
対馬市ＡＥＤ設置場所一覧
2020.7.1

■厳原町管内
24時間
対応

施    　　設　　    名 設置場所 住　　　　　　所 電話番号

○ 対馬市交流センター １階管理室 対馬市厳原町今屋敷661-3 0920-52-0363

○ 対馬市役所厳原庁舎 正面玄関前 対馬市厳原町国分1441 0920-53-6111

対馬市役所東里庁舎 いきいき健康課 対馬市厳原町東里303-1 0920-52-4888

○ 対馬市消防本部 ２階事務室 対馬市厳原町桟原52-2 0920-52-0119

○ 対馬南警察署 対馬市厳原町中村633 0920-52-0110

１階保健室
体育館

厳原港ターミナル １階発券所 対馬市厳原町東里341-42 0920-52-7933

厳原地方合同庁舎 ２階法務局事務所内 対馬市厳原町東里341-42 0920-52-6463

対馬振興局 １階ロビー 対馬市厳原町宮谷224 0920-52-1311

厳原税務署 玄関ホール 対馬市厳原町桟原38 0920-52-0645

対馬市社会福祉協議会厳原支所 事務所内 対馬市厳原町東里303-1 0920-52-1169

厳原体育館 １Ｆ事務室前カウンターの上 対馬市厳原町今屋敷670-1 0920-52-1193

○ 厳原総合運動公園陸上競技場 １Ｆ事務所前 対馬市厳原町久田380-2 0920-57-7184

ありあけ会館 １Ｆ事務室内 対馬市厳原町久田53 0920-52-8161

厳原自動車検査登録事務所 事務室内 対馬市厳原町久田645-8 0920-52-0829

厳原自動車教習所 １Ｆ事務室 対馬市厳原町久田４１６ 0920-52-0920

市役所佐須窓口センター １Ｆ玄関 対馬市厳原町小茂田713-4 0920-56-1111

○ 小茂田ふれあい館 放送室 対馬市厳原町小茂田613

○ 対馬市消防署豆酘分遣所 事務所内 対馬市厳原町豆酘2697番地 0920-57-0119

ハローワーク対馬 事務所内 対馬市厳原町中村642-2 0920-52-8609

ツシマヤマネコ野生順化施設 玄関ロビー 対馬市厳原町豆酘字西竜良1249(内山)

