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利用マニュアル 

～申請からお帰りになるまで～ 

（寒河江市さがえ心地体験住宅事業実施要綱の 

第１０条第１項に定める施設利用についての留意事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年５月２６日版  
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１．事業の概要  

 

①目的 

 本事業は、寒河江市内でのワーケーション希望者や、市への移住希望者が、さがえ心地体

験住宅（愛称：さがえベース）を利用し、一定期間市内で生活体験をすることにより、市

への移住を促進し、地域の活性化に資することを目的としています。 

 

②利用出来る方 

 市外在住で、市内でのワーケーションを希望する方又は市への移住を希望、検討している

方。ただし、寒河江市さがえ心地体験住宅事業実施要綱（以下「要綱」という。）第４条

第１号から第６号までの要件全てに該当する必要があります（要旨は下記のとおり）。 

・利用定員は５名までで、２０歳未満のみの利用でないこと。 

・既に市に在住している方との結婚や、転勤等の理由による転入予定が無いこと。 

・外国人を含む場合は、法令に基づき、日本国に永住権を有している者であること。 

・暴力団に関わりを持つ者でないこと。 

・市が情報発信を行う媒体への写真等の掲載、ソーシャルネットワーキングサービス等を

介した情報発信、市からの依頼に基づくアンケート調査、取材、撮影等に協力すること。 

 例：利用中の生活体験の様子について、簡単なコメントと写真で、１日１回程度、任意

の SNS への投稿、又は市へメールでの報告など 

 

③利用出来る期間と回数 

 ・1 回につき 3 泊 4 日から 30 泊 31 日まで利用可能。1 泊や 2 泊のみの利用は不可 

・同年度内の利用は合計 90 泊まで 

・2 回目以降は、前回終了日から 30 日以上間を空ける必要あり 

・ただし、利用開始日が 12 月 1 日から 2 月末日までの期間のみ、間を空けず連続して利

用可能。（12 月 15 日から翌年 3 月 15 日まで連続して利用など）申請はその都度必要 

・年度にかかわらず、通算 4 回まで利用可能 

 

④利用料 

利用料は無料。ただし、施設までの交通費や利用中の飲食費、消耗品（暖房用灯油含む）、

寝具、その他各自で用意する物の実費は、すべて利用者及び同行者自身の負担とします。 

また、連続して 10 泊 11 日以上利用する場合、利用開始日から利用終了日までの電気使

用料とガス使用料は利用者自身が契約し、負担するものとします。 
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⑤利用の申請 

 1.事前に電話か電子メールで予約の空き状況を確認し、仮予約を行なってください。 

2.仮予約の際、お名前、ご住所、電話番号、利用を希望する期間と人数をお伝えください。 

3.仮予約した日から 14 日以内、又は利用開始日の 14 日前までのどちらか早い日までに

必着で、申請書と添付資料を提出してください。（電子メールの場合、申請書と計画書

は WORD 又は PDF データに限る）申請書の様式は市ホームページでダウンロード可

能です。 

※指定の期間内に申請書が提出されなかった場合、仮予約はキャンセルとなります。 

※仮予約又は申請書提出後、特段の事情等により利用期間の変更又はキャンセルが必要

となった場合、下記のお問合せ・申請先までご連絡ください。 

 

⑥お問合せ・申請先 

 〒991-8601 山形県寒河江市中央 1 丁目 9-45 寒河江市役所 企画創成課 政策調整係 

 電話：0237-85-1413 電子メール：seisaku@city.sagae.yamagata.jp 

 

★利用期間の変更又はキャンセルについて 

仮予約又は申請書提出後の大幅な利用期間の変更やキャンセルがあった場合、その理由

や時期によっては、今後の利用をお断りすることがあります。予めご了承ください。 

  

mailto:seisaku@city.sagae.yamagata.jp
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２．施設の概要  

 

所在地：山形県寒河江市元町３丁目 3-19 

築年等：平成５年（木造２階建て） 

間 取：２LDK（１階にリビングダイニング１室、２階に襖仕切りの和室２室） 

設 備：インターネット光回線（無線 LAN）、冷暖房、ガスコンロ、バス・トイレ別、 

その他家具家電、車庫（大きさ制限あり※下記写真参照） 

近 隣：地域の基幹駅である JR 寒河江駅まで徒歩８分、市循環バス停留所まで徒歩１分 

    街区公園（八幡原第２公園）まで徒歩３０秒、最寄コンビニ（２店）まで徒歩８分 

    徒歩５分圏内にスーパー、肉屋、魚屋、カフェ、やきとり屋などの飲食店あり    

その他：施設及び敷地内は禁煙です 

 

  

     家屋写真               道路側に車庫 ※大きさ制限下記 

 

 

