
ＡＥＤ設置施設登録一覧（R4.3月）

笠間市 笠間市笠間2345 茨城県陶芸美術館 0296-70-0011 １Ｆ　ロビー

笠間市 笠間市赤坂8 イオン（株）ジャスコ笠間店 0296-70-1700
１Ｆ　サービスカウンター横通路，１Ｆ
防災センター（0296-70-1707)

笠間市 笠間市石井2068-1 笠間市立笠間公民館 0296-72-2100 １Ｆ　ロビー

笠間市 笠間市中央3-3-6 笠間市立友部公民館 0296-77-7533 １Ｆ　ロビー事務所前 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市下郷5140 笠間市立岩間公民館 0299-45-2080 大議室入口

笠間市 笠間市箱田867-1 笠間市総合公園 0296-72-9330 正面玄関付近 1 常時 常時 開庁時

笠間市 笠間市押辺2259-1 笠間市岩間Ｂ＆Ｇ海洋センター 0299-45-7085 正面玄関付近入口 1 常時 常時 開庁時

笠間市 笠間市笠間2702 笠間市笠間中学校 0296-72-0120 職員室前 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市北吉原15 笠間市立みなみ学園義務教育学校　南中校舎 0296-72-1385 １Ｆ　昇降口 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市稲田2145-3 笠間市立稲田中学校 0296-74-2004 職員室前 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市中央4-1-1 笠間市立友部中学校 0296-77-0073 職員室前 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市旭町510-1 笠間市立友部第二中学校 0296-77-7809 職員室前 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市下郷4997-1 笠間市立岩間中学校 0299-45-2624 職員室前 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市橋爪586-4 笠間市　いこいの家　はなさか 0296-77-5110 １Ｆ　玄関ロビー 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市泉159 笠間市老人福祉センターいわま 0299-45-6520 休憩室入口

笠間市 笠間市石井1412 笠間市社会福祉協議会　笠間支所 0296-73-0084 １Ｆ　ロビー

笠間市 笠間市柏井812-2 キヤノンモールド株式会社 0296-77-8171 １Ｆ　ロビー

笠間市 笠間市鯉渕6222 メモリアルホール浄土会館 0296-77-0909 １階　ロビー

笠間市 笠間市旭町304-3 ㈱友部自動車学校 0296-77-8150 １階　職員事務所

笠間市 笠間市福原301 かさまフォレストゴルフクラブ 0296-74-4561 クラブハウス　１階　フロント

笠間市 笠間市池野辺2340-1 スターツ笠間ゴルフ倶楽部（株式会社東洋グリーン開発） 0296-72-8126 １階　ロビー
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笠間市 笠間市箱田2564 笠間市消防本部　笠間消防署 0296-73-0119 受付付近 1 常時 常時 常時

笠間市 笠間市市野谷1542-18 笠間市消防本部　岩間消防署 0299-45-0119 受付付近 1 常時 常時 常時

笠間市 笠間市中央3-3-1 笠間市消防本部　友部消防署 0296-78-0119 受付付近 1 常時 常時 常時

笠間市 笠間市安居2600-36 キヤノン化成株式会社　岩間事業所 0299-45-8111 正門警備室

笠間市 笠間市日沢15 笠間カントリークラブ 0296-72-1211 １階　マスター室

笠間市 笠間市笠間2689-1 笠間市立笠間小学校 0296-72-0076 職員室前 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市大橋1713-1 旧東小学校 0296-77-1101 体育館正面玄関付近

笠間市 笠間市箱田1115 旧箱田小学校 0296-77-1101 体育館正面玄関付近

笠間市 笠間市南吉原1188 笠間市立みなみ学園義務教育学校　南小校舎 0296-72-1383 職員室後ろ側入り口 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市稲田2151-2 笠間市立稲田小学校 0296-74-2301 B棟　１階　保健室前廊下 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市平町22 笠間市立宍戸小学校 0296-77-0209 校舎１階廊下（職員室前） 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市美原3-3-1 笠間市立友部小学校 0296-77-0009 １階　職員室前廊下 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市湯崎1085-1 笠間市立北川根小学校 0296-77-1364 １階　職員室前廊下 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市小原3522-1 笠間市立大原小学校 0296-77-0434 １階　西側会議室前廊下 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市平長1718-93 笠間市立友部第二小学校 0296-77-7946 １階　保健室 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市下郷4140-1 笠間市立岩間第一小学校 0299-45-2042 1階　正面玄関 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市押辺529-1 笠間市立岩間第二小学校 0299-45-2169 1階廊下玄関付近 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市市野谷1542-19 笠間市立岩間第三小学校 0299-45-6168 １階　玄関 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市稲田2151-1 笠間市立いなだこども園 0296-72-2958 玄関 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市石井甲32-1 社会福祉法人　尚生会　軽費老人ホーム　ケアハウスかさま 0296-70-1100 １階　事務室入口

