保育施
設（社会福祉法人ふじの里指定管理）

藤島こりす保育園 藤の花一丁目21-1 78-2588
平成16年竣工　木造平屋　1,668㎡　3～5歳児保育
施設（社会福祉法人ふじの里指定管理）

藤島
ふれあいセンター

藤島字古楯跡94-1 64-8775

平成13年竣工　木造平屋　333㎡　平成17年改・増築後　834㎡
（藤島商工業協同組合指定管理）
平成28年4月　商業施設部分（408.09㎡）を用途廃止し、令和元
年9月まで藤島商工業協同組合に無償貸付 令和3年3月公募を経
て株式会社出羽マルシェを有償貸付先として選定（近々契約予
定）

藤島
エコタウンセンター

藤浪二丁目93 78-2520

旧NOSAI庄内中央事務所（昭和56年）を改築（平成
17年）RC造2階建903㎡ 作業室兼車庫（鉄骨造283
㎡）
平成30年2月　1階一部分（283.528㎡）を用途廃止
し、公募を経て有限会社田和楽へ有償貸付

藤島総合交流促進施設 長沼字宮前266-1 64-4126

平成12年竣工　ヘルシーハウス（温泉交流施設　木
造平屋建一部RC 799㎡）　グリーンハウス（農産物
直売施設 鉄骨平屋建 165㎡）　コミュニティハウ
ス（木造平屋建 496㎡）
（長沼温泉ぽっぽの湯運営協議会指定管理）

藤島
エコ有機センター

添川字西山173 64-3003

平成16年竣工　一次発酵棟（鉄骨造平屋建 1,770
㎡）二次発酵・保管棟（鉄骨造平屋建 940㎡）鶏糞
処理棟（鉄骨造平屋建 480㎡）管理棟（木造平屋建
31㎡)

藤島地区
地域活動センター

藤島字笹花73 64-2119 RC造2階建　2,093㎡（藤島地区自治振興会指定管理）

東栄地区
地域活動センター

蛸井興屋字水尻26-2 64-2123 鉄骨平屋造1,477㎡（東栄地区自治振興会指定管理）

八栄島地区
地域活動センター

八色木字西野102-4 64-2121
コミュニティセンター（木造平屋368㎡） 農村文化
伝承施設（鉄骨一部2階436㎡）（八栄島地区自治振
興会指定管理）

長沼地区
地域活動センター

長沼字宮前164 64-2122
RC造2階建 1,923㎡（長沼地区自治振興会指定管
理）

渡前地区
地域活動センター

渡前字中屋敷28 64-2120 鉄骨平屋　1,405㎡（渡前地区自治振興会指定管理）
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５　羽黒庁舎市長部局

羽黒第四地区
地域活動センター

羽黒町上野新田字弐
反割1-2

62-4280
ＲＣ造3階建1階部分　1,022.79㎡
（羽黒第四地区自治振興会指定管理）

泉地区
地域活動センター

羽黒町荒川字谷地堰
11-1

62-4303
ＲＣ造2階建一部鉄骨　2,165㎡
（泉地区自治振興会指定管理）

広瀬地区
地域活動センター

羽黒町後田字下田元
237

62-2129
木造一部鉄骨造平屋建　917㎡
（広瀬地区自治振興会指定管理）

月山高原ふれあいハウ
ス・ハーモニーパーク

羽黒町川代字東増川
山368－2

62-4200
平成4年建設　RC造・木造建　538.66㎡（一般社団
法人月山畜産振興公社指定管理）

羽黒
コミュニティセンター

羽黒町荒川字谷地堰
28

62-4627
昭和56年建設
ＲＣ造一部鉄骨鉄筋コンクリート造2階建　1,772㎡

手向地区
地域活動センター

羽黒町手向字黒沢
31-1

62-2128
木造一部鉄骨造平屋建　780㎡
（手向地区自治振興会指定管理）

創造の森
羽黒町川代字向山
628

62-2655 平成4年8月竣工　 木造平屋建　499㎡

羽黒山スキー場
羽黒町手向字羽黒山
9-1

62-2152
昭和62年12月竣工　ロッジ・ペアリフト　面積
10.4ha（一般社団法人月山畜産振興公社指定管理）

やまぶし温泉ゆぽか
羽黒町後田字谷地田
188

62-4855
平成9年12月竣工　ＲＣ造一部木造1階建　1,782㎡
（株式会社ゆぽか指定管理）

貴船保育園
羽黒町後田字谷地田
186-1

62-2155
平成11年3月竣工　木造一部鉄筋平屋建　1,167㎡
（社会福祉法人羽黒百寿会指定管理）

いずみ保育園
羽黒町市野山字山王
林11

62-2153
平成9年3月竣工　木造平屋建　993㎡
（社会福祉法人羽黒百寿会指定管理）

いでは文化記念館
羽黒町手向字院主南
72

62-4727
平成3年3月竣工　 ＲＣ造2階建　2,653㎡
（羽黒町観光協会指定管理）

施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電　　話 備　　　　　　　　　　考

鶴岡市羽黒庁舎
羽黒町荒川字前田元
89

62-2111

平成29年7月竣工　庁舎棟（木造2階建）845.31㎡
庁舎・消防棟（RC造2階建）830.57㎡
渡り廊下棟（RC造平屋建）11.67㎡　図書館棟（木
造平屋建）463.54㎡