○ 阿連  消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市厳原町阿連475

○ 安神  消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市厳原町安神字大米498-2

○ 内山  消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市厳原町内山字丸クマ298-2

○ 樫根公民館 玄関 対馬市厳原町樫根364

○ 上山自治公民館 玄関 対馬市厳原町樫根29

○ 久和  消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市厳原町久和字東浜側3

○ 日掛公民館 格納庫1Ｆ 対馬市厳原町下原934

○ 下原  消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市厳原町下原字久保283-2

□公共施設

対馬高等学校 対馬市厳原町東里120 0920-52-1114



24時間
対応

施    　　設　　    名 設置場所 住　　　　　　所 電話番号

○ 久根田舎　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市厳原町久根田舎字中原467

○ 久根浜  消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市厳原町久根浜782-1

○ 上槻　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市厳原町上槻字在家239

○ 浅藻　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市厳原町浅藻字小浅藻10

○ 椎根　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市厳原町椎根字瀬田平680

○ 豆酘　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市厳原町豆酘字久保田2589

○ 内院　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市厳原町与良内院461-2

○ 瀬　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市対馬市厳原町佐須瀬字187-2

○ 尾浦　消防格納庫 対馬市対馬市厳原町尾浦274

旧大調小学校体育館 玄関 対馬市厳原町久根田舎670



24時間
対応

施    　　設　　    名 設置場所 住　　　　　　所 電話番号

市立久田中学校 １Ｆ職員室 対馬市厳原町久田381-1 0920-52-5071

市立久田小学校 １Ｆ保健室内 対馬市厳原町久田426 0920-52-0226

市立厳原北小学校 １Ｆ職員玄関 対馬市厳原町小浦228-1 0920-52-1237

市立佐須中学校 １Ｆ職員室 対馬市厳原町小茂田316 0920-56-0030

市立厳原中学校 １Ｆ職員室 対馬市厳原町桟原27番地 0920-52-1105

市立金田小学校 １Ｆ児童玄関右横 対馬市厳原町下原31 0920-56-0002

市立豆酘小学校 体育館玄関 対馬市厳原町豆酘626 0920-57-0004

市立豆酘中学校 １Ｆ保健室前廊下 対馬市厳原町豆酘510 0920-57-0046

市立厳原小学校 １Ｆ職員室前廊下 対馬市厳原町天道茂446 0920-52-0130

市立厳原幼稚園 正面玄関内 対馬市厳原町日吉238 0920-52-0134

キャタピラー九州　対馬営業所 事務所 対馬市厳原町小浦144-6 0920-52-1044

九電工　対馬営業所 事務所 対馬市厳原町小浦79-2 0920-52-0427

小宮建設　厳原出張所 対馬市厳原町日吉239-1 0920-52-5338

特別養護老人ホームいづはら 玄関ホール 対馬市厳原町東里野良222-3 0920-52-7411

介護老人福祉施設つしま彩光園 対馬市厳原町東里338-1 0920-52-9051

九州電力 対馬市厳原町東里61番地2 0920-52-2441

東島医院 対馬市厳原町今屋敷697 0920-52-7783

十八銀行対馬支店 対馬市厳原町今屋敷684-2 0920-52-0118

親和銀行対馬支店 対馬市厳原町今屋敷681 0920-52-7600

すとう内科医院 対馬市厳原町田渕793 0920-52-0530

小規模多機能ホーム城下 対馬市厳原町今屋敷757 0920-53-6789

１Ｆ玄関ロビー

学童クラブ玄関

○ 厳原漁協豆酘支所 対馬市厳原町豆酘2516-3 0920-57-0003

□民間施設

厳原南保育園 対馬市厳原町田渕933 0920-52-2299

□幼稚園・小中学校



■美津島町管内

24時間
対応

施    　　設　　    名 設置場所 住　　　　　　所 電話番号

○ 対馬市消防署美津島出張所 事務所内 対馬市美津島町雞知甲550-2 0920-54-3119

対馬市社会福祉協議会美津島支所 対馬市美津島町雞知乙1168 0920-54-2429

守衛室
放射線科
リハビリ室
２階西病棟
３階東病棟
４階西病棟
５階西病棟

対馬空港 受付カウンター内 対馬市美津島町雞知乙440 0920-54-3396

美津島文化会館 文化会館１Ｆ事務室内 対馬市美津島町雞知甲1287-1 0920-54-4044

美津島総合公園 １Ｆ事務室内 対馬市美津島町雞知乙324-1 0920-54-2501

○ 犬吠　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市美津島町犬吠149-3

○ 今里　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市美津島町今里329

○ 大山　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市美津島町大山171

○ 尾崎　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市美津島町尾崎437-4

