
設置施設名 設置施設住所

1 宗像保健福祉環境事務所 宗像市東郷1-2-1
2 宗像自動車学校 宗像市池田1732
3 株式会社 ミスターマックス 宗像店 宗像市石丸3-7-1
4 宗像大社 宗像市田島2331
5 玄海ロイヤルホテル 宗像市田野字小久保1303
6 宗像ホームヘルパー研修センター 宗像市アスティ1-2
7 岬診療所 宗像市鐘崎540-2
8 井上歯科医院 宗像市田熊1-3-32
9 アイ歯科宗像 宗像市原町六助274

10 キューサイ㈱福岡こうのみなと工場 宗像市神湊32-1
11 野ぎく会館 宗像市東郷4-5-12
12 宗像市歯科休日急患センター 宗像市田熊5-5-2
13 吉武地区コミュニティーセンター（農村女性の家） 宗像市吉留3519-1
14 宗像市コミュニティーセンター赤間会館 宗像市赤間2丁目
15 コミュニティーセンター赤間西会館 宗像市三郎丸5丁目2番24号
16 自由が丘コミュニティーセンター 宗像市自由ヶ丘3丁目12番地の11
17 南郷地区コミュニティーセンター南郷会館 宗像市野坂2119-5
18 日の出地区コミュニティーセンター 宗像市日の里1-16-1
19 東郷地区コミュニティーセンター 宗像市田熊6丁目7番25号
20 西日本開発株式会社 玄海ゴルフ場（1Fエントランス） 宗像市江口578番地18
21 宗像館 宗像市石丸1丁目13-2
22 さわやか倶楽部 宗像館 宗像市石丸1-13-2
23 学校法人 高杉学園 玄海ゆりの樹幼稚園 宗像市上八1974
24 福岡県宗像警察署 宗像市東郷1-2-2
25 福岡県立少年自然の家「玄海の家」 宗像市神湊1276
26 とれとれプラザ かのこの里利用組合 宗像市市原153番地1
27 池野地区コミュニティー運営協議会 宗像市池田1300
28 岬地区公民館 宗像市上八762
29 さざなみ館 （大島地区コミュニティーセンター） 宗像市大島1194-1
30 宗像ライフセービング 宗像市江口浜 管理棟
31 P-ZONE 宗像店 宗像市徳重2-4-1
32 宗像地区休日急患センター 宗像市田熊5-5-5
33 医療法人あかま整形クリニック 宗像市栄町3-5
34 いずみ内科クリニック 宗像市平井1-1-38

35
株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング 本

社 福岡技術センター
宗像市アスティ1-6

36 モスバーガーくりえいと赤間店 宗像市くりえいと1-5-2
37 モスバーガー宗像店 宗像市王丸梅ノ木谷5-5-1
38 宗像市役所 宗像市東郷1丁目1番1号
39 大島行政センター 宗像市大島1011番地
40 ゆうゆうぷらざ 宗像市神湊118番地4
41 宗寿園 宗像市稲元5丁目2-2
42 アクシス玄海 宗像市深田588番地
43 中央公民館 宗像市須恵1丁目4-1
44 地島漁村センター 宗像市地島908番地5
45 玄海小学校 宗像市牟田尻1610番地
46 宗像ユリックス本館 宗像市久原400番地
47 大島へき地保育所 宗像市大島1178番地
48 宗像市役所 宗像市東郷1丁目1番1号

ＡＥＤ設置施設一覧表（宗像市）
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49 大島行政センター 宗像市大島1011番地
50 ニューじのしま 宗像市東郷1丁目1番1号
51 フェリーおおしま 宗像市東郷1丁目1番1号
52 旅客船しおかぜ 宗像市東郷1丁目1番1号
53 市民体育館 宗像市稲元5丁目2-1
54 ゆうゆうぷらざ 宗像市神湊118番地4
55 B&G海洋センター 宗像市江口965番地2
56 メイトム宗像 宗像市久原180番地
57 宗寿園 宗像市稲元5丁目2-2
58 アクシス玄海 宗像市深田588番地
59 正助ふるさと村（もやいの家） 宗像市武丸199
60 中央公民館 宗像市須恵1丁目4-1
61 地島漁村センター 宗像市地島908番地5
62 赤間小学校 宗像市赤間1丁目4-1
63 吉武小学校 宗像市武丸644番地
64 南郷小学校 宗像市原町2110番地1
65 河東小学校 宗像市稲元5丁目1-2
66 東郷小学校 宗像市田熊3丁目4-1
67 日の里西小学校 宗像市日の里8丁目20
68 日の里東小学校 宗像市日の里4丁目21-21
69 自由ヶ丘小学校 宗像市自由ヶ丘918番地6
70 自由ヶ丘南小学校 宗像市朝町1124番地2
71 赤間西小学校 宗像市土穴633番地2
72 玄海小学校 宗像市牟田尻1610番地
73 河東西小学校 宗像市樟陽台1丁目15-7
74 玄海東小学校 宗像市田野1382番地
75 大島小学校 宗像市大島1163番地1
76 地島小学校 宗像市地島428番地1
77 城山中学校 宗像市陵厳寺1丁目13-1
78 日の里中学校 宗像市日の里8丁目8
79 中央中学校 宗像市久原244番地
80 自由ヶ丘中学校 宗像市朝町1019番地4
81 玄海中学校 宗像市江口965番地
82 河東中学校 宗像市城西ヶ丘6丁目15-1
83 大島中学校 宗像市大島1163番地1
84 宗像ユリックス本館 宗像市久原400番地
85 大島へき地保育所 宗像市大島1178番地
86 大島港ターミナル 宗像市大島1809番地18
87 ＪＡむなかたデイサービスセンター みのり 宗像市田熊1丁目3-3
88 社会福祉法人東山会 日の里西保育園 宗像市日の里9-12-1
89 ホワイトバード 宗像基地 宗像市江口465
90 学校法人博多学園宗像第一幼稚園 宗像市日の里7-18-1
91 日本赤十字九州国際看護学校 宗像市アスティ1-1
92 宗像漁協大島支所 宗像市大島1809-8
93 ㈱キューレイ 宗像市王丸415-1
94 ゾーン宗像 宗像市土穴1-3-1
95 赤間センタークリニック 宗像市赤間駅前1-4-7
96 社会福祉法人巖松福祉会 ひかり幼育園 宗像市陵厳寺2-19-1
97 アンピール自由ケ丘 宗像市自由ヶ丘2-14-4
98 さわやかむなかたのもり 宗像市自由ケ丘2-17-1
99 （株）グローバルアリーナ 宗像市吉留46-1

