
（2021/11/19現在）
施設名（名称） 住所 設置位置 使用可能時間帯

1 JR生野駅  口銀谷229  駅舎事務室
就業時間

７：00～18：00

2 ひなたぼっこ  口銀谷418-5  事務室 終日（土・日を除く）

3 但陽信用金庫　生野支店  口銀谷511  ATMコーナー
平日　　　　　８：00～21：00
土・日・祝日　８：00～20：00

4 生野小学校  口銀谷546  職員室前
平日　開校時間
８：30～16：30

5 生野こども園  口銀谷546  １階玄関
平日　開園時間
７：30～18：30

6 生野マインホール  口銀谷594-6  １階事務所
開館時間（月曜休館）

９：00～17：00

7 佐藤医院  口銀谷751  リハビリ室
医療診療時間内

木・土曜午後及び日曜休診

8 朝来市役所　生野庁舎  口銀谷791-1  １階玄関ホール
平日　開庁時間
８：30～17：15

9 三菱マテリアル株式会社生野事業所  口銀谷985-1  正門　守衛所 終日（24時間）

10 スポーツクラブ・ローラント  口銀谷2173  フロント
開館時間（木・日曜休館）

９：00～21：00

11 　県立生野高等学校  真弓432-１  １階玄関
平日　開校時間
８：10～16：55

12 生野中学校  真弓10-1  １階ホール
平日　開校時間
８：30～16：30

13 南真弓区公民館  真弓296  小会議室 開館時

14 生野体育館  真弓12  事務室 使用時

15 三和化工株式会社生野工場  真弓373-66  厚生棟休憩室入口
終日（24時間）

土日を除く

16 朝来市奥銀谷体育館  奥銀谷1438-1  玄関 開館時

17 いくの喜楽苑  竹原野240  １階玄関
就業時間

６：00～21：00

18 川尻区公民館  川尻67-1  調理室 開館時

19 円山区公民館  円山611  玄関 開館時

20 小田和区公民館  円山14-6  廊下 開館時

21 栃原農村グランド  栃原1699  グランド事務室 使用時

22 生野高原カッセル  栃原1784  フロント
就業時間

９：00～21：00

生野地区ＡＥＤ設置施設



23 栃原体育館  栃原562  玄関 開館時

24 生野学園中学校高等学校  栃原28-2  １階校長室
就業時間

９：00～17：00

25 JAたじま　生野支店  口銀谷317-41  １階事務室
 平日　就業時間
８：30～17：00

26 ヒラキ株式会社　生野事業所  真弓373－69  事務所
就業時間

８：30～18：00

27 東京精溜工業株式会社　生野工場  真弓373－97  事務室
平日就業時間

８：00～18：00

28   但陽美術館本館  口銀谷538  １階玄関 開館時

29 　但陽信用金庫宿泊棟  口銀谷535  １階談話室 開館時

30 但陽信用金庫生野寮  口銀谷2276-1  １階食堂・談話室
平日　８：00～20：00
土・日・祝日　　休寮

31 但陽菖蒲沢キャンプ場  円山1371  １階玄関 使用時

32 朝来市生野保健センター  口銀谷747-1  １階多目的ホール
平日　開庁時間
８：30～17：15

※使用可能時間帯でも、場合によりＡＥＤを使用できないことがあります。



（2021/11/19現在）
施設名（名称） 住所 設置位置 使用可能時間帯

33 和生園  秋葉台1-72  事務室
平日　開園時間
８：00～18：00

34 糸井こども園  寺内565-1  １階玄関付近
平日　開園時間
７：30～19：00

