
番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 電話番号

市川市役所第１庁舎 守衛室内 市川市 八幡1-1-1 047-334-1111

市川市役所第１庁舎 議事課ロッカー付近 市川市 八幡1-1-1 047-334-1111

2 市川市役所第２庁舎 総合受付横 市川市 南八幡2-20-2 047-334-1111

3 市川市役所南八幡仮設庁舎 玄関正面 市川市 南八幡1-17-15 047-383-9542

市川市役所市川南仮設庁舎 管財課車両担当執務室 市川市 市川南2-9-12 047-712-6368

市川市役所市川南仮設庁舎 循環型社会推進課前 市川市 市川南2-9-12 047-712-6368

5 市川市役所八幡分庁舎 1階玄関ロビー内 市川市 八幡4-2-1 047-332-8746

6 市川市役所中山窓口連絡所 1階執務室内 市川市 中山4-14-1 047-332-6661

7 市川市役所大柏出張所 2階大野公民館事務室前 市川市 南大野2-3-19 047-339-3111

8 市川市役所分庁舎C棟 2階保健医療課内 市川市 東大和田1-2-10 047-712-8641

9 市川市役所仮本庁舎分館 ２階技術管理課 市川市 南八幡2-17-7 047-704-0058

10 市川駅行政サービスセンター 待合ロビー 市川市 市川南1-1-1
ザ・タワーズ・イースト3階 047-704-3111

11 南行徳市民センター 玄関正面 市川市 南行徳1-21-1 047-359-7891

12 アクス本八幡 こども政策部部長席横 市川市 南八幡3-4-1　2階 047-711-0677

生涯学習センター（中央図書館） 生涯学習センター1Fロビー 市川市 鬼高1-1-4 047-320-3346
（中央図書館）

生涯学習センター（教育センター） 教育センター受付 市川市 鬼高1-1-4 047-320-3335

文化会館 事務室 市川市 大和田1-1-5 047-379-5111

文化会館 大ホール楽屋通路 市川市 大和田1-1-5 047-379-5111

15 保健センター 玄関（風除室） 市川市 南八幡4-18-8 047-377-4511

16 霊園 事務室入口正面 市川市 大野町4-2481 047-337-5696

17 斎場 事務室入口正面 市川市 大野町4-2610-1 047-338-2941

18 アイ・リンクタウン展望施設 交流ラウンジ 市川市 市川南1-10-1
ザ・タワーズ・ウエスト45階 047-322-9300

19 男女共同参画センター    ウィズ ４階窓口前 市川市 市川1-24-2 047-322-6700

20 旧八幡市民談話室 玄関正面 市川市 八幡2-4-8 047-712-8704

21 行徳文化ホールＩ＆Ｉ 正面玄関右側ロビー壁面 市川市 末広1-1-48 047-701-3011

22 清華園 正面玄関脇 市川市 中山4-14-1 047-333-6147

23 芳澤ガーデンギャラリー 事務室前 市川市 真間5-1-18 047-374-7687

24 郭沫若記念館 事務室内 市川市 真間5-3-19 047-372-5400

25 木内ギャラリー 事務室前 市川市 真間4-11-4 047-371-4916

26 行徳ふれあい伝承館 事務室内 市川市 本行徳35-7 047-314-8177

27 八幡市民会館（全日警ホール） 正面玄関脇、エレベーター前 市川市 八幡4-2-1 047-335-1542

28 東山魁夷記念館 階段踊り場 市川市 中山1-16-2 047-333-2011

29 市川歴史博物館 歴史博物館事務室前 市川市 堀之内2-27-1 047-373-6351

30 市川考古博物館 考古博物館ロビー前 市川市 堀之内2-26-1 047-373-2202

31 いちかわ情報プラザ ２階文化芸術課執務室入口 市川市 南八幡4-2-5-201 047-300-8020

32 南行徳保健センター 事務室内 市川市 南行徳1-21-1 047-359-8785

33 こども発達センター 玄関(公民館事務室入口) 市川市 大洲4-18-3 047-370-3561

34 こども発達センター分館（そよかぜキッズ） 玄関ロビー 市川市 稲荷木1-14-1 047-712-6555

35 少年自然の家 事務室内 市川市 大町280-4 047-337-0533

36 勤労福祉センター 玄関正面柱 市川市 南八幡2-20-1 047-370-5201

37 勤労福祉センター分館 玄関 市川市 南八幡5-20-3 047-370-1357

38 身体障がい者福祉センター 事務室カウンター 市川市 本行徳1-5 047-357-9165

39 明松園 事務室カウンター 市川市 中国分2-17-21 047-372-9017

≪AED設置場所一覧≫
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40 菅野終末処理場 ２階入口 市川市 東菅野2-23-1 047-325-0144

