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ＡＥＤ設置施設名 住　所

1 市浦総合支所 五所川原市相内３４９番地１

2 五所川原市立市浦小学校 五所川原市相内岩井８５番地

3 五所川原市立市浦中学校 五所川原市相内岩井８１番地

4 Ｂ＆Ｇ海洋センター市浦（体育館） 五所川原市相内岩井８１番地３８５

5 五所川原市立いずみ小学校 五所川原市大字飯詰字石田１８４番地

6 ふるさと交流県民センター 五所川原市字幾世森２４番地１５

7 五所川原市生き活きセンター 五所川原市字幾世森２１８番地６

8 五所川原市養護老人ホームくるみ園 五所川原市字幾世森１６５番地１

9 し～うらんど「海遊館」 五所川原市磯松山の井１１５番地１２６

10 五所川原市営球場 五所川原市字不魚住１０番地

11 五所川原市立栄小学校 五所川原市大字姥萢字船橋１５６番地２

12 五所川原市漆川体育館 五所川原市大字漆川字鍋懸１５１番地３０

13 立佞武多の館 五所川原市字大町２１番地１

14 五所川原市立第四中学校 五所川原市大字沖飯詰字男鹿２７４番地１

15 金木総合支所 五所川原市金木町朝日山３１９番地１

16 太宰治記念館「斜陽館」 五所川原市金木町朝日山４１２番地１１

17 津軽三味線会館 五所川原市金木町朝日山１８９番地３

18 五所川原市立金木小学校 五所川原市金木町芦野８４番地５４

19 五所川原市立金木中学校 五所川原市金木町芦野８４番地９

20 Ｂ＆Ｇ海洋センター金木（プール） 五所川原市金木町芦野８４番地９９９

21 金木公民館 五所川原市金木町菅原３６７番地１

22 金木運動公園 五所川原市金木川倉七夕野８４番地９５９

23 金木生活支援ハウス 五所川原市金木川倉七夕野４２６番地１１

24 五所川原市立東峰小学校 五所川原市大字神山字山越１番地２６

25 つがる克雪ドーム 五所川原市大字唐笠柳字藤巻４９５番地２

26 五所川原市勤労者総合スポーツ施設　サンビレッジ 五所川原市大字唐笠柳字藤巻５０７番地６

27 五所川原市弓道場 五所川原市大字唐笠柳字藤巻５０７番地１
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28 五所川原市民体育館 五所川原市字栄町２０番地１

