
                                                    ＡＥＤ設置施設一覧表（市施設） 　　　R３. １２.１７　現在

番　号 施　　設　　名 住　　　　所 設　置　個　所

1 土浦市役所 大和町９－１ １階東側フロア

2 土浦市役所 大和町９－１ ２階総合受付センター

3 土浦市役所 大和町９－１ ２階市民ラウンジ

4 ウララ２　社会福祉協議会 大和町９－２　ウララ２　４Ｆ ４階中央フロア

5 ウララ２　土浦市老人福祉センター 大和町９－２　ウララ２　６F ６階事務所

6 ウララ２　教育委員会 大和町９－２　ウララ２　７F ７階教育総務課カウンター

7 ウララ２　青少年センター 大和町９－２　ウララ２　８Ｆ ８階入口

8 都和支所 並木３－３－４３ 事務室内

9 南支所 荒川沖西２－１１－２８ １階事務室

10 上大津支所 手野町１５０５－１ 受付窓口

11 新治支所/新治保健センター 藤沢９９０ １階共有スペース

12 荒川沖保育所 荒川沖西二丁目１０－１１ １階職員室

13 霞ヶ岡保育所 霞ヶ岡町１３－２０ １階職員室

14 東崎保育所 東崎町４－７ １階職員室

15 天川保育所 天川一丁目２４－１ １階職員室

16 神立保育所 神立中央三丁目８－２２ １階職員室

17 土浦幼稚園 文京町９－６ １階職員室

18 土浦小学校 大手町１３－３２ 保健室

19 下高津小学校 下高津四丁目２－９ 保健室

20 東小学校 中４５５ 保健室

21 大岩田小学校 大岩田２０６６－１ 体育館入口

22 真鍋小学校 真鍋四丁目３－１ 保健室

23 都和小学校 並木五丁目４８２６－１ 職員室

24 荒川沖小学校 荒川沖東三丁目２４－３ 保健室

25 中村小学校 中村南五丁目２９－５ 保健室

26 土浦第二小学校 富士崎二丁目１－４１ 職員玄関

27 上大津東小学校 沖宿町２４８９ 職員室

28 神立小学校 中神立町４ 保健室

29 右籾小学校 右籾１７２８－３ 体育館入口

30 都和南小学校 常名３０９０ 体育館入口

31 乙戸小学校 乙戸南二丁目１－１ 体育館入口

32 菅谷小学校 菅谷町１４６４－８ 保健室

33 旧上大津西小学校 手野町３６５１ 体育館入口

34 旧藤沢小学校 藤沢３０５７ 体育館入口

35 旧山の荘小学校 本郷３０１ 体育館入口

36 旧宍塚小学校 宍塚１４７８ 体育館入口

37 土浦第一中学校 文京町３－８ 保健室

38 土浦第二中学校 東真鍋町２１－７ 体育館入口

39 土浦第三中学校 中村南一丁目２５－１５ 保健室

40 土浦第四中学校 中高津三丁目１０－４ 保健室

41 土浦第五中学校 手野町３２１８－１ 体育館入口



42 土浦第六中学校 右籾４２８ 体育館入口

43 都和中学校 中貫１２２２－２ 体育館入口

44 新治学園義務教育学校 藤沢９１３ 体育館入口

45 都和児童館 板谷二丁目７１２－９ １階職員室

46 ポプラ児童館 烏山二丁目５３０－３９４ １階事務室

47 新治児童館 本郷３４７－１ １階玄関

48 一中地区公民館 大手町１３－９ ２階事務室

49 二中地区公民館 木田余１６７５ １階ロビー

50 三中地区公民館 中村南四丁目８－１４ １階事務室

51 四中地区公民館 国分町１１－５ １階受付窓口

52 六中地区公民館 烏山二丁目２３４６－１ １階事務室

53 上大津地区公民館 手野町３２５２ １階受付窓口

54 都和地区公民館 並木五丁目４８２４－１ １階事務室

55 新治地区公民館 藤沢９９０ １階事務室前

56 土浦市消防本部 田中町２０８３－１ ３階

57 土浦消防署 田中町２０８３－１ １階受付

58 土浦消防署 田中町２０８３－１ 車両

59 土浦消防署 田中町２０８３－１ 車両

60 土浦消防署　　南分署 桜ヶ丘町１３－１ １階事務室

61 土浦消防署　　南分署 桜ヶ丘町１３－１ 車両

62 荒川沖消防署 中荒川沖町２７－１２ 車両

63 神立消防署 神立中央五丁目３２－６ １階受付

64 荒川沖消防署 中荒川沖町２７－１２ 受付

65 神立消防署 神立中央五丁目３２－６ 車両

66 新治消防署 大畑４６ 車両

67 新治消防署 大畑４６ １階玄関

68 土浦市駅東駐車場 有明町２－７ 事務所

69 土浦市駅西駐車場 有明町１ 事務所

70 クラフトシビックホール土浦（土浦市民会館） 東真鍋町２－６ １階事務所

71 アルカス土浦（市立図書館） 大和町１－１ ２F南口ロビー

72 アルカス土浦（市立図書館） 大和町１－１ ４Fスタッフ入り口

73 武道館 文京町１０－１６ １階事務室

74 博物館 中央１－１５－１８ １階事務所ロッカー

75 大町庁舎（水道課） 大町１１－３８ １階入口

76 勤労青少年ホーム 文京町９－２ １階受付

77 土浦市営斎場 田中二丁目１６－３３ １階事務所

78 土浦市亀城プラザ 中央二丁目１６－４ １階事務所

79 土浦市生涯学習館 文京町９－２ １階事務室

80 土浦市老人福祉センターつわぶき 中都町一丁目５４２８－２ １階事務室

81 土浦市立学校給食センター 藤沢９６９－２ R2.7設置予定

82 土浦市老人福祉センター「湖畔荘」 手野町１８９２－１ 正面玄関受付窓口

83 土浦市勤労者総合福祉センター 木田余東台四丁目１－１ １階受付窓口

84 土浦市ふれあいセンター「ながみね」 中村西根２０７８－１ １階事務室

85 神立地区コミュニティセンター 神立町６８２－５４ １階フロア



86 土浦保健センター 下高津二丁目７－２７ １階受付

87 新治総合福祉センター 沢辺１４２３－１ １階事務室

88 新治トレーニングセンター 藤沢９９０ １階事務室

89 川口運動公園管理事務所 川口二丁目１２－７５ １階事務所窓口

90 新治運動公園 大畑８０１－１ 管理事務所

91 土浦市霞ヶ浦公園体育施設管理事務所 大岩田１０５１ １階事務所受付

92 霞ヶ浦総合公園  ネイチャーセンター 大岩田１４５ 受付内

93 霞ヶ浦総合公園 　テニスコート 大岩田５８０ 受付内

94 乙戸ファミリー スポーツ公園 卸町１－１２ テニスコート管理室

95 農業センター 永井本郷入会地離山番外 １階事務室

96 清掃センター 大字中村西根１８１１－１ 事務所内受付付近

97 展望浴場「霞浦の湯」 大岩田２５５ １階フロント

98 まちかど「蔵」 中央一丁目３－１６ １階観光協会事務室

99 青少年の家 乙戸１０９９ １階事務室

100 つくしの家 上高津１８１０ １階入口受付

101 上高津貝塚ふるさと歴史の広場 上高津１８４３ １階受付

102 りんりんポート土浦 川口二丁目１３－２５ 事務所カウンター脇

103 小町ふれあい広場 小野４９１ 「小町の館」事務室

104 土浦市シルバー人材センター 東真鍋町２－５ 事務所カウンター