41 クリーンセンター 中央制御室内 市川市 田尻1003 047-328-2326

42 動植物園 執務室壁面 市川市 大町284 047-338-1960

43 観賞植物園 執務室壁面 市川市 大町213-11 047-339-4411

44 万葉植物園 事務所内 市川市 大野町2-1857 047-337-9866

45 里見公園 事務所内 市川市 国府台3-9 047-372-0062

46 広尾防災公園 事務所内 市川市 広尾2-3-2 047-359-0155

47 大柏川第一調節池緑地 事務室前 市川市 北方町4-1444-8 047-712-6307

48 国府台市民体育館 1階Fロビー 市川市 国府台1-6-4 047-373-3111

49 塩浜市民体育館 1階ロビー 市川市 塩浜4-9-1 047-398-2311

50 信篤市民体育館 正面玄関 市川市 高谷1-8-2 047-372-6336

51 福栄スポーツ広場 管理棟受付横 市川市 福栄4-32-4 047-398-0606

52 市民プール 医務室 市川市 北方町4-2270-3 047-338-7346

53 J：COM北市川スポーツパーク 管理棟内 市川市 柏井町4-277-1 047-337-1810

54 いちかわ市民キャンプ場 管理棟内 市川市 柏井町2-992-1 047-337-9802

55 行徳図書館 ２階入口脇 市川市 末広1-1-31 047-358-9011

56 平田図書室 貸出カウンター内 市川市 平田1-20-16 047-321-2243

57 南行徳図書館 1階カウンター内 市川市 相之川1-2-4 047-357-4188

58 市川駅南口図書館 図書館入口右側 市川市 市川南1-10-1
ザ・タワーズ・ウエスト3階 047-325-6241

59 中央公民館 階段下 市川市 八幡4-2-1 047-334-4279

60 菅野公民館 事務室横 市川市 菅野3-24-2 047-322-7761

61 鬼高公民館 事務室隣 市川市 鬼高2-12-23 047-334-2612

62 柏井公民館 事務室入口横 市川市 柏井町2-844 047-338-2988

63 若宮公民館 玄関ロビー自動扉左側 市川市 若宮2-15-8 047-336-7958

64 本行徳公民館 1階エレベーター横 市川市 本行徳12-8 047-359-1351

65 幸公民館 玄関左壁 市川市 幸1-16-18 047-398-0481

66 市川公民館 玄関ホール脇事務室 市川市 市川2-33-2 047-321-1171

67 西部公民館 正面玄関 市川市 中国分2-13-8 047-373-8175

68 東部公民館 玄関受付横 市川市 本北方3-19-16 047-337-8886

69 曽谷公民館 玄関ロビー 市川市 曽谷6-25-5 047-372-2871

70 南行徳公民館 正面玄関 市川市 相之川1-3-7 047-356-7371

71 信篤公民館 公民館事務室 市川市 高谷1-8-1 047-327-6807

72 新井地域ふれあい館 玄関正面 市川市 新井3-31-1 047-395-5019

73 市川地域ふれあい館 玄関正面 市川市 市川2-7-7 047-322-7710

74 平田地域ふれあい館 玄関正面 市川市 平田2-16-7 047-322-4467

75 本八幡地域ふれあい館 玄関正面 市川市 八幡3-7-9 047-326-2452

76 鬼越・鬼高地域ふれあい館 玄関正面 市川市 鬼越2-15-10 047-335-9838

77 奉免地域ふれあい館 玄関正面 市川市 柏井町2-49-6 047-338-5407

78 湊地域ふれあい館 玄関正面 市川市 湊11-18 047-357-9864

79 香取地域ふれあい館 玄関正面 市川市 香取2-19-1 047-358-3854

80 宮田地域ふれあい館 玄関正面 市川市 新田5-16-6 047-324-4525

81 八幡地域ふれあい館 玄関正面 市川市 八幡1-21-10 047-332-5538

82 大野地域ふれあい館 玄関正面 市川市 大野町3-1625-1 047-338-3754

83 行徳地域ふれあい館 玄関正面 市川市 富浜2-5-19 047-357-3276
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84 富美浜地域ふれあい館 玄関正面 市川市 欠真間2-31-5 047-356-5844