○ 加志　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市美津島町加志647-2

○ 鴨居瀬　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市美津島町鴨居瀬182-1

○ 赤島　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市美津島町鴨居瀬564

○ 畠浦　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市美津島町小船越58-1（畠浦）

○ 島山バス待合所 対馬市美津島町島山72

○ 昼ヶ浦　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市美津島町昼ヶ浦109-1

○ 吹崎　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市美津島町吹崎

○ 黒瀬　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市美津島町黒瀬332

○ 緒方　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市美津島町緒方133-2

○ 久須保　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市美津島町久須保345

○ 女護島　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市美津島町女護島684-1

○ 玉調コミュニティーセンター 玄関前 対馬市美津島町大山731

○ 小船越　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市美津島町小船越378-ィ

○ 賀谷　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市美津島町賀谷

○ 濃部　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市美津島町濃部204

旧浅海中学校体育館 対馬市美津島町小船越389-7

○ 長崎県対馬病院 対馬市美津島町雞知乙1167-7 0920-54-7111

□公共施設



24時間
対応

施    　　設　　    名 設置場所 住　　　　　　所 電話番号

市立雞知中学校 １Ｆ職員室 対馬市美津島町雞知甲550-7 0920-54-2032

市立鶏鳴小学校 １Ｆ職員玄関 対馬市美津島町雞知乙573-3 0920-54-2014

市立鶏鳴幼稚園 １Ｆ玄関左側 対馬市美津島町雞知乙588-3 0920-54-2366

市立大船越中学校 １Ｆ職員室 対馬市美津島町大船越607 0920-54-2234

市立大船越小学校 １Ｆ正面玄関 対馬市美津島町大船越563 0920-54-2094

市立今里小学校 体育館玄関 対馬市美津島町今里291-9 0920-53-2182

市立美津島北部小学校 １Ｆ児童玄関右側 対馬市美津島町芦浦60 0920-55-0031

ケアハウス対馬の杜 対馬市美津島町雞知乙461-2 0920-54-3701

十八銀行美津島出張所 対馬市美津島町雞知甲442－1 0920-54-4418

雞知保育所 １Ｆ学童教室 対馬市美津島町 知甲1028-1 0920-54-2343

学童保育けいめい 第２学童 対馬市美津島町 知甲738-46 0920-54-2396

スーパーサイキ美津島店 対馬市美津島町雞知乙501-1 0920-54-3334

□幼稚園・小中学校

□民間施設



■豊玉町管内

24時間
対応

施    　　設　　    名 設置場所 住　　　　　　所 電話番号

○ 対馬市役所豊玉庁舎 宿直室側入口 対馬市豊玉町仁位380 0920-58-1111

対馬市社会福祉協議会本所 対馬市豊玉町仁位94-5 0920-58-1432

豊玉高等学校 体育館 対馬市豊玉町仁位1331-2 0920-58-0399

豊玉文化会館 １Ｆ公会堂入り口ロビー 対馬市豊玉町仁位370 0920-58-0062

対馬市豊玉総合運動公園体育館パールドーム １Ｆ事務室 対馬市豊玉町仁位74-3 0920-58-2777

○ 唐洲　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市豊玉町唐洲113-ﾊ

○ 銘　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市豊玉町銘（埋立地）

○ 貝口　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市豊玉町貝口59

○ 水崎　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市豊玉町唐州619-1

○ 佐志賀　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市豊玉町佐志賀54-3

○ 嵯峨　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市豊玉町嵯峨302地先埋立地

○ 貝鮒　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市豊玉町畠貝（埋立地）

○ 横浦　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市豊玉町横浦295

○ 塩浜　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市豊玉町横浦61-1

○ 見世浦　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市豊玉町横浦98-4地先埋立地

○ 千尋藻　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市豊玉町千尋藻142

○ 沖中君雄宅（落土） 玄関前 対馬市豊玉町横浦113-16 (落土)