29 五所川原市立図書館 五所川原市字栄町１１９番地

30 五所川原市　働く婦人の家・保健センター五所川原 五所川原市字新町３３番地１

31 五所川原市立高等看護学院 五所川原市字新町５８番地２

32 五所川原市立五所川原小学校 五所川原市大字新宮字岡田１６１番地

33 五所川原市立三好小学校 五所川原市大字鶴ケ岡字唐橋２５番地２

34 五所川原市立三輪小学校 五所川原市大字七ツ館字虫流６番地５

35 五所川原市役所 五所川原市字布屋町４１番地１

36 五所川原市立南小学校 五所川原市字蓮沼２番地

37 五所川原市立第二中学校 五所川原市大字羽野木沢字隈無１７９番地２

38 五所川原市民学習情報センター 五所川原市字一ツ谷５０３番地５

39 五所川原市中央公民館 五所川原市字一ツ谷５０４番地１

40 五所川原市立第三中学校 五所川原市大字広田字藤浦１０５番地１

41 五所川原市立第一中学校 五所川原市松島町三丁目１番地

42 五所川原市立中央小学校 五所川原市松島町二丁目９４番地

43 五所川原市立松島小学校 五所川原市大字米田字八ッ橋８番地

44 グループホーム浅井 五所川原市大字浅井字色吉１６３番地１

45 成田歯科診療所 五所川原市字旭町２７番地４

46 長円寺 五所川原市大字飯詰字福泉２２４番地３

47 認定こども園たかたての森 五所川原市大字飯詰字狐野６８番地１

48 ひろし歯科 五所川原市字幾世森２４番地３

49 ガイア五所川原店 五所川原市大字石岡字藤巻８番地１

50 青森県立五所川原農林高等学校 五所川原市大字一野坪字朝日田１２番地３７

51 グループホームあけぼの 五所川原市大字稲実字開野１７７番地２０

52 アップル歯科医院 五所川原市大字稲実字米崎１１８番地２

53 Ｈｏｎｎｄａ　Ｃａｒｓ　青森　五所川原店 五所川原市大字姥萢字船橋２３０番地１０

54 すとうｍｒｉクリニック 五所川原市大字姥萢字船橋２４６番地１

五所川原消防署・東分署管内



55 みちのく調剤薬局 五所川原市大字姥萢字船橋２４５番地２

56 青森ダイハツモータース五所川原店 五所川原市大字姥萢字船橋４０番地１１

57 特別養護老人ホーム　さくらの里 五所川原市大字姥萢字桜木４２４番地１

58 社会福祉法人愛生会　栄幸園 五所川原市大字梅田字燕口２５７番地

59 グループホーム　ふくうら 五所川原市大字梅田字福浦３４９番地２

60 青森県土地改良事業団体連合会　津軽事業所 五所川原市大字漆川字袖掛１５２番地６

61 第二うちがた 五所川原市大字漆川字浅井１２４番地１

62 ケアホーム　うるしかわ 五所川原市大字漆川字浅井１２２番地１

63 シルバービレッジ　憩いの杜 五所川原市大字漆川字清水流２番地３

64 富士電気津軽セミコンダクタ 五所川原市大字漆川字鍋懸１５６番地

65 株式会社　ユアテック五所川原営業所 五所川原市大字漆川字玉椿１６５番地６

66 株式会社　エノモト 五所川原市大字漆川字玉椿１９１番地１

67 朝日会館 五所川原市字大町３５番地

68 弘南バス五所川原駅前案内所 五所川原市字大町３８番地１

69 工藤歯科医院 五所川原市字大町３７番地５

70 津島歯科 五所川原市字大町９番地

71 特別養護老人ホーム　祥光苑 五所川原市大字沖飯詰字帯刀３５７番地１

72 ＪＡごしょつがる農業協同組合　北支店 五所川原市大字沖飯詰字帯刀３６４番地

73 特別養護老人ホーム　青山荘 五所川原市大字金山字盛山４２番地８

74 医療法人白生会介護老人保健施設　緑風苑 五所川原市大字金山字竹崎２５４番地

75 ケアハウス　あじさい 五所川原市大字金山字竹崎２３０番地３

76 社会福祉法人愛生会　青松園 五所川原市大字金山字千代鶴１４２番地

77 サン・コーポレーション 五所川原市大字金山字亀ヶ岡４６番地１８

78 ナーシングホーム野里 五所川原市大字神山字牧原５６番地１

79 青森県立梵珠少年自然の家 五所川原市大字神山字殊ノ峰１１７番地６０２

80 五所川原商業高等学校 五所川原市大字唐笠柳字藤巻１８０番地

81 パークイン五所川原 五所川原市大字唐笠柳字藤巻６６番地１２

82 ユニバース五所川原店 五所川原市大字唐笠柳字藤巻６４５番地

83 デイサービスセンターまごころ 五所川原市大字唐笠柳字藤巻４７８番地１７



84 五所川原合同庁舎 五所川原市大字唐笠柳字藤巻５０７番地５