85 地域ケア南行徳第2 玄関左 市川市 塩浜4-2 第2号棟 101号室 047-398-8347

86 いきいきセンター市川（市川老人いこいの家） ３階廊下 市川市 市川2-33-6 047-322-2277

87 いきいきセンター北方（北方老人いこいの家） １階受付正面 市川市 北方2-29-19 047-322-3846

88 いきいきセンター南行徳（南行徳老人いこいの家） １階玄関 市川市 香取1-17-18 047-357-1104

89 いきいきセンター田尻（田尻老人いこいの家） １階玄関 市川市 田尻4-13-3 047-379-8631

90 いきいきセンター宮久保（宮久保老人いこいの家） １階玄関正面 市川市 宮久保4-2-4 047-372-5755

91 いきいきセンター鬼越（鬼越老人いこいの家） １階廊下 市川市 鬼越1-25-3 047-335-5779

92 いきいきセンター福栄（福栄老人いこいの家） １階ホール 市川市 福栄4-32-2 047-395-6906

93 いきいきセンター日之出（日之出老人いこいの家） １階玄関 市川市 日之出8-18 047-397-8221

94 いきいきセンター塩浜（塩浜老人いこいの家） １階玄関 市川市 塩浜4-3 1号棟101 047-395-2586

95 いきいきセンター北国分（北国分老人いこいの家） １階活動室内壁面 市川市 北国分1-12-32 047-375-2167

96 市川小学校 校長室前廊下 市川市 市川2-32-5 047-325-4758

97 真間小学校 第４昇降口 市川市 真間4-1-1 047-372-4726

98 中山小学校 事務室前廊下 市川市 中山1-1-5 047-335-2711

99 八幡小学校 校長室前 市川市 八幡3-24-1 047-325-4763

100 国分小学校 玄関正面 市川市 東国分2-4-1 047-371-6793

101 大柏小学校 職員室前 市川市 大野町2-1877 047-337-8141

102 宮田小学校 保健室前廊下 市川市 新田4-8-15 047-379-7647

103 冨貴島小学校 職員室前廊下 市川市 八幡6-10-11 047-334-2624

104 若宮小学校 職員室前廊下 市川市 若宮3-54-10 047-339-2177

105 国府台小学校 職員室前廊下 市川市 国府台5-25-4 047-372-4672

106 平田小学校 保健室横壁面 市川市 平田3-28-1 047-379-6761

107 鬼高小学校 職員室前 市川市 鬼高2-13-5 047-335-0304

108 菅野小学校 Ａ棟一階校長室前 市川市 菅野6-14-1 047-324-5955

109 行徳小学校 職員玄関 市川市 富浜1-1-40 047-357-3116

110 信篤小学校 職員室前 市川市 原木2-16-1 047-328-0165

111 稲荷木小学校 職員玄関右側壁 市川市 稲荷木1-14-1 047-376-5961

112 南行徳小学校 職員室前 市川市 欠真間1-6-38 047-357-3126

113 鶴指小学校 職員室前 市川市 大和田4-11-1 047-379-3588

114 宮久保小学校 職員室前廊下 市川市 宮久保5-7-1 047-371-2747

115 二俣小学校 玄関正面 市川市 二俣678 047-328-0105

116 中国分小学校 職員室前 市川市 中国分1-22-1 047-371-7886

117 曽谷小学校 １F職員室廊下 市川市 曽谷7-18-1 047-371-7888

118 大町小学校 １階保健室前 市川市 大町84-10 047-337-3610

119 北方小学校 職員玄関横 市川市 北方町4-1356-1 047-339-1701

120 新浜小学校 玄関正面（職員室前） 市川市 行徳駅前4-5-1 047-395-5331

121 百合台小学校 職員室前廊下 市川市 曽谷6-10-1 047-374-1811

122 富美浜小学校 １階校長室前 市川市 南行徳2-3-1 047-396-2522

123 柏井小学校 昇降口入ってすぐ正面の廊下 市川市 柏井町1-1149-1 047-337-8877

124 大洲小学校 保健室前 市川市 大洲4-18-1 047-370-0300

125 幸小学校 保健室廊下壁面 市川市 幸1-11-1 047-396-0770

126 新井小学校 児童用昇降口（１階） 市川市 新井1-18-13 047-357-1722
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127 南新浜小学校 玄関正面 市川市 新浜1-26-1 047-396-9731

