
ＡＥＤ設置場所一覧　　（町別、郵便番号順、番地順） 令和2年8月1日現在
■吉田町

　施設の名称 所在地 電話番号
安芸高田市歴史民俗博物館 吉田278-1 42-0070

安芸高田市多文化共生センター「きらり」 吉田406 050-5847-9666

沢崎外科 吉田695-1 42-3431

吉田高校 吉田719-3 42-0031

安芸高田市役所本庁舎 吉田791 42-2111

クリスタルアージョ 吉田791 42-2411

第2イルカクラブ 吉田866 42-1060

吉田小学校 吉田866 42-0368

上野歯科医院 吉田1218 42-0252

安芸高田市社会福祉協議会訪問介護吉田事業所 吉田1324-1 42-2929

吉田老人福祉センター 吉田1324-1 47-1311

みつや保育所 吉田1786 42-1328

イルカクラブ 吉田1970 42-5008

吉田幼稚園 吉田1997 42-2788

吉田保育所 吉田1998 42-0662

吉田総合病院 吉田3666 42-0636

スターライト工業 竹原708 43-0721

清風会ほのか 竹原920 43-0611

清風会ワークセンター 竹原967 43-0611

清風会吉田工場 竹原967 43-0611

清風会　そらはる保育園 竹原1747 090-9137-2053

清風会吉田清風荘 竹原1759-1 43-1026

清風会さくら 竹原1891-1 47-2610

吉田中学校 常友1018-1 42-0400

ふれあいセンターいきいきの里 常友1254-15 42-3359(お太助フォン)

山崎歯科医院 常友1267-2 42-3527

吉田人権福祉センター 常友1284-1 42-2826

安芸高田市保健センター 常友1564-2 42-2941

佐々木クリニック 山手585 43-1111

可愛保育園 山手647 43-1776

道の駅三矢の里あきたかた 山手1059-1 47-2533

愛郷小学校 山手1165-3 43-0005

愛郷児童クラブ 山手1165-3 43-0034

可愛振興センター 山手1392-2 88-1651(お太助フォン)

入江保育園 上入江1986-2 43-1011

郷野地区コミュニティ集会所 桂279-3 88-0358(お太助フォン)

吉田運動公園 相合555 42-1010

吉田サッカー公園 西浦187-1 42-1600

吉田屋内温水プール 西浦340-1 47-1210

吉田生活改善センター 多治比613-1 88-2335(お太助フォン)

丹比西コミュニティ集会所 多治比1691-2 88-0203(お太助フォン)

適応指導教室 多治比1706-5 42-0364

安芸高田市葬斎場　あじさい聖苑 多治比2914-2 47-1215
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■八千代町
　施設の名称 所在地 電話番号

八千代町サイクリングターミナル 土師1194-1 52-2841

八千代病院 勝田448 52-3838

日韓友好親善刈田地域まちづくりセンター 勝田1337 52-2247

児玉病院 勝田1378-1 52-2511

刈田児童クラブ 勝田1647 52-3323

刈田保育園 勝田1670 52-2099

八千代の丘美術館 勝田10494-7 52-3050

八千代カントリー 佐々井979 52-2121

八千代人権福祉センター 佐々井1329 52-7500

八千代Ｂ＆Ｇ海洋センター 佐々井1329 52-2320

八千代文化施設フォルテ（1階） 佐々井1391-1 52-2111

八千代文化施設フォルテ（2階） 佐々井1391-1 52-2323

八千代中学校 佐々井11438-1 52-2007

下根集会所 下根614-1 52-3524

八千代基幹集落センター 下根2570-4 52-2246

上根集会所 上根1225-2 52-3144

八千代南保育園 上根1372 52-3048

根野児童クラブ 上根1375 52-2874

八千代小学校 上根10033-1 52-3002

■美土里町
　施設の名称 所在地 電話番号

横田地域活動拠点施設 横田1936-1 88-6850(お太助フォン)

グループホームたんぽぽ 横田2014-1 54-0512

ふれあいの家たんぽぽ 横田2320-1 54-0368

美土里中学校 本郷1214-5 54-0142

Ａコープみどり店 本郷1612-1 54-0032

みどりの森保育所 本郷1714-2 54-0880

美土里支所 本郷1775 54-0311

本郷地域活動拠点施設 本郷2830-1 88-1161(お太助フォン)

