
№ 施設名 所在地

1 県庁 山形市松波2-8-1

2 村山総合支庁本庁舎 山形市鉄砲町2-19-68

3 山形県郷土館文翔館 山形市旅篭町3-4-51

4 保健福祉センター 山形市十日町1-6-6

5 保健医療大学 山形市上柳260

6 精神保健福祉センター 山形市小白川町２－３－３０

7 工業技術センター 山形市松栄2-2-1

8 高度技術研究開発センター 山形市松栄2-2-1

産業技術短期大学校（本部棟北） 山形市松栄2-2-1

産業技術短期大学校（実験棟前） 山形市松栄2-2-1

10 農業総合研究センター 山形市みのりが丘6060-27

11 （公財）みどり推進機構 山形市大字長谷堂字馬場2265

12 山形駅西口駐車場（霞城ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｷﾝｸﾞ） 山形市城南町1-1-1

13 山形県営駐車場 山形市旅篭町3-5-10

14 悠創の丘（悠創館前） 山形市大字岩波～中桜田

西蔵王公園（中央駐車場③） 山形市大字岩波～上桜田

西蔵王公園（森の遊び場） 山形市大字岩波～上桜田

健康の森（大学西駐車場） 山形市青柳

健康の森（南出羽駅前駐車場） 山形市青柳

17 山形県立中央病院 山形市大字青柳1800

18 山形県警察本部 山形市松波2-8-1

19 山形警察署 山形市松山1-1-23

20 山形県立山形東高等学校 山形市緑町1-5-87

21 山形県立山形南高等学校 山形市東原町4-6-16

22 山形県立山形西高等学校 山形市鉄砲町1-15-64

23 山形県立山形北高等学校 山形市緑町2-2-7

24 山形県立山形工業高等学校 山形市緑町1-5-12

25 山形県立山形中央高等学校 山形市鉄砲町2-10-73

26 山形県立山形聾学校 山形市大字谷柏20

27 山形県立山形養護学校 山形市行才116

28 山形県立村山特別支援学校 山形市大字谷柏元下谷柏43

29 山形県体育館 山形市霞城町1-2

30 山形県立図書館 山形市緑町1-2-36

31 山形県立博物館 山形市霞城町1-8

32 山形県あかねヶ丘陸上競技場 山形市あかねヶ丘2-4-1

蔵王みはらしの丘ミュージアムパーク　はらっぱ館 山形市みはらしの丘2丁目

蔵王みはらしの丘ミュージアムパーク　遊具広場側 山形市みはらしの丘2丁目

蔵王みはらしの丘ミュージアムパーク　グラウンド・ゴルフ側 山形市みはらしの丘2丁目

蔵王みはらしの丘ミュージアムパーク　眺望スポット 山形市みはらしの丘2丁目

34 村山総合支庁西庁舎 寒河江市大字西根字石川西355

最上川ふるさと総合公園（公園第一駐車場） 寒河江市寒河江字山西甲

最上川ふるさと総合公園（公園第二駐車場） 寒河江市寒河江字山西甲

最上川ふるさと総合公園（高速第二駐車場（仙台方面）） 寒河江市寒河江字山西甲

最上川ふるさと総合公園（高速第二駐車場（酒田方面）） 寒河江市寒河江字山西甲

37 寒河江警察署 寒河江市大字西根字上川原228-1

38 山形県立寒河江高等学校 寒河江市六供町2-3-9

39 山形県立寒河江高等学校　　　　農業校舎 寒河江市大字高松49

40 山形県立寒河江工業高等学校 寒河江市緑町148

41 上山警察署 上山市矢来3-7-50

42 山形県立上山明新館高等学校 上山市仙石650

43 山形県立山形盲学校 上山市金谷字金ヶ瀬1111

44 山形県立上山高等養護学校 上山市宮脇600

身体障がい者等用駐車施設利用証制度協力施設一覧（県施設）
　　　　　　　　　　　                                                             平成３１年３月１１日現在
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45 山形県立ゆきわり養護学校 上山市河崎3-7-1

