
AED設置施設

令和５年２月１日現在

施設名 所在地 設置場所

有明西学園 有明1-7-13 １階前期課程西玄関・１階後期課程東玄関

有明スポーツセンター 有明2-3-5 A棟6Fロビー・B棟3Fロビー

有明小学校 有明2-10-1 １階正面玄関　受付前

有明中学校 有明2-10-1 １階玄関昇降口

扇橋小学校 石島18-5 1階正面玄関　主事室前

海辺乗船場 海辺8-4 海辺乗船場管理棟

深川南部保健相談所 枝川1-8-15-102 １階廊下階段付近

枝川幼稚園 枝川3-4-1-101 1階職員室　テラス側

枝川小学校 枝川3-5-3 1階正面玄関　主事室前

枝川区民館 枝川3-6-16 １Fホール

深川スポーツセンター 越中島1-2-18 １Fロビー・事務所

越中島プール 越中島1-3-23 監視室

越中島小学校 越中島3-6-38 1階中央玄関　下駄箱上

深川第三中学校 越中島3-7-1 1階正面玄関　主事室横

小松橋出張所 扇橋2-1-5 １Fホール

江東区障害者福祉センター 扇橋3-7-2 １F受付

つばめ幼稚園 扇橋3-20-13-101 1階正面玄関　職員室前

男女共同参画推進センター 扇橋3-22-2 １Fホール（エレベーター付近）

第一大島小学校 大島2-41-4 1階正面玄関　主事室横

城東保健相談所 大島3-1-3 １階診察室入り口

第二大島小学校 大島3-16-2 1階第一玄関

第二大島中学校 大島3-27-18 1階来賓職員玄関　主事室前
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大島西中学校 大島4-1-23 1階正面玄関　主事室前

大島子ども家庭支援センター 大島4-1-37 ２階　事務室

大島第二保育園 大島4-1-6-130 事務室

総合区民センター 大島4-5-1 2F展示ホール

大島福祉会館 大島4－5－1総合区民センター３F 事務室内受付窓口

大島南央小学校 大島4-18-5 1階正面玄関　受付カウンター下

大島第五保育園 大島4-21-3-101 玄関　

江東区シルバー人材センター大島作業所 大島5-21-14 作業所内

大島幼稚園 大島5-38-1 1階玄関

大島保育園 大島5-53-1-101 事務室

大島第三保育園 大島6-1-6-130 事務室

第四大島小学校 大島6-7-8 1階東玄関

大島高齢者在宅サービスセンター 大島6-14-4-103 １F医務室内

大島児童館 大島7-28-1-104 事務室

第三大島幼稚園 大島7-39-2-101 1階正面玄関　左側

大島第四保育園 大島8-12-20-101 事務室

大島中学校 大島8-12-22 １階主事室前

東大島文化センター 大島8-33-9 1Fロビー(事務所窓口脇)

第五大島小学校 大島8-40-13 1階正面玄関　主事室前

中川船番所資料館 大島9-1-15 1Fロビー

東大島図書館 大島9-4-2-101 １階カウンター

第三大島小学校 大島9-5-3 1階正面玄関　主事室前

きっずクラブ三大 大島9-6-17 事務室
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わかば保育園 大島9-7-8-101 事務室

川の駅 大島9-10 にぎわい施設

第三亀戸中学校 亀戸1-12-10 2階職員室前　廊下

亀戸福祉会館 亀戸1-24-6 2F事務室

亀戸第三保育園 亀戸1-24-6 事務室

亀戸児童館 亀戸2-1-19 事務室

第一亀戸小学校 亀戸2-5-7 1階玄関　主事室横

第一亀戸幼稚園 亀戸2-5-7 １階正面玄関　職員室前

亀戸文化センター 亀戸2-19-1 1Fロビー、3Fホールロビー

亀戸高齢者在宅サービスセンター 亀戸4-21-13 ３F事務室内

亀戸第四保育園 亀戸4-21-13 1F職員室内

香取小学校 亀戸4-26-22 1階正面玄関　主事室前

第二亀戸中学校 亀戸4-51-1 1階玄関　主事室前

水神小学校 亀戸5-22-22 1階正面玄関　主事室前

竪川河川敷公園 亀戸6-33-10 管理事務所

第二亀戸小学校 亀戸6-36-1 1階正面玄関　柱時計下

第二亀戸幼稚園 亀戸6-36-1 １階職員室　園庭出入口

亀戸保育園 亀戸6-54-2-101 事務室

亀戸第三児童館 亀戸7-39-9 事務室

亀戸図書館 亀戸7-39-9 １階カウンター

青少年交流プラザ 亀戸7-41-16 １F事務室

亀戸第二保育園 亀戸7-41-16
事務室

亀戸スポーツセンター 亀戸8-22-1 １Fロビー
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亀戸中学校 亀戸9-2-2 1階正面玄関　主事室前