35 糸井小学校  高生田4-1  １階玄関
平日　開校時間
８：30～16：30

36 糸井地区市民会館  高生田400  玄関 終日

37 浜野医院  寺谷684-6  １階検査室
開院時間内　８：30～12：30
開院時間内　15：00～18：30

38  関西電力㈱朝来電力システムセンター  東谷14-5  １階本館執務室
就業時間

８：50～17：30

39  さかもと医院　通所リハビリセンター  東谷110-1  １階フロアー
医療診療時間内

木・土曜午後及び日曜休診

40 朝来市役所　  東谷213-1  １階フロアー
平日　開庁時間
８：30～17：15

41 　朝来市福祉事務所  東谷213-1  １階事務室
平日　就業時間
８：30～17：15

42 但馬信用金庫　和田山支店  東谷213-3  １階西入口
就業時間

８：40～17：40

43 谷村医院  東谷213-50  事務所
平　日　８：30～18：30
土　曜　８：30～16：30

44 和田山健康福祉事務所  東谷213-96  １階事務所
平日　開庁時間
８：45～17：45

45 上垣医院  和田山47  玄関
診療時間内(日曜･祝日休診）
月～金曜　９：00～19：00
土曜　　　９：00～12：00

46 足立医院  和田山133-5  整形外科診察室
月～金曜　８：00～18：00
土曜　　　８：00～13：00

47 田中歯科医院  和田山380-2  ２階診療室
就業時間（木・日休診）

９：00～19：00

48 枚田小学校  和田山474  職員玄関
平日　開校時間
８：30～16：30

49 道の宿　すてーしょん但馬  平野98  ２階フロント
就業時間

９：00～23：00

50 和田山自動車教習所  土田727  １階事務所
平日　就業時間
８：00～17：00

51 大蔵こども園  宮田193-1  １階廊下
平日　開園時間
７：30～19：00

52 大蔵小学校  宮田210  ２階職員室入口
平日　開校時間
８：30～16：30

53 馬庭内科医院  宮田216  処置室 医療診療時間内

54 但馬信用金庫　和田山北支店  宮田939-3  営業室入口
就業時間

８：40～17：40

和田山地区ＡＥＤ設置施設



55 西日本宇佐美９号和田山給油所  宮田954-1  セールスルーム 終日（24時間）

56 南但消防本部　朝来消防署  枚田436-1  ２階通信指令室 終日（24時間）

57 朝来市保健センター  法興寺378-1  １階カウンター
平日　就業時間
８：30～17：15

58 高岡耳鼻咽喉科クリニック  立ノ原58-1  診察室
就業時間

８：30～20：00

59 県立和田山高等学校  枚田岡376-1  １階　玄関
平日　開校時間
８：10～16：55

60 イオン和田山店  枚田岡774  １階サービスカウンター
就業時間

９：00～23：00

61 和田山ジュピターホール  玉置877-1  １階玄関
開館時間（月曜休館）

８：30～17：15

62 朝来市和田山図書館  玉置861  １階事務室
開館時間(月曜休館）

土・日・祝日　10：00～18：00
火～金曜　　　10：00～19：00

63 兵庫県レンダリング株式会社  桑原962  １階玄関 就業日終日（24時間）

64 フジッコ株式会社和田山工場  柳原68  １階フロアー
就業時間

９：00～18：00

65 和田山中学校  柳原90  １階玄関
平日　開校時間
８：30～16：30

66 東河小学校  東和田505-1  １階職員室
平日　開校時間
８：30～16：30