46 村山総合支庁北庁舎 村山市楯岡笛田4-5-1

47 環境科学研究センター 村山市楯岡笛田3-2-1

48 村山警察署 村山市中央1-2-5

49 山形県立村山産業高等学校 村山市楯岡北町1-3-1

50 ふるさと交流広場 天童市大字乱川字下河原

総合運動公園（南駐車場） 天童市山王地内

総合運動公園（西駐車場） 天童市山王地内

総合運動公園（北駐車場） 天童市山王地内

52 総合交通安全センター 天童市大字高擶1300

53 天童警察署 天童市糠塚2-4-1

54 山形県立天童高等学校 天童市大字山元850

55 山形県青年の家 天童市小路1-7-8

56 山形県教育センター 天童市大字山元字犬倉津2515

57 山形空港 東根市大字羽入字柏原新林3008

58 尾花沢警察署 尾花沢市北町1-5-5

59 山形県立北村山高等学校 尾花沢市大字尾花沢1593

60 山形県立山辺高等学校 山辺町大字山辺3028

61 県民の森（大沼駐車場） 山辺町大字畑谷1933－42

62 中山公園（野球場前） 中山町長崎

63 道の駅河北 河北町谷内字真木335-1

山形県立河北病院（東側駐車場） 河北町谷地字月山堂111

山形県立河北病院（北側駐車場） 河北町谷地字月山堂111

65 山形県立谷地高等学校 河北町谷地字田中170

66 弓張平公園（オートキャンプ場） 西川町志津

67 弓張平公園（パークプラザ） 西川町志津

68 道の駅 おおえ 大江町大字藤田218-1

69 山形県立左沢高等学校 大江町大字藤田字山中816-3

70 山形県朝日少年自然の家 大江町大字左沢字楯山2523-5

71 最上総合支庁 新庄市金沢字大道上2034

72 最上総合支庁産業経済部農村整備課 新庄市大字松本412-17

73 最上学園 新庄市松本55－1

74 農林大学校 新庄市大字角沢1366

75 最上中央公園（すぽーてぃぁ） 新庄市金沢

76 山形県立新庄病院（第１駐車場） 新庄市若葉町12-55

77 新庄警察署 新庄市新町5-19

78 山形県立新庄北高等学校 新庄市大字飛田字備前川61

79 山形県立新庄南高等学校 新庄市城南町5-5

80 山形県立新庄神室産業高等学校 新庄市大字松本370

81 山形県立新庄養護学校 新庄市大字金沢字金沢山1894-4

82 遊学の森森林交流館（愛称：木もれび館） 金山町大字有屋1761

83 山形県立新庄南高等学校　　金山校 金山町金山248-2

84 山形県立新庄北高等学校　　最上校 最上町大字向町字水上869-2

85 山形県立新庄神室産業高等学校真室川校 真室川町大字新町字塩野947

86 山形県神室少年自然の家 真室川町大字川の内字水上山3414-5

87 置賜総合支庁本庁舎 米沢市金池7-1-50

88 置賜文化ホール 米沢市丸の内1-2-1

89 工業技術センター置賜試験場 米沢市窪田町窪田2736-6

90 綱木川ダム管理所 米沢市大字簗沢字糸畔向6984-31

91 道の駅 田沢 米沢市大字入田沢573-19

92 山形県立米沢興譲館高等学校 米沢市大字笹野1101

93 山形県立米沢東高等学校 米沢市丸の内2-5-63

94 山形県立米沢工業高等学校 米沢市大字川井300

95 山形県立米沢商業高等学校 米沢市本町3-1-12

96 山形県立米沢養護学校 米沢市太田町4-1-102
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97 米沢警察署 米沢市城北2-3-19

