
【須賀川市AED設置場所一覧】 (平成３１年１月現在)

№ 施設名 設置場所 住　　　所 備　　　考

1 須賀川市役所 1階ロビー 須賀川市八幡町135

2 長沼保健センター複合施設 1階ホール 須賀川市長沼字金町85

3
岩瀬市民サービスセンター
(岩瀬農村環境改善センター)

2階ホール 須賀川市柱田字中地前22
サービスセンター庁舎改築工事のため、岩
瀬農村環境改善センター（岩瀬公民館）に
仮配置中

4 須賀川市民交流センター 1階事務室 須賀川市中町4-1

5 須賀川市民交流センター 2階中央エレベータ横 須賀川市中町4-1

6 須賀川市民交流センター 3階東エレベータ横 須賀川市中町4-1

7 須賀川市民交流センター 4階東エレベータ横 須賀川市中町4-1

8 須賀川市東公民館 1階ホール 須賀川市和田字柏崎44

9 須賀川市西袋公民館 1階ホール 須賀川市西の内町125

10 須賀川市稲田公民館 1階ホール 須賀川市岩渕字笊池72

11 須賀川市小塩江公民館 1階ホール 須賀川市塩田字中丸木85

12 須賀川市仁井田公民館 1階ホール 須賀川市仁井田字猿池11

13 須賀川市大東公民館 1階ホール 須賀川市小作田字湯名塚8‐1

14 須賀川市岩瀬公民館 1階ホール 須賀川市柱田字中地前22

15 須賀川市長沼公民館 1階玄関ホール 須賀川市長沼字鹿ノ内入2-4

16 須賀川市長沼図書館 1階ホール 須賀川市長沼字金町85

17 須賀川市岩瀬図書館 1階ホール 須賀川市柱田字中地前22

18 須賀川市市民の森 1階ホール 須賀川市塩田字音森20

19 須賀川市いわせ保健センター ホール 須賀川市畑田字諏訪入56

20 須賀川アリーナ 1階ホール 須賀川市牛袋町5

21 須賀川市中央体育館 入口ホール 須賀川市並木町139-1

22 須賀川市牡丹台体育館 入口ホール 須賀川市牡丹園19

23 須賀川市牡丹台野球場 入口ホール 須賀川市牡丹園19

24 須賀川市牡丹台庭球場 入口ホール 須賀川市牡丹園19

25 須賀川市牡丹台水泳場 事務室 須賀川市牡丹園19

26 須賀川市民スポーツ会館 入口ホール 須賀川市中曽根60

27 須賀川市武道館 入口ホール 須賀川市上北町1‐5

28 須賀川市稲田地域体育館 入口ホール 須賀川市岩渕字岡谷地46

29 須賀川市仁井田地域体育館 入口ホール 須賀川市仁井田字大谷地187

30 須賀川市浜田地域体育館 入口ホール 須賀川市浜尾字猫沼90

31 須賀川市大東地域体育館 入口ホール 須賀川市小作田字湯名塚7‐3

32 須賀川市小塩江地域体育館 入口ホール 須賀川市小倉字一本柿88

33 須賀川市西袋地域体育館 入口ホール 須賀川市吉美根字金子田15‐11

34 須賀川市長沼体育館 入口ホール 須賀川市長沼字鹿ノ内入2‐3

35 須賀川市いわせ地域トレーニングセンター 入口ホール 須賀川市畑田字荒池上27



36 長沼野球場 球場　審判室 須賀川市長沼字鹿ノ内入2—10

37 いわせグリーン球場 球場 本部席 須賀川市畑田字荒池上30—1

38 須賀川市立博物館 1階ホール 須賀川市池上町6

39 須賀川市文化センター 1階エントランスホール 須賀川市牛袋町11

40 須賀川市ふれあいセンター 1階ロビー 須賀川市長禄町79

41 須賀川市芭蕉記念館 1階事務室 須賀川市本町33-1　NTT須賀川ビル1階

42 須賀川市歴史民俗資料館 入口ホール 須賀川市長沼字門口186

43 須賀川市立たけのこ園 1階玄関 須賀川市浜尾字鹿島156-1

44
須賀川市老人福祉センター
