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NO 設置施設 住所 地区名 電話番号

1 隈まちづくりセンター 日田市隈２丁目２－１ 隈庄手 0973-25-5060

2 日隈公民館 日田市日ノ隈町５１５－１ 隈庄手 0973-22-6982

3 日隈こども園 日田市日ノ隈町１８３－２ 隈庄手 0973-22-7505

4 日田市立日隈小学校 日田市日ノ隈町５７８－１ 隈庄手 0973-23-6285

5 日田市立三隈中学校 日田市亀川町４０２-１ 隈庄手 0973-23-6237

6 日田市老人福祉センター 日田市中ノ島町６８５－１３ 隈庄手 0973-24-2123

7 チャイルドプラザ 日田市元町１３－２０ 竹田 0973-25-5300

8 日田市立若宮小学校 日田市若宮町２－１５ 竹田 0973-23-6282

9 若宮公民館 日田市竹田新町１－３７ 竹田 0973-23-9850

10 咸宜園教育研究センター 日田市淡窓２丁目２－１８ 咸宜 0973-22-0268

11 咸宜公民館 日田市淡窓１丁目５－３１ 咸宜 0973-22-5413

12 中央児童館 日田市中城町１－６６ 咸宜 0973-27-6406

13 中城体育館 日田市中城町１－６６ 咸宜
0973-22-8442

（スポーツ振興課）

14 パトリア日田 日田市三本松１丁目８－１１ 咸宜 0973-25-5000

15 日田市立咸宜小学校 日田市淡窓１丁目５－１３ 咸宜 0973-23-6292

16 豆田まちづくり歴史交流館 日田市豆田町９－１５ 咸宜 0973-23-8922

17
中央公民館
（日田市複合文化施設AOSE）

日田市上城内町２－６ 桂林 0973-22-6868

18 桂林公民館 日田市上城内町２－１１ 桂林 0973-24-3131

19
日田市総合保健福祉センター
（ウェルピア）

日田市上城内町１－８ 桂林 0973-24-3000

20 日田市立桂林小学校 日田市上城内町２－３５ 桂林 0973-24-6081

21 日田市立淡窓図書館 日田市上城内町１－７２ 桂林 0973-22-2497

【日田市の施設のAED設置状況】



22 日田市勤労者総合福祉センター 日田市田島３丁目６９ 田島 0973-22-5733

23 日田市役所　別館（１階） 日田市田島２丁目６－１ 田島 0973-23-3111

24 日田市役所　本庁舎（１階） 日田市田島２丁目６－１ 田島 0973-23-3111

25 日田市立東部中学校 日田市田島２丁目１２-８ 田島 0973-22-7135

26 日田市弓道場 日田市田島町１９７ 田島
0973-22-8442

（スポーツ振興課）

27 日田市総合体育館 日田市田島３丁目２９ 田島 0973-24-6750

28 日田市総合陸上競技場 日田市田島３丁目６１３－２ 田島 0973-24-6930

29 日田市葬斎場 日田市神来町１９０ 三芳 0973-24-4040

30 日田市立三芳小学校 日田市下井手町９４０ 三芳 0973-23-6234

31 三芳公民館 日田市下井手町９２５－２ 三芳 0973-22-1491

32 北友田３丁目地区集会所 日田市北友田３丁目２５３１－１２ 光岡 0973-23-6920

33 郷土史料館（岳林寺内） 日田市北友田１丁目１３１４－１ 光岡
0973-24-7171
(文化財保護課）

34 生涯学習交流センター 日田市北友田３丁目２８９３－４４ 光岡 0973-26-3211

35 光岡公民館 日田市北友田１丁目１２２１－１ 光岡 0973-23-8984

36 光岡こども園 日田市北友田３丁目２５３１－５７ 光岡 0973-24-3608

37 日田市立光岡小学校 日田市北友田１丁目１１３３－２ 光岡 0973-23-6258

38 朝日ケ丘球場 日田市北友田１丁目１５４４－３ 光岡 0973-24-6750

39 浄化センター 日田市南友田町７１７－１ 光岡 0973-24-3350

40 環境衛生センター 日田市南友田６５１ 光岡 0973-22-3472

41 学校給食センター 日田市北友田2丁目１９１０－１０ 光岡 0973-23-5185

42 上野浄水場 日田市上野町２７２－１ 高瀬 0973-22-1270

43 京町地区集会所 日田市京町５１－５ 高瀬 0973-23-4620