江東区亀戸福祉園 亀戸9-6-29 １F医務室内

浅間竪川小学校 亀戸9-22-4 1階正面玄関　主事室受付横

亀戸老人福祉センター 亀戸9-33-2-101 1F事務所窓口

きっずクラブ浅間竪川 亀戸9-34-1-141 事務室

北砂保育園 北砂1-1-4-101 事務室

スポーツ会館 北砂1-2-9 １Fｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ前・事務所

小名木川保育園 北砂1-3-30 事務室

きっずクラブ北砂 北砂1-3-33 事務室

北砂小学校 北砂1-3-36 1階正面玄関　主事室前

砂町出張所 北砂4-7-3 １F出張所内

砂町小学校 北砂4-13-23 1階昇降口　職員靴箱脇

城東老人福祉センター 北砂4-20-12 1F事務室

砂町文化センター 北砂5-1-7 1Fロビー(事務所窓口脇)

小名木川第二保育園 北砂5-20-3-101 事務室

小名木川児童館 北砂5-20-5-101 事務室

なでしこ幼稚園 北砂5-20-7-102 1階玄関右　靴箱上

亀高保育園 北砂5-20-9-101 事務室

亀高第二保育園 北砂5-20-10-101 事務室

亀高小学校 北砂5-20-16 1階正面玄関　主事室前

第四砂町中学校 北砂5-20-17 1階正面玄関　主事室前

小名木川小学校 北砂5-22-10 1階正面玄関　主事室前

砂町中学校 北砂6-16-28 1階正面玄関　主事室前
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北砂ホーム 北砂6-20-30 ３F北砂ホーム介護ステーション内

第六砂町小学校 北砂6-26-6 1階正面玄関

平久小学校 木場1-2-2 1階正面玄関　主事室前

平久幼稚園 木場1-2-2 １階正面玄関　トイレ横

きっずクラブ平久 木場1-3-6 1階事務室

深川図書館 清澄3-3-39 １階カウンター

猿江保育園 猿江1-8-10 1F事務室内

塩浜保育園 塩浜1-3-10 1F事務室内出入口付近

塩浜福祉会館 塩浜2-5-20 ２F 2F事務室受付

塩崎保育園 塩浜2-6-3 事務室

塩浜ホーム 塩浜2-7-17 ３F塩浜ホーム介護ステーション内

きっずクラブ塩浜 塩浜2-8-29-101 事務室

深川第八中学校 塩浜2-21-14 1階正面玄関

潮見野球場・庭球場 潮見1-1-1 管理事務所

潮見保育園 潮見1-29-15-101 静養室

環境学習情報館（えこっくる江東） 潮見1-29-7 １Fエレベーターホール

東雲保育園 東雲1-8-5-101 事務室

きっずクラブ東雲第二 東雲1-9-13-101 事務室

グランチャ東雲 東雲1-9-46 3階事務所窓口・5階いこいフロア・6階事務所

ひばり幼稚園 東雲2-4-1-103 1階正面玄関

東雲児童館 東雲2-4-4-102 事務室

東雲第二保育園 東雲2-4-4-103 事務室

東雲小学校 東雲2-4-11 1階東側玄関　主事室前
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きっずクラブ東雲第三 東雲2-7-3 事務室

