
平成２６年１１月１日現在

№ 施　　設　　名 住　　所

1 吉川市役所庁舎 吉川２－１－１
2 吉川市視聴覚ライブラリー 木売１－５－３
3 吉川市東部市民サービスセンター 加藤４３８
4 吉川市旭地区センター 旭６－４
5 吉川市保健センター 吉川２－１－１３
6 吉川市環境センター 鍋小路４３１
7 吉川市市民農園 上内川１６０５－１
8 吉川市老人福祉センター 吉川９６４
9 吉川市児童館ワンダーランド 高久１２６０

10 吉川市立第１保育所 きよみ野２－２２－１
11 吉川市立第２保育所 木売新田１６
12 吉川市教育委員会 吉川１－２１－１３
13 吉川市民交流センターおあしす(市立図書館） きよみ野１－１
14 吉川市中央公民館 保５７７
15 吉川市総合体育館 上笹塚１－５８－１
16 吉川市総合体育館（貸出用） 上笹塚１－５８－１
17 吉川市総合体育館（温水プール） 上笹塚１－７９－１
18 吉川市旭公園球場 旭２９７７
19 吉川市第一学校給食センター 川藤１４－１
20 吉川市第二学校給食センター 木売新田４２３
21 吉川市少年センター 平沼１８３５
22 吉川市水道課 会野谷４９６
23 吉川市立吉川小学校 平沼７３
24 吉川市立旭小学校 南広島１９４０
25 吉川市立三輪野江小学校 加藤６４１
26 吉川市立関小学校 吉川団地１－１０
27 吉川市立北谷小学校 高富８５７
28 吉川市立栄小学校 吉川６１５－１
29 吉川市立中曽根小学校 中曽根２－４
30 吉川市立美南小学校 美南４－１７－３
31 吉川市立東中学校 上笹塚３－１０４－１
32 吉川市立南中学校 保６７２
33 吉川市立中央中学校 吉川２３４－１
34 平沼地区公民館 平沼７３
35 関学童保育室 吉川団地１－１
36 北谷学童保育室 高富８５７
37 栄学童保育室 吉川６１３
38 三輪野江学童保育室 加藤６４１
39 中曽根学童保育室 中曽根２－４
40 旭学童保育室 南広島１９４０
41 美南地区公民館 美南４－１７－３
42 保第二公園防犯活動ステーション 保１－２８

№ 施　　設　　名 住　　所

1 埼玉県立吉川美南高等学校 高久６００
2 吉川松伏消防組合　消防本部 会野谷４８１
3 吉川松伏消防組合　吉川消防署 会野谷４８１
4 吉川松伏消防組合　吉川消防署南分署 美南２－４

吉川市内の自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置施設

１、市の公共施設

２、その他の公共施設



№ 施　　設　　名 住　　所

1 ＪＲ吉川駅 木売１－６
2 相羽医院 栄町８８８－１
3 メディカルコミュニティマイ 上笹塚３－２０７
4 石井クリニック 保５８７－１
5 土屋医院 加藤４４１
6 大蔵小児科内科医院 中曽根２－１－６
7 秋本小児科アレルギー科医院 保１－３－７吉川医療ビル５Ｆ
8 吉川中央総合病院 平沼１１１
9 中村病院 八子新田３７９

10 磯久クリニック 関２２６－１
11 金田整形外科 吉川３２４
12 埼葛クリニック 富新田２４５
13 大久保クリニック 平沼１６４９
14 さくら医院 平沼１６９２－１
15 ネオポリスハヤシ医院 吉川６５６－１６
16 三宅クリニック 高富２－１０－１
17 新栄整骨院 栄町１４８８－３
18 宮崎歯科医院 鍋小路１４
19 たかせ歯科医院 高富２－１４－８
20 平井歯科医院 上笹塚３－２３２
21 横川歯科医院 栄町１４９５
22 小野歯科クリニック 栄町７０６－１高山ビル１Ｆ
23 白井歯科 皿沼１－５０－２
24 小野歯科きよみ野診療所 きよみ野２－２５－８
25 だて歯科クリニック 関３６０－1
26 スサデンタルオフィス（歯科医院） 中野１－２コスモハイツ１Ｆ
27 戸張歯科クリニック 木売新田１３１－１
28 豊田歯科医院 高久１－２８－４
29 成本歯科医院 道庭２－２－２１
30 茂幼稚園 吉川５６４－１
31 吉川ムサシノ幼稚園 美南５－２５－１
32 ワカマツ幼稚園 鹿見塚１３１－２
33 社会福祉法人九星会　青葉保育園 木売新田４７
34 吉川つばさ保育園 保１－２４－１
35 介護老人保健施設　ケアリングよしかわ 八子新田５２９
36 特別養護老人ホーム吉川平成園 加藤１８７－１
37 ケアハウス平成 加藤１８７－１
38 あずみ苑吉川 保９３１－１
39 相羽医院たんぽぽ 吉川６３０－１
40 青木信用金庫　吉川支店 高富１－１４－１７
41 亀有信用金庫吉川支店 木売３－７－５
42 武蔵野銀行吉川支店 平沼１－１４－１２
43 ＪＡさいかつ　吉川支店 保６０９－１
44 ＪＡさいかつ　旭支店 南広島２０８８－２
45 ＪＡさいかつ　三輪野江支店 中井２－４７－１
46 ＪＡさいかつ　吉川農産物直売所 保６０９－１
47 コッコロ吉川ショッピングセンター 栄町１５１８
48 ドコモショップ吉川店 栄町７０４
49 越谷ゴルフ倶楽部 吉屋５２５
50 スイミングクラブ　ルネサンス吉川 吉川１４４５
51 新和環境 小松川５７５－１
52 東武商事（株） 旭３－１
53 （株）小林 美南５－７－５
54 空手道真士会 川藤３５８２－５

３、民間の施設



55 健介オフイス 保１丁目４－１２
56 西山建設（株） 皿沼２－５１
57 リハビリディ　ねむの木 吉川１－２８－１
58 ねむの木整骨院 保１－１９－１２

＊色塗りの施設は、埼玉県へ自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置届出がされている施設です。
＊上記以外の場所で既にＡＥＤを設置している、または今後ＡＥＤの設置予定があり、公表可能な
　施設がありましたら連絡してください。
また、すでにＡＥＤを設置している施設で台数の増減がありましたら連絡してください。
連絡先　健康増進課庶務係　電話048-982-9803



県内のＡＥＤ設置場所を携帯電話で検索できます。
カメラ付き携帯を所有している人は、下記のＱＲコードから閲覧できます。

　　　　　　　ＡＥＤ検索サイトのＱＲコード
　 カメラが付いていない携帯を所有している人は、
下記のアドレスを直接入力して利用してください。

http://www.ipos-map.jp/asp/aed.asp

４、埼玉県内のＡＥＤ設置場所紹介

http://www.ipos-map.jp/asp/aed.asp