大東保育園
羽黒町手向字池之頭
139-1

62-2156
平成7年5月竣工　木造平屋建　564㎡
（社会福祉法人羽黒百寿会指定管理）

鶴岡市高齢者活動セン
ター

三千刈字藤掛1 57-2116 鉄骨造平屋建　640㎡

横綱柏戸記念館 三千刈字清和158-1 57-2115 鉄筋コンクリート造平屋建　535㎡

施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電　　話 備　　　　　　　　　　考

上山添字文栄100 57-2111 平成10年竣工  鉄筋コンクリート造3階建  3,335㎡

くしびき温泉
ゆ～Ｔｏｗｎ

三千刈字清和159 57-4313
鉄筋コンクリート造2階建 1,601㎡
（くしびき温泉ゆ～Town管理運営組合指定管理）

地域拠点施設
板井川字村西40－11 57-5008

木造平屋建　193㎡　交流広場・駐車場 6,716㎡
（アイビー株式会社鶴岡営業所指定管理）

スキー場
57-5470

ゲレンデ　91,077㎡　ペアリフト1基　430ｍ
事務所等　192㎡

ほのかたらのきだい 57-4488
木造2階建・渡り廊下 534㎡　ロッジ 732㎡
（株式会社王祇󠄀建設指定管理）

黒川能の里王祗会館 黒川字宮の下253 57-5310
鉄骨造平屋建　889㎡
（公益財団法人黒川能保存会指定管理）

上山添字文栄60 57-5681 鉄筋コンクリート造2階建　768㎡

ケーブルテレビジョン 上山添字文栄60 57-3014
鉄筋コンクリート造平屋建　199㎡
(株式会社渡会電気土木指定管理）
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７　朝日庁舎市長部局

８　温海庁舎市長部局

産直あさひ・グー 下名川字落合183 58-1455
鉄骨造2階建　996㎡
（あさひ村直売施設管理運営組合指定管理）

大網地区
地域交流センター

大網字興屋38-6 54-6546

交流棟　木造平屋建　285㎡　渡り廊下　鉄骨造平
屋建　11㎡
ホール棟　鉄骨鉄筋コンクリート造2階建　654㎡
（鶴岡市朝日東部地区自治振興会指定管理）

朝日中央
コミュニティセンター

下名川字落合220 53-3560
鉄筋コンクリート造一部2階建　2,207㎡
（鶴岡市朝日中央地区自治振興会指定管理）

朝日南部
コミュニティセンター

上田沢字船渡3-14 55-2252
木造平屋建　463㎡
（鶴岡市朝日南部自治会連絡協議会指定管理）

鶴岡市国民健康保険
上田沢診療所

上田沢字下中島25 55-2111 鉄骨造平屋建　173㎡

朝日保育園 下名川字落合5 53-2969
木造平屋建　998㎡
付属棟　木造平屋建　86㎡
（社会福祉法人朝日ぶなの木会指定管理）

健康の里ふっくら 熊出字東村156 53-2111 鉄筋コンクリート平屋造　1,263㎡

鶴岡市国民健康保険
大網診療所

大網字興屋69-1 54-6005 木造平屋建　184㎡

あさひ家族キャンプ村　オートキャンプサイト　 
50台　管理棟　木造2階建　333㎡
サニタリー棟　1階鉄筋コンクリート造2階木造　
311㎡（株式会社月山あさひ振興公社指定管理）

大鳥池避難小屋
大鳥字深谷現114林
班ろ小班

木造2階建　213㎡

タキタロウ館 大鳥字高岡55-8 55-2452
木造平屋建一部地下　229㎡
（大鳥地区村づくり推進協議会指定管理）

あさひ自然体験交流施
設

田麦俣字六十里山
104-5

54-6450

湯殿山スキー場　
店舗・事務所　鉄筋コンクリート造一部鉄骨造木造
2階建　646㎡
第一ロマンスリフト　890ｍ　
第三ロマンスリフト　778ｍ
各リフト乗降場　木造平屋建　53㎡
トイレ・機械室　木造平屋建　87㎡
旧発券所　木造平屋建　19㎡
（株式会社月山あさひ振興公社指定管理）

鶴岡市朝日庁舎南出張所 上田沢字下中島25 55-2111 鉄筋コンクリート造2階建　276㎡

月山あさひ博物村 越中山字名平3-2 53-3411
文化創造館　木造2階建　611㎡
収蔵庫　鉄筋コンクリート造　38㎡
（株式会社月山あさひ振興公社指定管理）

施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電　　話 備　　　　　　　　　　考

鶴岡市朝日庁舎 下名川字落合1 53-2111
昭和45年6月竣工
鉄筋コンクリート造4階建　2,139㎡

温海温泉林業センター 湯温海字湯之里88-7 43-2024
昭和58年8月竣工　鉄筋コンクリート造3階建　
1,462㎡（温海温泉自治会指定管理）

施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電　　話 備　　　　　　　　　　考

鶴岡市温海庁舎 温海戊577-1 43-2111
平成5年7月竣工　鉄筋コンクリート・鉄骨造ステン
レス鋼板葺渡廊下付７階建　延床面積　4,214㎡
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