
令和4年5月1日現在

施設・建物名 設置場所 所在地

1  南島原市役所 深江庁舎 １階 支所市民窓口班前 南島原市深江町丁2150

2  南島原市役所 布津庁舎 正面玄関ロビー付近 南島原市布津町乙1623-1

3  南島原市役所 有家庁舎 正面玄関ロビー付近 南島原市有家町山川58-1

4  南島原市役所 西有家庁舎 正面玄関ロビー付近 南島原市西有家町里坊96-2

5  南島原市役所 北有馬庁舎 正面玄関ロビー付近 南島原市北有馬町戊2747

6  南島原市役所 南有馬庁舎 正面玄関ロビー付近 南島原市南有馬町乙1023

7
 南島原市役所 口之津支所
（口之津港ターミナルビル内）

１階 支所市民窓口班前 南島原市口之津町丙4358-6

8  南島原市役所 加津佐庁舎 正面玄関ロビー付近 南島原市加津佐町己3513-2

9  ありえコレジヨホール １階 ロビー　 南島原市有家町山川131-1

10  南島原市役所 南有馬庁舎 １階 こども未来課 南島原市南有馬町乙1023

11  南島原市役所 南有馬庁舎 ３階 健康づくり課 南島原市南有馬町乙1023

12  南島原市役所 西有家庁舎 ３階 ロビー　エレベーター横 南島原市西有家町里坊96-2

13  南島原市役所 南有馬庁舎 ２階 スポーツ協会：２台 南島原市南有馬町乙1023

14  道の駅みずなし本陣ふかえ  情報提供施設 南島原市深江町丁6077番地

15  深江体育館  玄関内側 深江町丁3516

16  有家総合運動公園 南島原市有家町小川957

17
 西有家総合学習センター
（カムス）

２階 ロビー：１台
西中プール開放時使用：１台

南島原市西有家町須川493番地3

18  西有家B&G海洋センター センター事務所 南島原市西有家町龍石788-97

19  南有馬運動公園プール 南有馬町乙2207

20  南有馬体育館 南有馬町乙1361

21  原城オアシスセンター １階 ロビー・受付付近　 南有馬町乙936

22  口之津歴史民俗資料館分館 玄関ロビー 南島原市口之津町甲16-7

23  口之津プール 南島原市口之津町丙2093

24  加津佐B&G海洋センター センター事務所 南島原市加津佐町丁1番地1

25  加津佐津波見体育館 南島原市加津佐町甲2131

26 有馬キリシタン遺産記念館 南島原市南有馬町乙1395

27 深江公民館 １階事務所受付付近 南島原市深江町丁2117

南島原市の管理施設における自動体外式除細動器（AED）の設置場所一覧
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28 布津公民館 １階事務所受付付近 南島原市布津町乙1489-1

