
2022.2現在 2022.2現在

設置施設名 所在地 既存設置個所 設置施設名 所在地

1 取手小学校 取手市東5-3-1 屋外AEDボックス 1 セブンイレブン取手本郷１丁目店 本郷１丁目６１９４

2 白山小学校 取手市白山2-3-18 屋外AEDボックス 2 セブンイレブン取手新町３丁目店 取手市新町３丁目３７２－３

3 寺原小学校 取手市井野台5-14-1 屋外AEDボックス 3 セブンイレブン取手ボックスヒル店 取手市中央町２－５

4 永山小学校 取手市下高井2340 屋外AEDボックス 4 セブンイレブン取手駅東口店 取手３丁目４－２

5 戸頭小学校 取手市戸頭3-21-1 屋外AEDボックス 5 セブンイレブン取手井野１丁目店 取手市井野１丁目９－２２

6 取手西小学校 取手市稲70 屋外AEDボックス 6 セブンイレブン取手椚木店 取手市椚木字四ツ割１１４８

7 高井小学校 取手市ゆめみ野3-22-1 屋外AEDボックス 7 セブンイレブン取手戸頭３丁目店 取手市戸頭３丁目１－１５

8 久賀小学校 取手市萱場60 屋外AEDボックス 8 セブンイレブン取手戸頭４丁目店 取手市戸頭４丁目２１－１

9 桜が丘小学校 取手市桜が丘651-3 屋外AEDボックス 9 セブンイレブン取手戸頭８丁目店 取手市戸頭８丁目１４－１

10 山王小学校 取手市山王380 屋外AEDボックス 10 セブンイレブン取手小文間店 取手市小文間３８９０－３

11 藤代小学校 取手市藤代53 屋外AEDボックス 11 セブンイレブン藤代駅南口店 取手市藤代南２丁目１－５

12 取手東小学校 取手市吉田400 屋外AEDボックス 12 セブンイレブン取手小浮気店 取手市小浮気字新田５５５－９

13 六郷小学校 取手市清水373-1 屋外AEDボックス 13 セブンイレブン取手宮和田店 取手市宮和田字南側５００

14 宮和田小学校 取手市藤代南3-11-1 屋外AEDボックス 14 セブンイレブン藤代庁舎前店 取手市藤代５２４

15 取手第二中学校 取手市寺田5147 屋外AEDボックス 15 セブンイレブン取手白山３丁目店 取手市白山３丁目９－１５

16 永山中学校 取手市下高井2311 屋外AEDボックス 16 セブンイレブン取手青柳店 取手市青柳１４３－１

17 戸頭中学校 取手市戸頭7-1-1 屋外AEDボックス 17 セブンイレブンゆめみ野店 取手市ゆめみ野２丁目８－１

18 取手第一中学校 取手市吉田470 屋外AEDボックス 18 セブンイレブン取手台宿店 取手市台宿１丁目７－１１

19 藤代中学校 取手市椚木1343 屋外AEDボックス 19 ファミリーマート取手井野店 取手市井野５０

20 藤代南中学校 取手市中田880 屋外AEDボックス 20 ファミリーマート藤代南３丁目店 取手市藤代南３丁目１０－１

21 小文間公民館 取手市小文間4240 事務室 21 ファミリーマート取手米ノ井店 取手市米ノ井６－５

22 永山公民館 取手市下高井2256 事務室 22 ファミリーマート取手白山店 取手市白山５丁目１８－１

23 寺原公民館 取手市本郷1-32-1 事務室 23 ファミリーマート取手山王店 取手市山王１９１−１

24 井野公民館 取手市井野2-17-17 事務室 24 ファミリーマート取手椚木店 取手市藤代２２９－２

25 戸頭公民館 取手市戸頭6-30-1 事務室 25 ファミリーマート取手東４丁目店 取手市東四丁目１－３０

26 白山公民館 取手市白山5-1-5 事務室 26 ファミリーマート取手駒場店 取手市駒場三丁目

27 藤代公民館 取手市藤代491 事務室 27 ローソン取手西二丁目店 取手市西２丁目３６−３

28 山王公民館 取手市山王389 事務室 28 ローソン取手小堀店 取手市小堀４０１８−１

29 六郷公民館 取手市清水400-1 事務室 29 ローソン取手戸頭七丁目店 取手市戸頭７丁目６−１

30 相馬公民館 取手市椚木2423 事務室 30 ローソン取手野々井店 取手市野々井８０１－１

31 相馬南公民館 取手市平野302 事務室 31 ローソン取手ゆめみ野店 取手市ゆめみ野２丁目９－６

32 高須公民館 取手市高須2157 事務室 32 ローソン取手紫水店 取手市上萱場２１６８－１

33 久賀公民館 取手市大曲956 事務室 33 ミニストップ取手新取手店 取手市寺田字佃４７１８－１５

34 市立障害者福祉センターつつじ園 取手市戸頭1299-1 1階　事務室

35 あけぼの 取手市寺田4723 事務室

36 かたらいの郷 取手市長兵衛新田193-2 事務室

37 老人福祉センターさくら荘 取手市岡1025 事務室 2022.2現在

38 教育総合支援センター 取手市戸頭8-10-1 屋外AEDボックス 設置施設名 所在地

39 福祉交流センター 取手市寺田5144-3 1階　ホール 1 藤代武道場 取手市藤代４３０－５

40 福祉会館 取手市東1-1-5 1階文化事業団 2 永山保育所 取手市下高井２３８０

41 桜が丘第１集会所 取手市桜が丘2-30-1 玄関内 3 なないろ保育所 取手市井野３－１５－１

42 桜が丘第2集会所 取手市桜が丘4-44-1 玄関内 4 なないろ子育て支援センター 取手市井野３－１５－１

43 ウェルネスプラザ　 取手市新町2-5-25 各フロア(4台) 5 白山保育所 取手市白山５－１６－８

44 取手保健センター 取手市新町2-5-25 2階  事務室 6 戸頭北保育所 取手市戸頭６－１７－１

45 埋蔵文化センター 取手市吉田383 事務室 7 中央保育所 取手市藤代３５３

46 福祉センター藤代 取手市藤代730-1 事務室 8 久賀保育所 取手市萱場８９１

47 いきいきプラザ取手駅東口 取手市取手2-8-2 事務室 9 こども発達センター 取手市西２－３５－３

48 市役所駅前窓口 取手市新町1-8-50 事務室 10 取手市戸頭地域子育て支援センター 取手市戸頭６－３０－１

49 取手市消防本部 取手市井野1264-1 １階　廊下 11 取手市役所 取手市寺田５１３９

50 取手消防署 取手市井野1264－1 消防車両積載 12 取手市役所藤代庁舎 取手市藤代７００

51 戸頭消防署 取手市戸頭4-20-1 消防車両積載 13 グリーンスポーツセンター 取手市野々井１２９９

52 吉田消防署 取手市吉田545-1 消防車両積載 14 取手図書館 取手市取手１－１２－１６

53 椚木消防署 取手市椚木950-1 消防車両積載 15 ふじしろ図書館 取手市藤代４１５
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