東雲図書館 東雲2-7-5-201 ２階カウンター

深川江戸資料館 白河1-3-28 1Fロビー（エレベーター前）

白河かもめ保育園 白河1-5-1-101 玄関　

白河保育園 白河1-7-1 事務室

白河高齢者在宅サービスセンター 白河3-4-3-201 2F静養室内

深川保健相談所 白河3-4-3-301 ３Fだれでもトイレ前

元加賀小学校 白河4-3-19 1階中央玄関　主事室前

元加賀幼稚園 白河4-9-17 １階玄関左　職員室横

八名川小学校 新大橋3-1-15 1階正面玄関　主事室前

地域密着型介護施設（多機能ホーム新砂） 新砂3-3-11 3F小規模多機能介護施設内

新砂保育園 新砂3-3-11 1F事務室内

新砂運動場 新砂3-9-1 管理事務所・サッカー場（自動販売機横）

こどもプラザ 住吉1-9-8 各階

東川小学校 住吉1-12-2 1階正面玄関

江東公会堂（ティアラこうとう） 住吉2-28-36 B1F事務所内

深川第四中学校 千石1-12-12 1階正面玄関　主事室前

川南小学校 千石2-9-12 1階正面玄関　職員用下駄箱上

川南幼稚園 千石2-9-12 １階職員室入り口横

千田福祉会館 千田21-18 １Ｆ事務室

千田保育園 千田22-8 1F事務室内

深川北子ども家庭支援センター 髙橋14-6 １階　事務室

深川小学校 高橋14-10 1階職員室前
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辰巳中学校 辰巳1-10-57 1階職員玄関

辰巳第二保育園 辰巳1-10-65-101 事務室前廊下

辰巳第三保育園 辰巳1-10-81-101 玄関　

第二辰巳小学校 辰巳1-1-22 1階北側職員玄関奥　右側壁面

辰巳児童館 辰巳1-1-36 1階受付窓口

辰巳小学校 辰巳1-11-1 1階正面玄関　主事室前

辰巳幼稚園 辰巳1-11-1 職員玄関　職員室前

江東区保健所（健康センター） 東陽2-1-1 1階ホール

江東ホーム 東陽2-1-2 ２F介護ステーション

東陽中学校 東陽2-1-8 1階玄関壁

南陽幼稚園 東陽2-1-14 1階正面玄関　正面扉右横

南陽小学校 東陽2-1-20 1階正面玄関　主事室前・増築校舎１階玄関　図工室前

東陽子ども家庭支援センター 東陽3-1-2 １階　エレベーター前

東陽保育園 東陽3-22-1-101 事務室

東陽小学校 東陽3-27-12 1階保健室内

江東区文化センター 東陽4-11-3 2F事務所前、2Fホールロビー倉庫内

江東区役所 東陽4-11-28 2階区民ホール・4階ＥＶホール

江東区防災センター 東陽4-11-28 2階連絡通路

産業会館 東陽4-15-8 第6展示室入口横

東陽児童館 東陽5-16-13 事務室

豊住庭球場 東陽6-1-13 管理事務所

高齢者総合福祉センター 東陽6-2-17
1F東陽福祉会館・2Fシルバー人材センター・3F東陽
高齢者在宅サービスセンター事務所内

芭蕉記念館 常盤1-6-3 1F受付窓口脇
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富岡出張所 富岡1-16-12 １F出張所内

深川庭球場 富岡1-17-9 管理事務所

数矢小学校 富岡1-18-7 1階西玄関

豊洲文化センター 豊洲2-2-18 8Fロビー(事務所窓口脇)

豊洲シビックセンター 豊洲2-2-18 3F・5F・9F・11Fエレベータホール

豊洲公園 豊洲2-3-6 管理事務所

きっずクラブ豊洲三丁目 豊洲3-5-21-101 育成室内事務コーナー

豊洲北小学校 豊洲3-6-1 第一校舎1階正面玄関　主事室前

豊洲小学校 豊洲4-4-4 本校舎1階玄関ホール　エレベータ横

豊洲幼稚園 豊洲4-4-4 1階玄関　靴箱前

豊洲保育園 豊洲4-5-8 事務室内

豊洲児童館 豊洲4-10-4-111 事務室

深川第五中学校 豊洲4-11-18 1階正面玄関　主事室前

豊洲西小学校 豊洲5-1-35
1階正面玄関内
体育館棟1階プール監視室
体育館棟２階廊下トレーニング室

豊洲子ども家庭支援センター 豊洲5-5-1-201 ２階　玄関入口

豊洲ぐるり公園 豊洲6-5-33 レストラン

東砂庭球場 東砂1-2-13 管理事務所

東砂第三保育園 東砂1-5-3-101 事務室

東砂第二保育園 東砂2-6-4-101 事務室

東砂小学校 東砂2-12-14 1階正面玄関　主事室前

東砂保育園 東砂2-13-2-101 事務室

東砂第二児童館 東砂2-13-13 事務室

第七砂町小学校 東砂3-21-5 1階正面玄関　主事室前
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荒川砂町庭球場 東砂3-28-13 管理事務所