100 株式会社福岡銀行 宗像支店 宗像市東郷5-4-5
101 株式会社福岡銀行 赤間支店 宗像市土穴2-1-17
102 宗像市地域活性化推進室大島海洋体験施設 宗像市大島1822-4
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103 社会福祉法人 俊峰会 恵愛保育園 宗像市三郎丸1丁目11-28
104 社会福祉法人 宗像会 くすの木園 宗像市用山433-1
105 株式会社 ケイ・イー・エス 宗像事業所 宗像市曲1377 宗像浄化センター内
106 社会福祉法人 宗像会 くすの木園 宗像市用山433-1
107 神湊港渡船ターミナル 宗像市神湊487-2
108 日鉄住金環境プラントソリューションズ株式会社 宗像市池浦600番地1
109 快適倶楽部リフレ くりえいと宗像店 宗像市くりえいと3-4-15
110 宗像保健所 宗像市東郷1-2-1
111 宗像河東会館 宗像市須恵1-4-1
112 北斗の水くみ海浜公園 宗像市東郷1-1-1
113 くりた耳鼻咽喉科 宗像市くりえいと2-3-17

114
株式会社三越伊勢丹ホールディングス
岩田屋三越森林都市サロン

宗像市自由が丘３−１２−４

115
株式会社　トヨタプロダクションエンジニアリング　本社
福岡技術センター　４Ｆ

宗像市アスティ１−６

116 あすなろ宗像 宗像市光岡１３９−６

117 （株）グローバルアリーナ 宗像市吉留４６−１
118 野ばら保育園 宗像市久原９００−２
119 医療法人共立医院 宗像市田熊４丁目５−１
120 社会福祉法人清風会　平等寺保育園 宗像市平等寺４６５−１
121 社会福祉法人清風会　日の里東保育園 宗像市日の里５−３−１
122 国立大学法人　福岡教育大学 宗像市赤間文教町1-1
123 宗像有料老人ホームひかり 宗像市自由ヶ丘８−１７−１
124 宗像市市営渡船 白浜待合所 宗像市地島1098
125 ＪＡむなかた本店葬祭場　野ぎく会館 宗像市東郷４丁目５−１２
126 日成ビルド工業株式会社福岡生産センター 宗像市江口９１３−１
127 おおば歯科医院 宗像市田熊３−７−２０　第２力丸ビル１０１
128 宮原小児科医院 宗像市自由ヶ丘西町２−５
129 神湊観光ホテル 宗像市神湊６５１−２
130 渡辺整形外科医院 宗像市稲元４−９−２５
131 アンピール教育大前・管理組合 宗像市赤間五丁目６−８
132 徳永歯科クリニック 宗像市赤間駅前１丁目２−１
133 エフコープ（生協）自由ヶ丘店 宗像市田久4-16-6
134 宗像市　地島格納庫 宗像市東郷１丁目１−１
135 宗像市　大島診療所 宗像市大島１６２８−１３
136 宗像市　玄海地区コミュニティ・センター 宗像市牟田尻１６０１
137 宗像市　宗像勤労者体育センター 宗像市須恵１丁目４−１
138 宗像市　西側資源物受入施設 宗像市王丸８４２
139 宗像市　北側資源物受入施設 宗像市池浦６００−２
140 宗像市　田熊石畑遺跡歴史公園 宗像市深田588
141 宗像市　海の道むなかた館 宗像市深田588
142 宗像市立玄海小学校 宗像市江口９６５
143 宗像市　大島行政センター 宗像市大島１６２８−３
144 医療法人聖一会上野循環器科内科医院 宗像市須恵１−１６−１９
145 街道の駅　赤馬館 宗像市赤間四丁目１−８
146 公益財団法人宗像ユリックス 宗像市久原４００
147 宗像児童相談所 宗像市東郷5丁目5-3
148 福岡県児童家庭課　福岡県宗像児童相談所 宗像市東郷5丁目5-3
149 医療法人光風会　宗像病院 宗像市光岡１３０
150 ケアポート玄海 宗像市神湊１１８番地２
151 ホンダカーズ北九州　オートテラス宗像店 宗像市徳重1-2-1
152 ホンダカーズ北九州　宗像店 宗像市徳重1-4-1
153 宗像地区消防本部　大島分遣所 宗像市大島１６５０－２
154 宗像地区消防本部　本署 宗像市田熊５－１－３
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155 宗像地区消防本部　赤間出張所 宗像市徳重２丁目８－１
156 宗像地区消防本部　神湊出張所 宗像市牟田尻１８６０－４１
157 社会福祉法人東山会　日の里西保育園 宗像市日の里９－１２－１
158 株式会社　はせがわ　赤間駅前店 宗像市赤間駅前１－３－１０
159 くりえいと歯科　おおかわちクリニック 宗像市くりえいと３丁目３番１号
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