44 高瀬公民館 日田市誠和町７９６－３ 高瀬 0973-24-2705



45 高瀬こども園 日田市銭渕町２４３－１ 高瀬 0973-24-5005

46 日田市立高瀬小学校 日田市誠和町７８１－２ 高瀬 0973-23-6241

47 日田市立南部中学校 日田市銭渕町２８８ 高瀬 0973-23-6275

48 朝日公民館 日田市朝日町９４５－１ 朝日 0973-23-8994

49 萩尾公園 日田市君迫町１３３５－１ 朝日
0973-24-3595

（萩尾公園管理事務
所）

50 日田市立朝日小学校 日田市朝日町９３６－１ 朝日 0973-22-5242

51 バイオマス資源化センター 日田市清水町１９０６ 三花 0973-25-5811

52 日田市立三和小学校 日田市清水町１１８７ 三花 0973-22-2284

53 日田市立戸山中学校 日田市藤山町２１３-１ 三花 0973-24-9140

54
花月コミュニティセンター
（旧日田市立花月小学校）

日田市市ノ瀬町１４４５ 三花
0973-22-8356

（まちづくり推進課）

55 伏木多目的交流館 日田市伏木町３５１２ 三花
0973-22-8356

（まちづくり推進課）

56 三花公民館 日田市清水町９４８－１ 三花 0973-24-3388

57 西有田公民館 日田市石松町２９２７－１ 西有田 0973-22-4702

58 日田市立北部中学校 日田市上手町１４８-１ 西有田 0973-23-6272

59 羽田多目的交流館 日田市日の本町２４６３－１ 東有田 0973-24-8421

60 月出山多目的交流館 日田市月出町５５９０ 東有田 0973-24-8711

61 東有田公民館 日田市諸留町５２ 東有田 0973-24-8141

62 日田市立有田小学校 日田市諸留町２６８７－１ 東有田 0973-24-2175

63 日田市立東有田中学校 日田市諸留町４８８-２ 東有田 0973-24-8179

64 小鹿田焼陶芸館 日田市源栄町１３８ 小野
0973-24-7171
(文化財保護課）

65 小野公民館 日田市鈴連町９００－３ 小野 0973-29-2412

66 小野民芸村 日田市源栄町４８３０－３ 小野 0973-29-2005

67 日田市立小野小学校 日田市鈴連町１６５８－１ 小野 0973-29-2111



68 大鶴公民館 日田市大鶴本町８７０ 大鶴 0973-28-2846

69
日田市立大明小学校
日田市立大明中学校

日田市大肥本町１７０１ 大鶴
小学校0973-26-8503
中学校0973-28-2224

70 旧日田市立夜明小学校 日田市夜明中町１５４７ 夜明
0973-22-6868
（社会教育課）

71 夜明公民館 日田市夜明中町１５４７ 夜明 0973-27-2122

72 五和公民館 日田市石井町１丁目２７４－４ 五和 0973-23-5622

73 平野球場 日田市小山町４７９－１ 五和 0973-22-4624

74 小山多目的交流館 日田市小山町１３５０－１ 五和 0973-22-5892

75 清掃センター 日田市緑町１丁目５－１ 五和 0973-23-0111

76 日田市立石井小学校 日田市石井町２丁目４７８ 五和 0973-22-3442

77 曽家多目的交流館 日田市前津江町赤石３１２１－２ 前津江
0973-22-8356

（まちづくり推進課）

78 柚木多目的交流館 日田市前津江町柚木４５１ 前津江
0973-22-8356

（まちづくり推進課）

79 椿ヶ鼻ハイランドパーク 日田市前津江町大野６４－１ 前津江 0973-53-2358

80 日田市立前津江小学校 日田市前津江町大野２５６２ 前津江 0973-53-2210

81 日田市立前津江中学校 日田市前津江町大野２２１４ 前津江 0973-53-2211

82 前津江郷土文化保存伝習施設 日田市前津江町大野８３７－１ 前津江
0973-24-7171
(文化財保護課）

83
前津江公民館
前津江保健センター

日田市前津江町大野２１８４－１ 前津江 0973-53-2203

84
前津江高齢者生活福祉センター
（しおじ苑）

日田市前津江町大野２１７７－２ 前津江 0973-53-2948

85 まえつえ保育園 日田市前津江町大野２１８８ 前津江 0973-53-2409

86 日田市前津江振興局 日田市前津江町大野２１８９－１ 前津江 0973-53-2111