江東区東砂福祉園 東砂3-30-6 １F事務所内

東砂幼稚園 東砂4-20-1 1階正面玄関　左靴箱上

東砂スポーツセンター 東砂4-24-1 １Fロビー

第五砂町幼稚園 東砂7-5-27 １階職員室

東砂福祉会館 東砂7-15-3 1F受付（事務室内）

第二砂町小学校 東砂7-17-30 1階正面玄関　主事室前

東砂第四保育園 東砂7-17-35-101 事務室

第二砂町中学校 東砂8-10-9 1階西昇降口　主事室前

第五砂町小学校 東砂8-11-5 1階正面玄関　主事室前

深川老人福祉センター 平野1-2-3 １階事務室

深川北スポーツセンター 平野3-2-20 １Fロビー

深川第六中学校 平野3-6-13 2階玄関　職員用下駄箱横

深川一丁目保育園 深川1-6-15-101 事務室

明治小学校 深川2-17-26 1階正面玄関　主事室前

深川第二中学校 冬木22-10 1階正面玄関　主事室前

古石場福祉会館 古石場1-11-11 2F事務所

ちどり幼稚園 古石場1-11-11 1階玄関　職員室横

古石場文化センター 古石場2-13-2 1F事務所内

古石場高齢者在宅サービスセンター 古石場2-14-1-101 1F事務所内

古石場保育園 古石場2-14-1-102 事務室

第二南砂中学校 南砂1-2-18 1階正面玄関　主事室前

南砂第二保育園 南砂2-3-1-101 1F玄関横
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第四砂町小学校 南砂2-13-18 1階職員玄関　主事室前廊下

南砂児童館 南砂2-3-17 １階事務室

南砂中学校 南砂2-3-20 1階正面玄関　主事室横

南砂小学校 南砂2-3-21 1階正面玄関　主事室前

みどり幼稚園 南砂2-3-3-101 1階玄関　入口横

南砂第三保育園 南砂2-3-3-102 事務室

南砂第四保育園 南砂2-3-4-101 事務室

南砂高齢者在宅サービスセンター 南砂2-3-5-102 １F事務室内

南砂第五保育園 南砂2-3-6-103 事務室

第三砂町中学校 南砂3-10-3 1階正面玄関　主事室前

南砂町駅地下自転車駐車場 南砂3-14 管理室

南砂子ども家庭支援センター 南砂3-14-1-101 １階　職員出入り口棚

城東南部保健相談所 南砂4-3-10 ３階事務室

南砂第一保育園 南砂4-4-1-102 事務室

第三砂町小学校 南砂6-3-13 1階正面玄関　主事室前

きっずクラブ南砂六丁目 南砂6-5-2-101 事務室

江東図書館 南砂6-7-52 １階カウンター

南砂出張所 南砂6-8-3 １F出張所内

南砂さくら保育園 南砂6-8-3 1F事務室玄関側窓

城東保育園 南砂7-9-11 事務室

深川第七中学校 毛利1-14-1 1階正面玄関　主事室前

江東区第二あすなろ作業所 毛利2-1-14 事務所内

毛利保育園 毛利2-1-14 事務室内



AED設置施設

施設名 所在地 設置場所

毛利小学校 毛利2-2-2 1階正面玄関　主事室前

森下駅地下自転車駐車場 森下2-30-7先 管理室

森下文化センター 森下3-12-17 1Fロビー（事務所前）

森下保育園 森下3-14-6 事務室

深川第一中学校 森下4-9-22 1階玄関　突き当り廊下の壁

深川老人福祉センター森下分館 森下5-11-1 １階健康相談室

臨海小学校 門前仲町1-1-6 1階正面玄関

深川東京モダン館 門前仲町1-19-15 1Fカウンター内

夢の島総合運動場 夢の島1-1-1 管理事務所

夢の島スケートボードパーク 夢の島１－１ 管理事務所

夢の島競技場 夢の島1-1-2 競技場ロビー

江東区夢の島区民農園 夢の島1-1-2 管理棟

若洲公園 若洲3-2-1 サービスセンター

＊令和５年２月１日現在　２４６施設に２６８台のＡＥＤを設置しています。

なお、設置場所は、施設運営上、移動する場合もございます。