67 東河こども園  中380  事務室前廊下
平日　開園時間
７：30～19：00

68 但馬信用金庫　竹田支店  竹田2486-8  玄関ロビー
就業時間

９：00～15：00

69 県立和田山特別支援学校  竹田1987-1  事務所・寄宿舎
就業時間

８：30～17：00

70 平生園  竹田1779  ３階医務室 終日（24時間）

71 恵生園  竹田1811  医務室 終日（24時間）

72 真生園  竹田1958  ２階医務室 終日（24時間）

73 立雲の郷　とらふす道場  竹田2063-3  ２階体育館
開館時間（年末年始休館）

９：00～17：00

74 竹田こども園  竹田592-1  玄関
平日　開園時間
８：30～18：30

75
県立農林水産技術総合センター
北部農業技術センター

 安井123  本館１階事務室
平日　開館時間
９：00～17：30

76 竹田小学校  安井61  １階玄関
平日　開校時間
８：30～16：30

77 ステーション ＲＯＮＤＯ  安井820-10  １階玄関
就業時間

９：00～17：00



78 シーレックス㈱兵庫工場  筒江165-4  第１・第２工場玄関
平日　就業時間
８：30～17：30

79 田仲和田山クリニック  法道寺812-1  処置室
就業時間

８：00～18：00

80 株式会社　多田スミス  久留引84-10  １階　生産事務所
就業時間

８：00～18：00

81 JAたじま　和田山支店  立ノ原43  １階事務室
 平日　就業時間
８：30～17：00

82 JAたじま　和田山北支店  宮田245  １階事務室
 平日　就業時間
８：30～17：00

83 めばえのにわ保育園  平野337-1  玄関
開園日

７：00～19：00

84 ひまわり保育園  和田山308  １階玄関
開園日

７：00～19：00

85 枚田みのり保育園  枚田1649  １階玄関付近 開園時

86
デイサービスセンター
なごみの郷

 林垣80-2  玄関
平日　就業時間
８：30～19：00

87 株式会社　コスモ  秋葉台2-105  １階玄関
平日　就業時間
８：30～17：30

88 朝来市役所　観光交流課  竹田169
 中腹駐車場、
 南千畳、北千畳

終日（24時間）

89 南但クリーンセンター  高田817-1  事務所内
就業時間

８：30～17：15

90 冨士発條株式会社本社工場  筒江165-51  本社棟１階事務所入口
平日　就業時間
８：15～17：15

91 冨士発條株式会社第２工場  筒江165-3  Ｅ棟１階入口
平日　就業時間
８：15～17：15

92 但陽信用金庫　和田山支店  枚田790  １階店舗ATMコーナー
平日　　　　　８：00～22：00
土・日・祝日　８：00～22：00

93 南但休日診療所  法興寺378-1  診察室

午前９：００～午後４：００
日曜日、盆（８月14日）、

12月31日～１月３日、12月～３月の祝祭
日に限る

94 和田山体育センター  玉置87  玄関
開館時間内

８：00～22：00
※利用のない場合閉館

95 竹田地区市民会館  竹田650  玄関
開館時間内

９：00～22：00
※利用のない場合閉館

96 東河地区市民会館  中94-2  玄関
開館時間内

９：00～22：00
※利用のない場合閉館

97 大蔵地区市民会館  宮田186-3  玄関
開館時間内

９：00～22：00
※利用のない場合閉館

98 和田山生涯学習センター  玉置824-1  玄関
開館時間内(月曜休館)