128 大野小学校 職員玄関 市川市 南大野1-42-1 047-338-3000

129 塩焼小学校 事務室前 市川市 塩焼5-9-8 047-397-1231

130 稲越小学校 ２階保健室棟廊下 市川市 稲越町518-2 047-373-8401

131 大和田小学校 職員室前 市川市 大和田1-1-3 047-378-5001

132 福栄小学校 市民図書室前廊下 市川市 南行徳2-2-1 047-397-8115

133 妙典小学校 江戸川側（ピンクドア）玄関脇 市川市 妙典2-14-2 047-399-5891

134 第一中学校 職員室前 市川市 国府台2-7-1 047-371-6045

135 第二中学校 玄関内右側の壁面 市川市 須和田2-34-1 047-371-6188

136 第三中学校 玄関 市川市 曽谷3-2-1 047-371-7341

137 第四中学校 1棟1階職員玄関前情報コーナー 市川市 中山1-11-1 047-335-3431

138 第五中学校 職員室前廊下 市川市 大野町3-1993 047-337-8344

139 第六中学校 職員室前廊下 市川市 鬼高3-16-1 047-370-0535

140 第七中学校 来客用玄関壁面 市川市 末広1-1-48 047-357-3183

141 第八中学校 保健室前 市川市 大和田4-9-1 047-370-1394

142 下貝塚中学校 職員室廊下 市川市 下貝塚3-13-1 047-371-8800

143 高谷中学校 職員室前 市川市 高谷1627-4 047-328-0211

144 福栄中学校 職員玄関 市川市 福栄3-4-1 047-396-0701

145 東国分中学校 職員玄関右手 市川市 東国分3-5-1 047-371-5963

146 大洲中学校 事務室入り口の横 市川市 大洲4-21-5 047-378-5783

147 南行徳中学校 職員玄関 市川市 南行徳2-2-2 047-397-5910

148 妙典中学校 職員正面、1階保健室前 市川市 妙典5-22-1 047-395-5811

149 塩浜学園（前期課程） 玄関 市川市 塩浜4-5-1 047-397-1250

150 塩浜学園（後期課程） 玄関 市川市 塩浜4-５-1 047-397-4421

151 須和田の丘特別支援学校 １階保健室横 市川市 須和田2-34-1 047-371-2258

152 須和田の丘特別支援学校稲越校舎 保健室前 市川市 稲越町518-2 047-373-9000

153 信篤幼稚園 玄関付近 市川市 高谷1-8-1 047-328-2325

154 大洲幼稚園 職員玄関 市川市 大洲4-3-12 047-370-3648

155 南行徳幼稚園 職員玄関入り口 市川市 欠真間1-6-15 047-358-5333

156 百合台幼稚園 職員玄関 市川市 曽谷6-10-1 047-373-8937

157 新浜幼稚園 職員玄関入口 市川市 行徳駅前4-5-2 047-396-2521

158 塩焼幼稚園 職員室入口 市川市 塩焼5-9-1 047-397-3857

159 平田保育園 玄関 市川市 平田1-20-16 047-324-1311

160 北方保育園 廊下 市川市 北方1-12-1 047-334-6616

161 若宮保育園 玄関 市川市 若宮3-7-6 047-334-2115

162 大洲保育園 玄関 市川市 大洲2-3-8 047-378-3331

163 東大和田保育園 玄関 市川市 東大和田2-6-2 047-378-2829

164 中国分保育園 玄関 市川市 中国分2-13-1 047-372-7947

165 大和田保育園 玄関 市川市 大和田4-4-1 047-377-1700

166 新田保育園 玄関 市川市 新田3-21-1 047-370-4557

167 鬼高保育園 事務室 市川市 鬼高1-11-20 047-378-8186

168 行徳保育園 事務室 市川市 行徳駅前4-22-17 047-395-4843

169 曽谷保育園 玄関 市川市 曽谷7-28-15 047-373-5530



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 電話番号

≪AED設置場所一覧≫