（市民温泉）

市民温泉1階ロビー 須賀川市茶畑町71

45 須賀川市老人憩の家 受付ロビー 須賀川市愛宕山75-1

46 須賀川市保健センター 1階ホール 須賀川市諏訪町67-1

47 産業会館 1階エントランス 須賀川市花岡34-2

48 藤沼温泉やまゆり荘 ホール 須賀川市江花字石倉山4-3　

49 須賀川市牡丹会館 ホール 須賀川市牡丹園68　

50 須賀川市立第一小学校 職員玄関 須賀川市大黒町100

51 須賀川市立第二小学校 職員玄関 須賀川市弘法坦151

52 須賀川市立第三小学校 児童昇降口 須賀川市朝日田53

53 須賀川市立西袋第一小学校 職員玄関 須賀川市日向町115

54 須賀川市立西袋第二小学校 校長室入口廊下 須賀川市袋田字小田切21

55 須賀川市立稲田小学校 第1体育館入口 須賀川市岩渕字岡谷地1

56 須賀川市立小塩江小学校 職員玄関 須賀川市塩田字作田1

57 須賀川市立阿武隈小学校 職員室 須賀川市古舘70

58 須賀川市立仁井田小学校 職員室 須賀川市仁井田字長者井戸111‐1

59 須賀川市立柏城小学校 職員室前廊下 須賀川市滑川字東町127

60 須賀川市立大東小学校 職員玄関 須賀川市雨田字芳ヶ平72

61 須賀川市立大森小学校 職員室前廊下 須賀川市狸森字杉内90

62 須賀川市立長沼小学校 職員室 須賀川市長沼字殿町85

63 須賀川市立長沼東小学校 職員室前廊下 須賀川市桙衝字下沖58

64 須賀川市立白方小学校 1階保健室前廊下 須賀川市今泉字梅田181

65 須賀川市立白江小学校 保健室前廊下 須賀川市大久保字室貫26

66 須賀川市立第一中学校 職員玄関 須賀川市稲荷町130

67 須賀川市立第二中学校 正面玄関入口 須賀川市岩瀬森46

68 須賀川市立第三中学校 職員室左側入口 須賀川市朝日田54

69 須賀川市立西袋中学校 保健室前廊下 須賀川市吉美根字土橋680

70 須賀川市立稲田中学校 保健室前廊下 須賀川市岩渕字岡谷地50

71 須賀川市立小塩江中学校 正面玄関 須賀川市塩田字中丸木85

72 須賀川市立仁井田中学校 職員室入口 須賀川市仁井田字北明石田30



73 須賀川市立大東中学校 1階ホール 須賀川市雨田字芳ヶ平62

74 須賀川市立長沼中学校 生徒昇降口 須賀川市志茂字六角5

75 須賀川市立岩瀬中学校 職員玄関 須賀川市柱田字南谷地前42

76 須賀川市教育研修センター 1階事務室内 須賀川市大町172

77 労働福祉会館 1階大会議室 須賀川市茶畑町65

78 母子生活支援施設 1階玄関 須賀川市南町169

79 稲田幼稚園 1階玄関 須賀川市岩渕字笠木40‐2

80 小塩江幼稚園 1階玄関 須賀川市塩田字作田1

81 仁井田幼稚園 1階玄関 須賀川市仁井田字舘内201‐1

82 長沼幼稚園 1階職員玄関 須賀川市長沼字殿町2

83 柏城児童クラブ館 1階玄関 須賀川市滑川字東町26‐4

84 第1保育所 1階玄関 須賀川市館取町145

85 第2保育所 1階玄関 須賀川市塚田10

86 第3保育所 1階玄関 須賀川市北上町152

87 うつみね保育園 1階玄関 須賀川市浜尾字鹿島48

88 ぼたん保育園 1階玄関 須賀川市東作20

89 長沼保育所 1階玄関 須賀川市長沼字南延命寺1

90 長沼東保育所 1階玄関 須賀川市桙衝字上沖116

91 白江こども園 1階玄関 須賀川市大久保字室貫26

92 白方こども園 1階玄関 須賀川市今泉字鼠内100

93 大東こども園 1階玄関 須賀川市雨田字高屋敷8‐1