８：30～22：00
※利用のない場合閉館

99 秋葉台テニス場  秋葉台4-108  管理棟
開館時間内

８：00～22：00
※利用のない場合閉館

100 筒江農村広場  筒江100  管理棟
開館時間内

８：00～22：00
※利用のない場合閉館

※使用可能時間帯でも、場合によりＡＥＤを使用できないことがあります。



（2021/11/19現在）
施設名（名称） 住所 設置位置 使用可能時間帯

101 但馬信用金庫　山東支店  矢名瀬町742-1  １階営業室フロアー
就業時間

８：40～17：40

102 空手道武仁塾本部道場  矢名瀬町846-1  道場内 開館時

103 セオ薬局  矢名瀬町961-1  店内
就業時間

８：00～20：00

104 児童養護施設　若草寮  大内547-1  １階事務室 終日（24時間）

105 梁瀬小学校  末歳688  １階職員室
平日　開校時間
８：30～16：30

106 朝来市　山東体育館  末歳710  体育館内 開館時

107 朝来市役所　山東支所  楽音寺95  １階玄関ロビー
医療診療時間内

木・土曜午後及び日曜休診

108 梁瀬中学校  楽音寺159  １階職員室前
平日　開校時間
８：30～16：30

109 西宮市立山東自然の家  粟鹿2179
　１階ロビー
　３階浴室前
　食堂前

終日（24時間）

110 緑風の郷  一品424  ２階医務室 終日（24時間）

111 県立南但馬自然学校  迫間189  本館１階保健室
開館時間（日曜休館）

８：45～17：30

112 県立但馬やまびこの郷  森45-101  １階玄関
平日　開館時間
８：45～17：30

113 グループホームたんなん  柿坪1-1  １階事務所 終日（24時間）

114 山東カントリークラブ  大月1-1  フロント
就業時間

７：30～17：30

115 道の駅　但馬のまほろば  大月92-6  情報コーナー
就業時間

８：30～20：00

116 JAたじま　山東支店  矢名瀬町883-1  １階事務室
 平日　就業時間
８：30～17：00

117 あわが保育園  早田222  １階廊下
開園日

７：00～18：00

118 やなせこども園  矢名瀬町772  １階玄関付近
開園日

７：00～19：00

119 照福こども園  溝黒123-1  １階廊下
開園日

７：00～19：00

120 グンゼ株式会社　梁瀬工場  楽音寺186  生産工場自動販売機横 終日（24時間）

121 冨士発條株式会社第３工場  柿坪83-8  Ｆ棟１階入口
平日　就業時間
８：15～17：15

122 冨士発條株式会社第４工場  柿坪83-9  Ｆ棟２階入口
平日　就業時間
８：15～17：16

山東地区ＡＥＤ設置施設



123 くれよん  大内505-1  事務所 終日（24時間）

124 遠阪トンネル料金所  柴379-1  事業所 終日（24時間）

125 山東農村広場  粟鹿147-2  倉庫
開館時間内

８：00～22：00
※利用のない場合閉館

※使用可能時間帯でも、場合によりＡＥＤを使用できないことがあります。



（2021/11/19現在）
施設名（名称） 住所 設置位置 使用可能時間帯

126 中川小学校  桑市99  １階南礼法室
平日　開校時間
８：30～16：30

127 あさご芸術の森美術館  多々良木739-3  １階受付
開館時間（水曜休館）

９：00～17：00

128 大植病院  多々良木1514  外来診察室 終日（24時間）

129 あさご長寿苑  多々良木1523  ２階棟サービスステーション 終日（24時間）

130 関西電力㈱奥多々良木発電所  奥多々良木156-1  １階本館玄関
就業時間

８：50～17：30

131 中川こども園  桑市99  玄関前廊下
平日　開園時間
７：30～19：00

132 木村医院  立野366-2  診察室
医療診療時間内

木・土曜午後及び日曜休診

133 朝来市役所　朝来庁舎  新井73-1  １階事務所
平日　開庁時間
８：30～17：15

134 あさご・ささゆりホール  新井73-1  １階　玄関ホール
開館時間(日曜休館）

月～金曜　８：30～17：00
土曜　　　８：00～12：00

135 朝来中学校  新井92  職員室
平日　開校時間
８：30～16：30

136 あさがおホール  新井148  １階玄関受付 終日（24時間）

137
朝来市あさごふれあいプール
「くじら」

 新井172  １階監視室
開館時間(月曜休館）

祝日・日曜　10：00～18：00
火～土曜　　10：00～21：00

138 但陽信用金庫　朝来支店  新井128-1  １階店舗ATMコーナー
平日　　　　　８：00～21：00
土・日・祝日　８：00～21：00

139 間島医院  新井705  処置室
開院時間

７：00～19：00

140 山口小学校  羽渕565-2  １階保健室
平日　開校時間
８：30～16：30

141 山口こども園  羽渕538  玄関
平日　開園時間
７：30～19：00

142 道の駅　フレッシュあさご  岩津96　  １階情報コーナー
就業時間（無休）
９：00～20：00

143 JAたじま　朝来支店  新井136-1  １階事務室
 平日　就業時間
８：30～17：00

朝来地区ＡＥＤ設置施設

※使用可能時間帯でも、場合によりＡＥＤを使用できないことがあります。