美土里Ｂ＆Ｇ海洋センター 本郷4518-3 54-0963

美土里小学校 本郷4535-2 54-0047

めだか児童クラブ・第2めだか児童クラブ 本郷4535-2 54-1030

神楽門前湯治村 本郷4627 54-0888

北地域活動拠点施設 北4411 88-2580(お太助フォン)

生桑地域活動拠点施設 生田2007 88-3177(お太助フォン)

美土里体育センター 生田2968 55-0024
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■高宮町
　施設の名称 所在地 電話番号

高宮川根生活改善センター・川根地域振興センター 川根294-1 88-2568(お太助フォン)

川根小学校 川根1920 58-0005

エコミュージアム川根 川根1973 58-0001

かわね保育園 川根2749-1 58-0259

高宮中学校 佐々部38-2 57-0050

高宮Ｂ＆Ｇ海洋センター 佐々部38-7 57-1616

ふなさ保育園 佐々部531 57-0007

高宮小学校 佐々部915-1 57-0056

高宮田園パラッツォ 佐々部957 57-1803

Ａコープ高宮店 佐々部974-4 57-0669

上佐コミュニティセンター 佐々部976-1 88-7058(お太助フォン)

高宮支所 佐々部983-2 57-0311

たかみや人権福祉センター 佐々部983-13 57-1330

ふなさ児童クラブ 佐々部983-13 57-1080

下佐コミュニティセンター 佐々部1522-2 57-0095(お太助フォン)

船木ゆめ広場 船木2334 57-2016(お太助フォン)

房後ふれあいセンター 房後257 88-1655(お太助フォン)

リージャスクレストゴルフクラブグランド・ロイヤル 房後816 57-1881

特別養護老人ホーム高美園 原田380-1 57-1586

たかみや湯の森 原田1787-1 59-0059

来原コミュニティセンター 原田2267-1 88-2072(お太助フォン)

くるはら児童クラブ 原田2267-1 57-0305

くるはら保育園 原田3380-4 57-1633

来女木公民館 来女木1796 88-2666(お太助フォン)

羽佐竹コミュニティホーム 羽佐竹646-1 88-3600(お太助フォン)

■甲田町
　施設の名称 所在地 電話番号

甲立駅インフォメーションセンター（甲迎館） 高田原1002-2

甲田中学校 高田原1250 45-2003

増田内科小児科 高田原1355 45-2031

徳永医院 高田原1419-1 45-2032

森田歯科医院 高田原1438 45-2113

甲田文化センターミューズ 高田原1446-3 45-4311

甲田人権福祉センター 高田原1458 45-4922

ふれあいセンターこうだ 高田原1490-1 45-2941

安芸高田市社会福祉協議会訪問介護甲田事業所 高田原1490-1 45-2941

甲田支所 高田原2500 45-4111

甲田いづみこども園 高田原2500-3 45-7270

就労センターあっぷ 下小原222-2 45-7171

特別養護老人ホーム　甲田 下小原3363 45-7777

小原中央集会所 下小原3472-7 88-7885(お太助フォン)

甲田児童クラブ 上甲立387-2 45-5112

甲田小学校 上甲立433 45-2050

深瀬コミュニティ会館 深瀬602-2 88-1510(お太助フォン)

3/4



■向原町
　施設の名称 所在地 電話番号

向原高校 坂6-1 46-2322

黒岩歯科医院 坂9-1 46-2123

向原小学校 坂60-1 46-2035

向原・第2向原児童クラブ 坂60-1 46-3611

Ａコープ向原店 坂123 46-3314

ふれあいプラザ向原 坂152-13 46-7180

向原支所 坂185-1 46-3111

向原中学校 坂236-1 46-2049

特別養護老人ホームかがやき 坂287-1 46-7500

向原生涯学習センターみらい 坂333 46-3121

向原こばと園 坂350 46-7022

向原坂地区生活改善センター 坂1984-7 46-2961

寺山地区多目的集会所 坂4442-2 46-2962

ふれあいプラザ坂 坂6139-3 46-2946

向原戸島地区生活改善センター 戸島1016-1 46-2937

中村医院 戸島2846-5 46-5588

ふれあいプラザ戸島 戸島3867 46-2053

ふれあいプラザ長田 長田386-1 46-4093

中長田集会所 長田1168 46-4190

共同ホームひとは・ひとは作業所 長田1841-1 46-2960

上長田地区多目的集会所 長田4733-2 46-2974

有留地区多目的集会所 有留1761 46-2976

向原保垣地区生活改善センター 保垣942-3 46-2969

ふれあいプラザ有保 保垣2386-1 46-4599
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