29 加津佐公民館 １階管理人室受付付近 南島原市加津佐町己2792-2

30 北有馬ピロティ文化センター日野江 ２階事務所受付付近 南島原市北有馬町戊2749

31 アートビレッジ・シラキノ １階玄関ロビー 南島原市南有馬町丙1795

32 深江図書館 １階受付カウンター付近 南島原市深江町丁2260

33 原城図書館 １階受付カウンター付近 南島原市南有馬町乙1314-1

34 口之津図書館 １階受付カウンター付近 南島原市口之津町丙2092-1

35 加津佐図書館 １階受付カウンター付近 南島原市加津佐町己3392

36 南島原市多目的運動広場 管理事務所 南島原市南有馬町丁508

37 加津佐総合福祉センター 1階ホール 南島原市加津佐町己3521番地2

38 深江ふれあいの家 1階浴室前サンルーム 南島原市深江町丙1058

39
布津福祉センター・布津デイサー
ビスセンター

玄関内側 南島原市布津町乙470

40 北有馬老人福祉センター 2階浴室前通路 南島原市北有馬町戊2748番地1

41 西有家老人福祉センター 2階浴室前通路 南島原市西有家町里坊2040

42
有家老人福祉センター
・有家デイサービスセンター

玄関内側 南島原市有家町石田5番地1

43 口之津デイサービスセンター 1階フロア 南島原市口之津町丙2131

44 衛生センター庁舎 南有馬クリーンセンターピット監視室 南島原市南有馬町戊1751番地1

45 南島原市南有馬やすらぎ苑 事務室 南島原市南有馬町丁1305番地2

46 南島原市布津桜苑 事務室 南島原市布津町丙字西天ケ瀬4620番地91

47 南島原市立加津佐中学校 校舎正面玄関前（校舎外）

48 南島原市立加津佐中学校体育館 玄関外側

49 南島原市立加津佐小学校 校舎１F西側出入口内側

50 南島原市立加津佐小学校体育館 体育館玄関外側

51 南島原市立野田小学校 正面玄関

52 南島原市立野田小学校体育館 玄関内側

53 南島原市立口之津中学校 職員室（正面玄関隣）

54 南島原市立口之津中学校体育館 ステージ奥

南島原市加津佐町己3315-1

南島原市加津佐町己3370

南島原市加津佐町乙1172

南島原市口之津町丙3476
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55 南島原市立口之津小学校 体育館

56 南島原市立口之津小学校体育館 玄関内側

57 南島原市立南有馬中学校 職員室（運動場側）

58 南島原市立南有馬中学校体育館 玄関内側

59 南島原市立南有馬小学校 保健室

60 南島原市立南有馬小学校体育館 玄関内側

61 南島原市立北有馬中学校 来客用玄関付近の廊下

62 南島原市立北有馬中学校体育館 玄関内側

63 南島原市立有馬小学校 校舎外（正面玄関近く）

64 南島原市立有馬小学校体育館 玄関内側

65 南島原市立西有家中学校 玄関

66 南島原市立西有家中学校体育館 玄関内側

67 南島原市立西有家中学校プール プール

68 南島原市立西有家小学校 職員玄関

69 南島原市立西有家小学校体育館 玄関内側

70 南島原市立有家中学校 職員室前廊下

71 南島原市立有家中学校体育館 テニスコート側入り口（外側）

72 南島原市立有家小学校 仮設校舎内玄関

73 南島原市立有家小学校体育館 玄関内側

74 南島原市立堂崎小学校 玄関

75 南島原市立堂崎小学校体育館 ギャラリーに登る階段の横

76 南島原市立布津中学校 校舎内（正面玄関）

77 南島原市立布津中学校体育館 玄関内側

78 南島原市立布津小学校 校舎内（正面玄関）

79 南島原市立布津小学校体育館 玄関内側

80 南島原市立飯野小学校 校舎内（正面玄関）

81 南島原市立飯野小学校体育館 玄関内側

南島原市布津町乙1676-1

南島原市有家町山川344

南島原市布津町乙1653

南島原市西有家町須川91

南島原市有家町大苑719

南島原市有家町久保180

南島原市口之津町丁4455-3

南島原市南有馬町乙856-5

南島原市布津町丙2365

南島原市南有馬町乙991

南島原市北有馬町丁246-3

南島原市北有馬町丁50-1

南島原市西有家町須川33-1
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82 南島原市立深江中学校 玄関内側 南島原市深江町丁3179

83 南島原市立深江小学校 玄関外側

84 南島原市立深江小中学校体育館 玄関内側

85 南島原市立小林小学校 玄関

86 南島原市立小林小学校体育館 玄関内側

87 南島原市立大野木場小学校 玄関ホール

88 南島原市立大野木場小学校体育館 玄関内側

89 南島原市立深江小学校馬場分校 玄関内側 南島原市深江町丙751

90 南島原市立深江小学校諏訪分校 玄関内側 南島原市深江町丁5340

91 南島原市立北有馬こども園 職員室 南島原市北有馬町丁278-2

【貸し出し用】

92  南島原市役所 南有馬庁舎 ２階 スポーツ振興班：3台 南島原市南有馬町乙1023

Ｒ4.5月現在 92か所、96台設置　　

南島原市深江町丁3168

南島原市深江町乙1079-9

南島原市深江町戊3243