笠間市 笠間市福田3199 社会福祉法人　尚生会　特別養護老人ホーム　かさまグリーンハウス 0296-72-8134 １階　玄関

笠間市 笠間市上市原1100 扶桑カントリー倶楽部 0296-77-7411 フロントカウンター
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笠間市 笠間市南小泉1340 宍戸ヒルズカントリークラブ 0296-77-2141 １階　フロント

笠間市 笠間市中央3-2-1 笠間市役所本所 0296-77-1101 １階　ロビー 1 常時 常時 常時

笠間市 笠間市来栖73-1 笠間市立くるす保育所 0296-72-0563 玄関 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市平町1759-1 笠間市立ともべ保育所 0296-77-6105 事務室 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市石井2023-1 笠間市立笠間図書館 0296-72-5046 １階サービスデスク 1 常時 常時 開庁時

笠間市 笠間市笠間1532 笠間市役所笠間支所 0296-72-1111 １Ｆロビー 1 常時 常時 開庁時

笠間市 笠間市下郷5140 笠間市役所岩間支所 0299-37-6611 正面玄関付近 1 常時 常時 開庁時

笠間市 笠間市笠間2388-1 笠間工芸の丘 0296-70-1313 センタープラザ1階 多目的トイレ付近 1 常時 常時 開庁時

笠間市 笠間市平町1416 北山公園 0296-78-3911 管理事務所トイレ付近 1 常時 常時 開庁時

笠間市 笠間市上郷2775-７ エトワ笠間 0299-56-7075 管理棟 1 常時 常時 開庁時

笠間市 笠間市鯉渕6271-75 髪の専門店　ＣＯＣＯ　オオヒラ 0296-78-1155 １階　受付カウンター

笠間市 笠間市笠間1542 かさま歯科 0296-72-7737 １階　診療室受付

笠間市 笠間市飯合146 JA茨城中央　笠間支店 0296-74-4700 笠間支店ロビー

笠間市 笠間市八雲1-3-5 JA茨城中央 友部支店 0296-77-8111 ロビー

笠間市 笠間市下郷4446 JA茨城中央 岩間支店 0299-45-2627 ロビー

笠間市 笠間市湯崎1231 JA茨城中央 営農推進センター 0296-77-5101 事務所内

笠間市 笠間市押辺2709-108 JA茨城中央 岩間給油所 0299-45-7070 サービスルーム

笠間市 笠間市平町1248 JA茨城中央 みどりの風直売所 0296-78-3235 店舗内

笠間市 笠間市笠間4376 JA茨城中央 めばえ直売所 0296-72-9901 店舗内

笠間市 笠間市押辺2709 JA茨城中央 土からのたより直売所 0299-45-8989 店舗内

笠間市 笠間市平町1112-1 JA茨城中央 セレモニーホール諏訪 0296-78-0983 ロビー

笠間市 笠間市石井2068-1 笠間市民体育館 0296-72-2101 正面玄関付近 1 常時 常時 開庁時
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笠間市 笠間市南友部1966‐1 笠間市立病院 0296-77-0034 １階待合室，２階ナースセンター 2 常時 常時 開庁時

笠間市 笠間市鯉淵6558-1 県立友部特別支援学校 0296-77-0001 管理棟（保健室），寄宿舎（舎監室）

笠間市 笠間市土師1283-5 特別養護老人ホーム　すずらんの里 0299-45-0555 本館事務所内

笠間市 笠間市笠間1668 県立笠間高等学校 0296-72-1171 ４階建校舎玄関奥，体育館玄関左

笠間市 笠間市大田町352-15 県立友部高等学校 0296-77-7676
普通教室棟１階西側階段付近，体育
館玄関

笠間市 笠間市鯉淵6528 県立中央看護専門学校 0296-77-0533 １階玄関ロビー

笠間市 笠間市長兎路仁古田入会地1-171 ゆかいふれあいセンター 0296-78-3796 受付（非常用ロッカー） 1 常時 常時 開庁時

笠間市 笠間市本戸4258 笠間クラインガルテン 0296-70-3011 農産物直売所　事務所

笠間市 笠間市笠間4669 笠間広域斎場やすらぎの森 0296-72-7011 火葬棟エントランスホール

笠間市 笠間市下郷5139-1 笠間市岩間保健センター 0299-45-7888 ロビー

笠間市 笠間市美原3-2-11 笠間市友部保健センター 0296-77-9145 予防接種室入口

笠間市 笠間市笠間4364-2 笠間市社会福祉協議会介護事業所 0296-73-5650 事務所 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市南友部1966-140 笠間市児童館 0296-77-8340 事務室 1 常時 常時 開庁時

