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地域 施設名 状況 管理者 備考

加茂水族館 営業中 鶴岡市

致道館 営業中 鶴岡市

大宝館 営業中 鶴岡市

藤沢周平記念館 営業中 鶴岡市

致道博物館 営業中 致道博物館

丙申堂 克念社

鶴岡カトリック教会 営業中 鶴岡カトリック教会

マリア幼稚園工事中につき、入場は側面駐車場のゲートか

ら。

工事区画とは壁で分けられており、一般観覧可

鶴岡市観光案内所 営業中 DEGAM

鶴岡観光プラザ 営業中 鶴岡市

南岳寺 営業中 南岳寺

荘内神社 営業中 荘内神社

善宝寺 営業中 善宝寺

つけもの処本長　漬物蔵見学 営業中 つけもの処本長

出羽の雪酒造資料館 営業中 渡曾本店 当面の間 土・日祝日は午前中のみ

庄内観光物産館 営業中 庄交コーポレーション

こまぎの湯 営業中 庄内おばこの里こまぎ 営業時間　6：00～21：00（最終入場20：30）

長寿温泉 営業中 長寿温泉

由良海洋つり堀 営業中 由良自治会

第一ホテル鶴岡一般入浴 休業 庄交コーポレーション 当面の間

湯野浜上区・下区公衆浴場 営業中 鶴岡市

湯野浜温泉足湯 営業中 湯野浜観光協会 6月中に工事予定あり

長沼温泉ぽっぽの湯 営業中 鶴岡市
当面の間　営業時間6：00～21：00

　　　　　食堂：11：00～14：00、17：00～20：00

東田川文化記念館 営業中 鶴岡市

鶴岡

藤島



羽黒 いでは文化記念館 営業中 鶴岡市
休館日：火曜日

営業時間　9：00-16：30

創造の森 営業中 鶴岡市

やまぶし温泉ゆぽか 営業中 鶴岡市

営業時間6：00～21：00

（6/8（月）から6：00～22：00）

食堂　11：00～14：00、17：00～20：00

出羽三山神社 営業中 出羽三山神社

出羽三山神社斎館 営業中 出羽三山神社
当面の間、昼食予約1日8組限定（団体の場合は30名程度）

宿泊業務は6月末まで自粛

出羽三山歴史博物館 休館 出羽三山神社 今年度中は休館

羽黒山レストハウス 営業中 庄交コーポレーション 営業時間　10：00～16：00

羽黒山有料道路料金所 営業中 庄内交通株式会社

二の坂茶屋 営業中 二の坂茶屋

玉川寺 営業中 玉川寺 当面の間、お抹茶・御朱印の休止

松ヶ岡開墾場 営業中 松ケ岡産業株式会社

羽黒山キャンプ場 営業中 休暇村庄内羽黒

月山ビジターセンター 営業中 環境省 イベントは６月末まで中止

月山神社(月山山頂） 冬季休業中 出羽三山神社
7/1～8/31開所予定　祈祷・供養等は読み上げのみ

開山祭等の祭事は神職のみで実施

月山中の宮(月山八合目） 冬季休業中 出羽三山神社
7/1～開所予定

宿泊・食事（軽食含む）対応はしない、ご祈祷等は実施

月山レストハウス(月山八合目） 休業 庄交コーポレーション 今年度休業

スタジオセディック庄内オープン

セット
営業中 スタジオセディック

黒川能の里王祇会館 営業中 公益財団法人　黒川能保存会

丸岡城跡史跡公園

（旧日向家住宅）
営業中 荘内加藤清正公忠廣公遺蹟顕彰会

横綱柏戸記念館 営業中 鶴岡市

くしびき温泉ゆーTown 営業中 くしびきふるさと振興公社

ほのかたらのきだい 休館 くしびきふるさと振興公社 当面の間（冬季利用がメインのため）

羽黒

櫛引



櫛引ＰＡふれあいセンター 営業中 （株）アイビー、NEXCO東日本

産直あぐり、食彩あぐり 営業中 （株）産直あぐり
産直あぐり：営業時間短縮　９時～１７時

食彩あぐり：営業時間短縮　９時～１７時

ふるさとむら宝谷 営業中 ふるさとむら宝谷管理運営組合

産直あさひグー 営業中 あさひ村直売施設管理運営組合

月山あさひ博物村

(梵字の蔵・梵字の茶屋・大梵字・文

化創造館)

営業中 ㈱月山あさひ振興公社

湯殿山スキー場 3/31営業終了 ㈱月山あさひ振興公社 指定管理施設3/31営業終了　R3.12月初旬～営業

湯殿山スキー場(ヒュッテ丸森) 3/31営業終了 ㈱月山あさひ振興公社 指定管理施設3/31営業終了　R3.12月初旬～営業

サンチュアパーク 営業中 ㈱月山あさひ振興公社

湯殿山直売所(ヒュッテ六十里) 営業中 湯殿山直売所

タキタロウ館 営業中 大鳥地区村づくり推進協議会

かたくり温泉ぼんぼ 営業中 当面の間　営業時間9：00～21：00(最終入館20：30）

多層民家 営業中 

注連寺 拝観中止 注連寺
外からの参拝のみ。

祈祷は予約のみ受付。

大日坊 営業中 大日坊
ガイドはマスク着用し、拝観者とは適切な距離を保って案内

している。

荒沢ダム 休館 山形県企業局 ダムカード配布、見学会3月下旬より中止、休館期間未定

月山ダム（展望台） 休館
国土交通省東北地方整備局月山ダ

ム管理所
６月末まで

米の粉の滝ドライブイン 営業中 (株)丸滝 定休日：毎週水曜日　営業時間：10～16時

朝日
湯殿山自動車道及び湯殿山本宮参拝

バス
営業中 庄内交通株式会社

温海 道の駅あつみ　しゃりん 営業中 道の駅あつみ　しゃりん 当面の間　営業時間　8：30～17：00

温海
あつみ温泉の足湯２カ所

あんべ湯、もっけ湯
営業中 

朝日

櫛引

櫛引



足湯カフェ　チットモッシェ（足湯

もっしぇ湯も）
営業中 ㈱YUKAI 当面の間　営業時間　10：00～17：00

関川しな織センター 営業中 関川しな織協同組合

共同浴場（３か所） 休業 鶴岡市・温海温泉自治会 当面の間　地元住民の方のみ利用可

海水浴場情報

湯野浜海水浴場 7/17(金）～8/16(日）

由良海水浴場 7/17(金）～8/16(日） 八乙女下のキャンプ場は休業

小波渡海水浴場 7/23(木）～8/16(日）

加茂レインボービーチ 今年度休業

三瀬海水浴場 今年度休業

マリンパーク鼠ケ関 今年度休業

三川町 なの花温泉「田田」 営業中 三川町観光協会 当面の間　営業時間6：00～21：00(最終入館20：15）

戸沢村 最上川舟下り 営業中 最上川峡芭蕉ライン観光 毎日運航（1日2便）

庄内町 庄内町ギャラリー温泉　町湯 営業中 庄内町ギャラリー温泉　町湯 当面の間　営業時間9：00～21：00

   市外近隣観光施設

開設

休業

温海