85 青森地方法務局五所川原支局 五所川原市大字唐笠柳字藤巻５０７番地１０

86 サンデー五所川原店 五所川原市大字唐笠柳字藤巻５０９番地１

87 ＥＬＭショッピングセンター 五所川原市大字唐笠柳字藤巻５１７番地１

88 ひまわり五所川原店 五所川原市大字唐笠柳字藤巻６７１番地１

89 ジャムフレンド五所川原 五所川原市大字唐笠柳字藤巻６８４番地

90 知的障害者授産施設　八晃園 五所川原市大字唐笠柳字村崎２４２番地

91 東邦薬品五所川原営業所 五所川原市大字唐笠柳字村崎２３９番地２

92 髙満歯科医院 五所川原市字川端町３番地６

93 サカエ薬局２４ 五所川原市字川端町３２番地

94 みどりの風アイリス 五所川原市字川端町１１番地１３

95 ESCORT ケアここあん 五所川原市字栄町２６番地

96 グループホーム　けやき 五所川原市字敷島町１番地３

97 五所川原公共職業安定所 五所川原市字敷島町３７番地６

98 五所川原保健所 五所川原市字末広町１４番地

99 齋勝建設　株式会社 五所川原市大字太刀打字早蕨９８番地４

100 株式会社ＳＩＮＭＥＩ 五所川原市大字太刀打字常盤８３番地２

101 はら眼科 五所川原市中央１丁目４０番地２

102 みんゆう調剤薬局フレンドファーマシー五所川原店 五所川原市中央２丁目２４番地

103 ＪＡごしょつがる農業協同組合　三好支店 五所川原市大字鶴ケ岡字川袋３８番地４

104 認定こども園長橋 五所川原市大字豊成字田子ノ浦３１番地

105 リハビリ堂やすらぎデイサービス 五所川原市字中平井町１４４番地２

106 あけぼの 五所川原市大字長橋字橋元７５番地１

107 ＪＡごしょつがる農業協同組合　本店 五所川原市大字野里字奥野１００番地

108 認定こども園さくら保育園 五所川原市字蓮沼６０番地２

109 共同生活事業所　ラ・プリマベラ 五所川原市字芭蕉４８番地２

110 グループホームひまわり 五所川原市字一ツ谷５１０番地２３

111 プラザマリュウ五所川原 五所川原市字雛田１８１番地２

112 住宅型有料老人ホームひなた 五所川原市字雛田１５９番地１



113 株式会社　セーフティサービス 五所川原市大字広田字榊森６１番地９

114 黒部歯科クリニック 五所川原市大字広田字榊森５４番地６５

115 訓練はばたけ　生活支援施設　ニューはばたけ 五所川原市大字広田字柳沼１１５番地５

116 フィットネスクラブ　ウイング五所川原 五所川原市大字広田字柳沼１１６番地３

117 住宅型有料老人ホーム　ふれんど 五所川原市大字福山字実吉７０番地４

118 住宅型有料老人ホーム　ライラック 五所川原市大字福山字実吉７２番地３

119 くすりの秋元 五所川原市字本町３６番地

120 老人ホーム　あかね荘 五所川原市大字前田野目字長峰１１２番地２

121 まつしま団地こども園 五所川原市松島町二丁目２３番地

122 ケアハウス　ハルニレ 五所川原市大字水野尾字懸樋２２２番地３

123 ラポール五所川原 五所川原市大字水野尾字懸樋２１９番地３

124 みどりの風こども園ひろた 五所川原市みどり町２丁目４５番地１

125 認定こども園富士幼稚園 五所川原市みどり町８丁目４０番地

126 青森県立五所川原工業高等学校 五所川原市大字湊字船越１９２番地

127 認定こども園さかえ 五所川原市大字湊字船越２２４番地３

128 ＪＡごしょつがる　七和支店 五所川原市大字持子沢字笠野前２３５番地３

129 五所川原第一高等学校 五所川原市字元町４２番地

130 五所川原第一高等学校　通信制課程 五所川原市字元町６番地２

131 ひまわり幼稚園 五所川原市字元町４２番地

132 青森地方裁判所　五所川原支部 五所川原市字元町５４番地

133 認定こども園もがわ 五所川原市大字藻川字川袋２８１番地５８

134 認定こども園津軽野 五所川原市大字米田字八ッ橋６７番地２

135 特別養護老人ホームあしの園 五所川原市金木町川倉七夕野84番地442

136 デイサービスセンターあしの園 五所川原市金木町川倉七夕野84番地442

137 みどりの風こども園かなぎ 五所川原市金木町川倉七夕野84番地66

138 葬送ききょう館 五所川原市金木町芦野200番地22
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