近隣簡易マップ（JR 寒河江駅からの案内図） 

  

 奥側（車長 5.0×幅 1.8×高さ 1.9m程度） 

手前側（車長 4.4×幅 1.8×高さ 1.7m程度） 
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間取りと室内の様子 

 

  １階（間仕切は取り外され１部屋に繋がっています）          ２階 
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さがえベース 備品一覧 

種別 品名 備考 

家電 液晶テレビ  

冷凍冷蔵庫  

炊飯器（5.5 合炊き）  

電子レンジ（オーブン機能付き）  

ガスコンロ（グリル付き）  

全自動洗濯機  

掃除機  

エアコン（壁付） １階１台・２階１台 

石油ファンヒーター  

扇風機  

プリンター  

家具 テレビボード  

ダイニングテーブルセット 椅子４脚含 

ローテーブル ２階 

食器棚  

PC デスク、オフィスチェア、チェアマット  

パイプハンガー  

台所関係 包丁、まな板、まな板スタンド  

茶碗、お椀、丼、大皿 各 5（オーブン不可） 

小皿、マグカップ 各 5（オーブン可） 

両手鍋、フライパン、やかん 各１ 

ボウル、ザル 各１ 

菜箸、おたま、フライパン返し、キッチンはさみ 各１ 

台拭、食器用ふきん、スポンジ、水切籠、台所マット 各１ 

洗濯関係 物干竿 ２階２本 

ピンチハンガー ２階１台 

ハンガー １０本 

風呂関係 

  

風呂イス  

風呂掃除用スポンジ  

バスマット  

トイレ関係 トイレ掃除用ブラシ  

トイレサンダル  

その他 ほうき、ちりとり、バケツ、雑巾、除雪用具  

カーテン  

消火器、懐中電灯  

自転車、自転車用空気入れ ママチャリ１台、鍵付 

灯油用ポリタンク（18L 赤×2）、灯油ポンプ（電動） 玄関内 

除雪用品（金属スコップ、プラスコップ、スノーダンプ）  

※上記以外で必要な物品・消耗品等は、各自でご用意ください。 

※衛生面等には気を付けておりますが、気になる方は、各自でご対応ください。  
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寝具について 

本施設には、寝具を備え付けておりません。 

ご持参いただくか、レンタル可能な事業者に連絡のうえ、ご自身で予約・受け取り・支払い・

返却などの手配をお願いいたします。 

市内で寝具レンタル可能な事業者は別途ご案内いたします。 

 

ガス及び電気料金について（連続して 10泊 11日以上利用する場合） 

連続して 10 泊 11 日以上利用する場合、利用開始日から利用終了日までの電気使用料とガ

ス使用料は利用者自身が契約し、負担するものとします。契約の流れ等については利用の決

定及び利用開始時に説明いたします。 

また、利用開始日にガス事業者の立ち合い説明（30 分程度）が必要となりますので、予め

ご了承ください。 

 

暖房用灯油について（１０月頃から４月頃まで） 

備品の石油ファンヒーターは、玄関内に設置の灯油用ポリタンクから給油してください。 

利用開始時に満量としておりますので、利用終了時に満量にしてご退去ください。 

市内で灯油を購入可能な事業者は別途ご紹介いたします。 

 

除雪について（１２月頃から３月頃まで） 

除雪用具を備え付けておりますので、敷地内及び付近の除雪はご自身で行ってください。 

除雪車が通った後は、車庫出入口に雪が固まる場合がありますので、適宜ご対応ください。 

屋根に雪が溜まった場合、慣れない方が雪下ろしをすると大変危険ですので、問合せ先（本

マニュアル３ページに記載）までご連絡ください。 

 

プリンターについて 

プリンターを備え付けておりますが、用紙についてはご自分でご用意ください。 

インクが空になった場合、１回の利用のうちインク１色につき１度のみ補充します。 

ただし、在庫の状況等ですぐの対応が難しい場合もございます。 

お急ぎの際、又は上記回数を超える場合、ご自身でインクを手配し補充してください。 

また、インクは下記を参考に必ず純正のものを使用してください。 

・プリンター品番：キヤノン G3360 

・純正インク品番：インクボトル GI-31 PGBK(ブラック) 

         インクボトル GI-31 C(シアン) 

         インクボトル GI-31 M(マゼンタ) 

         インクボトル GI-31 Y(イエロー)  
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３．利用の流れ  

 