170 本北方保育園 玄関 市川市 本北方2-40-23 047-338-5982

171 菅野保育園 事務室 市川市 菅野4-12-16 047-326-4452

172 塩焼保育園 玄関ホール 市川市 塩焼2-2-5 047-396-0169

173 稲荷木保育園 事務室 市川市 稲荷木1-26-16 047-377-5070

174 新田第二保育園 玄関 市川市 新田2-1-24 047-376-9036

175 塩焼第二保育園 玄関ホール 市川市 塩焼3-11-15 047-395-5176

176 塩浜保育園 玄関 市川市 塩浜4-2-10-101 047-397-2628

177 大野保育園 玄関ホール 市川市 南大野2-4-5 047-337-4551

178 香取保育園 玄関ホール 市川市 香取2-6-25 047-357-4191

179 富貴島保育園 玄関 市川市 八幡6-14-19 047-336-1144

180 市川市役所行徳支所 公民館入口 市川市 末広1-1-31 047-359-1114
（総務課）

181 いちかわ観光・物産案内所 執務スペース内 市川市 市川1-1-1 047-324-7751

182 急病診療ふれあいセンター 急病診療所待合室 市川市 大洲1-18-1 047-377-1222

183 養護老人ホームいこい荘 事務室前廊下の壁 市川市 大町521 047-337-8703

184 国府台デイサービスセンター 事務室前 市川市 国府台5-25-4 047-375-0853

185 市川市消防局 ３階執務室入口 市川市 八幡1-8-1 047-333-2111

東消防署 １階受付 市川市 八幡1-8-1 047-334-0119

東消防署 １階受付 市川市 八幡1-8-1 047-334-0119

東消防署    中山出張所 １Ｆ受付内 市川市 北方3-10-11 047-332-0119

東消防署    中山出張所 １Ｆ受付内 市川市 北方3-10-11 047-332-0119

東消防署    高谷出張所 １階受付 市川市 高谷2023-10 047-327-0119

東消防署    高谷出張所 １階受付 市川市 高谷2023-10 047-327-0119

西消防署 １階受付 市川市 市川1-24-2 047-323-0119

西消防署 ２階事務室 市川市 市川1-24-2 047-323-0119

西消防署    国府台出張所 １階受付 市川市 国府台1-6-8 047-372-0119

西消防署    国府台出張所 １階受付 市川市 国府台1-6-8 047-372-0119

西消防署    大洲出張所 １階受付 市川市 大洲1-18-1 047-376-0119

西消防署    大洲出張所 １階受付 市川市 大洲1-18-1 047-376-0119

南消防署 １階受付 市川市 行徳駅前4-6-19 047-397-0119

南消防署 １階受付 市川市 行徳駅前4-6-19 047-397-0119

南消防署    行徳出張所 １階受付 市川市 本行徳12-10 047-356-0119

南消防署    行徳出張所 １階受付 市川市 本行徳12-10 047-356-0119

南消防署    広尾出張所 １階受付 市川市 広尾2-2-12 047-306-0119

南消防署    広尾出張所 １階受付 市川市 広尾2-2-12 047-306-0119

北消防署 １階受付 市川市 大野町4-2163-1 047-338-0119

北消防署 １階受付 市川市 大野町4-2163-1 047-338-0119

北消防署    曽谷出張所 １階受付 市川市 曽谷2-7-2 047-374-0119

北消防署    曽谷出張所 １階受付 市川市 曽谷2-7-2 047-374-0119
196
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192

187

188

190
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191
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195
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