87 旧日田市立中津江小学校 日田市中津江村栃野２３５７－１ 中津江
0973-22-6868
（社会教育課）

88 日田市中津江振興局 日田市中津江村栃野２３５７－１ 中津江 0973-54-3111

89
中津江高齢者生活福祉センター
（安寿苑）

日田市中津江村栃野２６２０－２ 中津江 0973-54-3838

90 なかつえ保育園 日田市中津江村栃野２３１１－２ 中津江 0973-54-3044



91 日田市鯛生スポーツセンター 日田市中津江村合瀬１９３６－６５ 中津江 0973-56-5016

92
日田市立津江小学校
日田市立津江中学校

日田市中津江村栃野４３４１ 中津江
小学校0973-54-4020
中学校0973-54-3116

93 鯛生金山観光施設 日田市中津江村合瀬３７４６ 中津江 0973-56-5316

94 奥日田フィッシングパーク 日田市上津江町川原１６５６－９３ 上津江 0973-55-2003

95
上津江高齢者生活福祉センター
（やすらぎ苑）

日田市上津江町川原３９３８ 上津江 0973-54-3126

96 すぎっ子こども園 日田市上津江町川原２４４３－３ 上津江 0973-55-2505

97 道の駅せせらぎ郷かみつえ 日田市上津江町川原３８４８－１ 上津江 0973-54-3514

98 日田市立上津江診療所 日田市上津江町川原３９３３ 上津江 0973-54-3001

99 日田市上津江振興局 日田市上津江町川原２７１０ 上津江 0973-55-2011

100 おおやまこども園 日田市大山町西大山３５０１－１ 大山 0973-26-2266

101 大山公民館 日田市大山町西大山３６００ 大山 0973-52-3255

102 大山総合福祉センター 日田市大山町西大山３６１０－１ 大山 0973-52-3454

103 日田市大山文化センター 日田市大山町西大山３５９８－１ 大山 0973‐52‐3105

104 日田市大山振興局 日田市大山町西大山３４９４－１ 大山 0973-52-3101

105
日田市立大山小学校
日田市立大山中学校

日田市大山町西大山３６１５－１ 大山
小学校0973-52-2052
中学校0973-52-2051

106 旧日田市立都築小学校 日田市大山町東大山１１２５ 鎌手
0973-22-8234
（教育総務課）

107 旧日田市立大山中学校 日田市大山町西大山４２６７ 鎌手
0973-22-8442

（スポーツ振興課）

108 旧日田市立大山小学校 日田市大山町西大山５９２６－３ 鎌手 0973-52-2052

109 松原児童館 日田市大山町西大山８４４２－３ 鎌手 0973-52-2922

110 天瀬公民館 日田市天瀬町桜竹６６９－２ 中川 0973-57-8212

111 天瀬総合福祉センター 日田市天瀬町合田１９８６－２ 中川 0973-57-3157

112 旧日田市立桜竹小学校 日田市天瀬町桜竹２４２ 中川
0973-22-8234
（教育総務課）

113 旧日田市立台小学校 日田市天瀬町女子畑１２９８－１ 中川
0973-22-8234
（教育総務課）



114 日田市Ｂ＆Ｇ天瀬海洋センター 日田市天瀬町桜竹８０－１ 中川 0973-57-3999

115 日田市天瀬振興局 日田市天瀬町桜竹６７１－２ 中川 0973-57-3101

116 日田市立東渓小学校 日田市天瀬町馬原４０１１－１ 馬原 0973-57-2524

117 日田市立東渓中学校 日田市天瀬町馬原２２７６ 馬原 0973-57-2506

118 天瀬公民館五馬分館 日田市天瀬町五馬市２１６６－１ 五馬 0973-57-2994

119 天瀬農業公園 日田市天瀬町五馬市２３４８－３ 五馬 0973-57-8187

120 日田市立いつま小学校 日田市天瀬町五馬市２０４０ 五馬 0973-57-2750

121 日田市立五馬中学校 日田市天瀬町塚田１６９ 五馬 0973-57-2036

122 塚田コミュニティセンター 日田市天瀬町塚田８９３－１ 五馬
0973-22-8356

（まちづくり推進課）

123
出口コミュニティセンター
（旧日田市立出口小学校）

日田市天瀬町出口１８４２ 五馬
0973-22-8356

（まちづくり推進課）

124 貸出用（要予約） 日田市田島２丁目６－１ 田島 0973-23-3111