①仮予約と申請書の提出 

 ・利用開始日の６カ月前から１４日前までの間に仮予約及び申請書の提出ができます。 

・仮予約は、問合せ先（本紙３ページに記載）への電話か電子メールで行ってください。 

・仮予約後、仮予約した日から１４日以内、又は利用開始希望日の１４日前までのどちら

か早い日までに必着で、郵送又は電子メールで申請書を提出してください。 

・市による審査後、利用の決定に関する通知をお送りします。 

※指定の期間内に申請書が提出されなかった場合、仮予約はキャンセルとなります。 

※利用開始及び終了日、到着及び出発の日時は、平日（１２月２９日から１月３日を除く。）

の午前９時から午後４時の間に限りますのでご注意ください。 

 

②利用の開始 

・申請書に記載の到着予定日時に、寒河江市役所４階の企画創成課までお越しください。

受付後、利用にあたっての説明等（３０分程度）を行います。予めご承知おきください。 

・近隣の方へ利用期間等をお知らせする場合がありますので、予めご了承ください。 

・アンケート用紙（利用開始時及び利用終了時の２種類）をお渡ししますので、利用期間

中にご記入ください。 

 

③利用期間中 

 ・要綱第４条第６項に基づき、利用中の生活体験の様子について、簡単なコメントと写真

で、１日１回程度、任意の SNS への投稿、又は市へメールでの報告をお願いします。 

・要綱第９条から第１６条まで記載の事項及び本マニュアルを遵守しご利用ください。 

 ・利用中はご自身で清掃、除雪等を行ってください。 

 ・申請した内容に変更が生じる場合や、長期不在となる場合はご連絡ください。 

 ・寝具のレンタル料金など、利用期間中に支払いの生じたものについては、利用終了日ま

でにご自身で支払い手続き等を完了してください。 

 ・市役所の業務時間外（土日祝等の休庁日や夜間）に、緊急連絡が必要となった場合、施

設内に掲示の連絡先までご連絡ください（市役所開庁日の業務時間は 8：30～17：15）。 

 

④利用の終了 

 ・申請書に記載の出発予定日時に合わせ、市担当者が立会いのもと、施設や備品などの確

認を行います（３０分程度）。予めご承知おきのうえ、ご予定を調整ください。 

 ・退去までに、玄関内に設置の灯油用ポリタンクを満量にしてください。（冬期のみ） 

 ・退去前に施設内を清掃してください。不十分な場合、対応をお願いする場合があります。 

 ・バスマット、食器用ふきん、台拭き、雑巾は洗って干しておいてください。 

 ・確認が終わりましたら、アンケートの提出をお願いします。 

 ・忘れ物等の無いようお気を付けください。 

 

⑤その他 

 ・利用中のゴミの取り扱いについては、利用開始時にご説明いたします。 
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４．利用にあたっての注意事項  

 

①遵守事項（守らなければならないこと） 

 ・このマニュアルと要綱を遵守し、管理者（市）の指示に従うこと。 

・火気の取扱い及び寒冷期の給排水の凍結に注意すること。 

・その他市長の指示に従うこと。 

 

②制限される事項（してはいけないこと） 

・物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為 

・興行、展示会その他これに類する催しの開催 

・文書、図書その他の印刷物の掲示又は配布 

・特定の政党の利害に関する事業、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持する行為 

・特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援する行為 

・近隣住民に迷惑を及ぼす行為 

・施設の全部若しくは一部の転貸又はその利用の権利の譲渡 

・危険物及び危険のおそれがある物の持ち込み 

・薬物、違法薬物又は危険ドラッグ等の製造、栽培、販売、保管及び陳列 

・公の秩序又は善良な風俗を乱す行為 

・暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となる行為 

・施設及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがある行為 

・施設の管理上支障がある行為 

・その他本事業の目的に反する行為 

 

③施設等について 

 ・施設及び敷地内は禁煙です。 

 ・バリアフリーに対応した住宅ではありませんので、予めご了承ください。 

 ・本施設は、空き家を事業に利活用しているものであり、ホテルや旅館のように、サービ

スやメンテナンス等の行き届いているものではございませんので、ご了承のうえご利用

ください。 

 

④連絡先 

 〒991-8601 山形県寒河江市中央 1 丁目 9-45 寒河江市役所 企画創成課 政策調整係 

 電話：0237-85-1413 メール：seisaku@city.sagae.yamagata.jp 

 ※市役所の業務時間外（土日祝などの休庁日や夜間）に、緊急で連絡が必要となった場合、

施設内に掲示してある連絡先までご連絡ください。（市役所開庁日の業務時間は 8：30

～17：15）。 

  

mailto:seisaku@city.sagae.yamagata.jp
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⑤その他 

 ・申請書及び添付書類の内容は、管理運営のため必要な範囲内で、住居の所有者又は近隣

住民等に共有する場合があります。 

・仮予約又は申請書提出後の大幅な利用期間の変更やキャンセルがあった場合、その理由

や時期によっては、今後の利用をお断りすることがあります。予めご了承ください。 

 