市立豊玉中学校 １Ｆ職員室 対馬市豊玉町仁位500 0920-58-0014

市立豊玉小学校 １Ｆ玄関 対馬市豊玉町仁位1903 0920-58-1104

市立乙宮小学校 １Ｆ玄関 対馬市豊玉町曽1 0920-58-0160

市立南小学校 １Ｆ職員室前廊下 対馬市豊玉町唐洲423 0920-59-0014

市立小綱小学校 １Ｆ体育館正面玄関 対馬市豊玉町小綱19-2 0920-58-1106

大浦歯科医院 対馬市豊玉町仁位1162－2 0920-58-0056

十八銀行豊玉支店 対馬市豊玉町仁位1117－1 0920-58-0118

スーパーサイキ豊玉店 対馬市豊玉町仁位1536-1 0920-58-0002

○ 九州電力　豊玉発電所 対馬市豊玉町横浦461-1 0920-58-1507

廻集落センター 対馬市豊玉町廻220

□公共施設

□幼稚園・小中学校

□民間施設



■峰町管内

24時間
対応

施    　　設　　    名 設置場所 住　　　　　　所 電話番号

○ 対馬市峰行政サービスセンター 正面玄関横 対馬市峰町三根451 0920-83-0301

対馬市社会福祉協議会峰窓口センター 対馬市峰町三根29 0920-83-0294

対馬市シャインドームみね １Ｆ事務室 対馬市峰町三根353 0920-83-0888

○ 県立対馬青年の家 玄関前 対馬市峰町三根1186 0920-83-0559

○ 狩尾　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市峰町狩尾120

○ 木坂　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市峰町木坂632-2

○ 青海　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市峰町青海89-2

○ 津柳　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市峰町津柳160-1

○ 佐賀　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市峰町佐賀564-2

○ 志越　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市峰町志多賀4-3（志越）

○ 賀佐公民館 玄関内 対馬市峰町賀佐18

○ 三根　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市峰町三根2-47

市立西部中学校 １Ｆ職員室 対馬市峰町三根328-15 0920-83-0004

市立西小学校 １Ｆ図工室 対馬市峰町三根361-30 0920-83-0019

市立東部中学校 １Ｆ職員室 対馬市峰町佐賀111 0920-82-0016

市立東小学校 １Ｆ正面玄関 対馬市峰町佐賀412 0920-82-0017

□公共施設

□幼稚園・小中学校



■上県町管内

24時間
対応

施    　　設　　    名 設置場所 住　　　　　　所 電話番号

○ 対馬市上県行政サービスセンター 正面玄関前 対馬市上県町佐須奈甲567-3 0920-84-2311

○ 対馬北警察署 対馬市上県町佐須奈甲561 0920-84-2110

上県地区公民館 事務室内 対馬市上県町佐須奈甲567-3 0920-84-2576

対馬野生生物保護センター １階ロビー 対馬市上県町佐護西里2956-5 0920-84-5577

市役所仁田窓口センター 事務所内 対馬市上県町樫滝493-1 0920-85-0001

対馬市社会福祉協議会上県支所 対馬市上県町佐須奈乙339 0920-84-2168

対馬市社会福祉協議会
上県町通所介護事業所御嶽の里

対馬市上県町樫滝1061-1 0920-85-1818

上県総合運動公園プール １Ｆ事務室内 対馬市上県町樫滝685 0920-85-1282

○ 樫滝　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市上県町樫滝305

○ 犬ヶ浦　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市上県町犬ヶ浦98

○ 御園　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市上県町御園271

○ 越高　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市上県町越高276

○ 伊奈　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市上県町伊奈1279

○ 志多留　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市上県町志多留162-2

○ 久原　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市上県町久原147-1

○ 女連　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市上県町女連35

○ 飼所　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市上県町飼所916

○ 井口　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市上県町佐護北里698-3

○ 湊　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市上県町佐護西里2681

○ 瀬田　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市上県町瀬田3-3

○ 中山地区多目的集会施設 対馬市上県町佐護南里1464

○ 鹿見　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市上県町鹿見１６

○ 西津屋　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市上県町西津屋664

○ 乙成賀也方倉庫（田の浜） 倉庫内 対馬市上県町志多留3932

市立仁田中学校 １Ｆ職員室 対馬市上県町樫滝702 0920-85-0988

市立仁田小学校 １Ｆ保健室内 対馬市上県町樫滝326 0920-85-0004

市立佐須奈小中学校 １Ｆ職員室 対馬市上県町佐須奈乙321 0920-84-2026

小宮建設　本社 対馬市上県町樫滝1050 0920-85-1111

小宮建設　作業場　　６台 対馬市内持ち回り 対馬市内

□幼稚園・小中学校

□民間施設

□公共施設



■上対馬町管内

24時間
対応

施    　　設　　    名 設置場所 住　　　　　　所 電話番号

○ 対馬市役所上対馬庁舎 宿直室入口 対馬市上対馬町比田勝575-1 0920-86-3111

対馬市社会福祉協議会上対馬支所 対馬市上対馬町比田勝578 0920-86-3841

１F外来処置室
2F病棟ナースステーション

比田勝港国際ターミナル １階事務室前 対馬市上対馬町比田勝958ｰ16 0920-86-4838

比田勝港国内ターミナル １階発券所 対馬市上対馬町網代549番地5地先 0920-86-4738

○ 上対馬総合運動公園体育館 玄関前 対馬市上対馬町浜久須83 0920-86-4484

上対馬高等学校 １階保健室前 対馬市上対馬町大浦230 0920-86-2111

○ 一重　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市上対馬町一重176-8

○ 芦見　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市上対馬町芦見183

○ 琴　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市上対馬町琴693

○ 五根緒　消防格納庫 格納庫1Ｆ 対馬市上対馬町五根緒378-1

○ 小鹿　消防格納庫 対馬市上対馬町小鹿519-2

○ 舟志　消防格納庫 対馬市上対馬町舟志乙821

○ 岩武輝信方倉庫（茂木） 対馬市上対馬町琴1092-2 (茂木)

市立比田勝中学校 １Ｆ職員室 対馬市上対馬町比田勝351 0920-86-2773

市立比田勝小学校 １Ｆ玄関ホール 対馬市上対馬町比田勝379 0920-86-2020

市立比田勝こども園 １Ｆ多目的ホール 対馬市上対馬町比田勝170 0920-86-2238

市立豊小学校 １Ｆ職員室 対馬市上対馬町豊793 0920-86-2432

十八銀行比田勝支店 対馬市上対馬町比田勝839 0920-86-0256

バリュータケスエ大浦店 レジ横入口 対馬市上対馬町大浦60-1 0920-86-2000

上対馬町漁業協同組合 漁協入口 対馬市上対馬町西泊206 0920-86-2021

特別養護老人ホームひとつばたご 対馬市上対馬町玖須647 0920-86-3399

□幼稚園・小中学校

□民間施設

□公共施設

○ 上対馬病院 対馬市上対馬町比田勝630 0920-86-4321