98 山形県立米沢栄養大学 米沢市通町6-15-1

99 置賜総合支庁西庁舎 長井市高野町2-3-1

100 やまなみ学園 長井市今泉1812

101 長井警察署 長井市小出3743-3

102 山形県立長井高等学校 長井市四ツ谷2-5-1

103 山形県立長井工業高等学校 長井市幸町9-17

104 南陽警察署 南陽市椚塚1618

105 山形県立南陽高等学校 南陽市宮内4600

106 山形県立高畠高等学校 高畠町大字一本柳2788

107 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

108 山形県立置賜農業高等学校 川西町大字上小松3723

109 小国警察署 小国町大字小国小坂町1-49

110 山形県立小国高等学校 小国町大字岩井沢621

111 山形県立荒砥高等学校 白鷹町荒砥甲367

112 源流の森センター 飯豊町大字須郷669-3

113 山形県飯豊少年自然の家 飯豊町大字添川字関山3535-33

114 庄内児童相談所・鶴岡乳児院 鶴岡市道形町49-6

115 農業総合研究センター水田農業試験場 鶴岡市藤島字山ノ前25

116 鶴岡警察署 鶴岡市道形町20-40

117 鶴岡電気水道事務所 鶴岡市行沢字上野166

118 山形県立鶴岡南高等学校 鶴岡市若葉町26-31

119 山形県立鶴岡北高等学校 鶴岡市若葉町16-5

120 山形県立鶴岡工業高等学校 鶴岡市家中新町8-1

121 山形県立鶴岡中央高等学校 鶴岡市大宝寺字日本国410

122 山形県立加茂水産高等学校 鶴岡市加茂字大崩595

123 山形県立庄内農業高等学校 鶴岡市藤島字古楯跡221

124 山形県立鶴岡南高等学校　　山添校 鶴岡市上山添字文栄38

125 山形県立鶴岡養護学校 鶴岡市大塚町5-44

126 山形県立鶴岡高等養護学校 鶴岡市稲生1-20-33

127 山形県金峰少年自然の家 鶴岡市高坂字杉ヶ沢54-1

128 山形県立こころの医療センター（来客用駐車場） 鶴岡市茅原字草見鶴51-1

129 総合療育訓練センター庄内支所 鶴岡市道形町49－21

130 庄内総合支庁農業技術普及課 鶴岡市藤島字山ノ前51

131 産業技術短期大学校庄内校 酒田市京田3－57－4

132 庄内職業能力開発センター 酒田市京田3－57－4

133 庄内総合支庁酒田農業技術普及課 酒田市若浜町1－40

134
庄内総合支庁農業技術普及課産地研究室
農業総合研修センター畜産試験場養豚支場

酒田市浜中字八窪１

135 庄内空港（第1駐車場） 酒田市浜中字村東

庄内空港緩衝緑地（ファミリーピクニックゾーン） 酒田市浜中字粮畑

庄内空港緩衝緑地（スポーツゾーン西側駐車場） 酒田市浜中字粮畑

137 庄内空港緩衝緑地（スポーツゾーン東側駐車場） 酒田市浜中字小林

138 眺海の森 酒田市字土渕甚治朗向20-1

139 北港緑地展望台 酒田市高砂231

140 東ふ頭船場町緑地 酒田市船場町2-280-1

日本海総合病院（ロータリー内駐車場） 酒田市あきほ町30

日本海総合病院（一般駐車場） 酒田市あきほ町30

日本海総合病院（第２駐車場） 酒田市あきほ町30

142 酒田警察署 酒田市上安町1-1-1

143 酒田水道事務所 酒田市中野俣字赤田沢6

144 山形県立酒田東高等学校 酒田市亀ヶ崎1-3-60

145 山形県立酒田西高等学校 酒田市東泉町5-9-5

146 山形県立酒田西高等学校 定時制 酒田市北新町1-1-57

147 山形県立酒田光陵高等学校 酒田市北千日堂前字松境7-3
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148 山形県立酒田特別支援学校 酒田市宮海字新林307

149 庄内総合支庁 三川町大字横山字袖東19-1

150 消防学校（防災学習館） 三川町大字横山字堤27-1

151 工業技術センター庄内試験場 三川町大字押切新田字桜木25

152 庄内警察署 庄内町余目字滑石8-1

153 山形県立庄内総合高等学校 庄内町廿六木字三ツ車８

154 鳥海学園 遊佐町大字藤崎字茂森14-178

155 山形県立遊佐高等学校 遊佐町遊佐字堅田21-1

156 山形県海浜自然の家（金峰少年自然の家分館） 遊佐町菅里字菅野299

以上156施設