笠間市 笠間市石井2068-1 笠間市笠間武道館 0296-72-2101 正面玄関付近 1 常時 常時 開庁時

笠間市 笠間市笠間2346-3 笠間陶芸大学校 0296-72-0316 1階展示ホール 1

笠間市 笠間市寺崎79-1 笠間警察署 0296-73-0110 1階ロビー

笠間市 笠間市押辺2709-561 社会福祉法人　八龍　おしのべ保育園 0299-45-2696 ホール

笠間市 笠間市押辺字新橋2109-11 サンエツ工業株式会社 0299-45-7496 2階階段上廊下

笠間市 笠間市旭町345-1 学校法人旭学園　認定こども園　すみれ幼稚園　保育園 0296-77-5098 1階職員室

笠間市 笠間市吉岡156-26 岩間第一幼稚園 0299-45-3293 職員室

笠間市 笠間市箱田6-4 学校法人川野輪学園　こじか幼稚園 0296-72-6636
1階　玄関そば職員室の出入り口付
近

笠間市 笠間市平町1811-4 さくら幼稚園 0296-77-8182 職員室内
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笠間市 茨城県笠間市平町1717-89 大沢保育園 0296-77-1068 医務室

笠間市 笠間市石井717 旧笠間支所（笠間市社会福祉協議会笠間支所） 0296-73-0084 １階通路 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市鯉淵6528-2 リハビリテーションセンター 0296-77-0626 当直室，中寮当直室

笠間市 笠間市鯉淵6528 県立中央病院 0296-77-1121
総合受付ホール，各センター，ナース
ステーション他

笠間市 笠間市旭町654 県立こころの医療センター 0296-77-1151 １階ロビー，１－１病棟，２－２病棟

笠間市 笠間市平町1410 教育研修センター 0296-78-2121 管理研修棟１階，企画管理課前廊下

笠間市 笠間市鯉淵6528-1 友部東特別支援学校 0296-77-0647 管理棟保健室，高等部棟保健室

笠間市 笠間市金井83-1 かさまこども園 0296-71-5858 職員室，ホール 2 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市下郷4134-2 岩間保育園 0299-45-2019 １階事務室玄関

笠間市 笠間市安居3165-1 茨城県農業総合センター 0299-45-8320
本館１階　管理課，園芸研究所１階
研究調整監室，調査棟病中調査室

笠間市 笠間市箱田867‐1 笠間市総合公園(市民球場) 0296‐72‐9330 本部席 1 常時 常時 開庁時

笠間市 笠間市笠間９８７ かさま歴史交流館井筒屋 0296‐71‐8118 １階　観光インフォメーション 1 常時 常時 開庁時

笠間市 笠間市平町２０84 笠間市立友部図書館 0296‐78‐1200 サービスデスク 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市友部1966‐１ 笠間市地域医療センターかさま 0296‐77‐9145 会議室前 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市美原3－2－11 笠間市地域福祉センターともべＡ館 0296‐77‐0730 1階事務所内 1 常時 常時 開庁時

笠間市 笠間市美原3－2－11 笠間市地域福祉センターともべＢ館 0296‐71‐7166 予防接種室入口 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市下郷5139‐1 笠間市地域福祉センターいわま 0299‐45‐7889 ロビー 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市矢野下７５０ 浄化センターともべ 0296‐78‐0851 正面玄関付近 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市福田2990‐１ 福ちゃんの森公園 0296‐74‐7455 事務所内 1 常時 平日 開庁時

笠間市 笠間市友部駅前１－１０ 笠間市地域交流センターともべ 0296‐71‐6637 事務室前 1 常時 常時 開庁時

笠間市 笠間市下郷4438‐7 笠間市地域交流センターいわま 0299‐57‐3357 事務室前 1 常時 常時 開庁時
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笠間市 笠間市下市毛591-1 笠間市立みなみ公民館 0296-72-2100 １階玄関ホール 1 常時 常時 開庁時

笠間市 笠間市笠間1593-1 株式会社Ｆｅｅｌｄ 0296-72-1102 自立訓練（生活訓練）リライブ訓練室 1

笠間市 笠間市美原3-4-16 友部接骨院附属リハビリデイ美原 0296-71-7810 機能訓練室 1
月～金、

土
8:00～17:30、8:00～13:00

笠間市 笠間市鯉渕6338-4 友部接骨院附属リハビリデイ 0296-77-1110 機能訓練室 1
月～金、

土
8:00～17:30、8:00～12:30

笠間市 笠間市美原1-5-33 サービス付き高齢者向け住宅スマイル 029-259-0259 事務所1F 1
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