
公共施設

交付番号 施設名称 施設所在地 AED設置場所 貸出可能時間

公－１ 名取市役所 増田字柳田８０ 市民ホール ２４時間

公－２ 市民活動支援センター 大手町五丁目６－１ 事務室 ９：３０～２１：３０

公－３ 市民体育館 増田字柳田２５０ 体育館内 ８：３０～２１：００

公－４ 名取市文化会館 増田字柳田５２０ サブエントランス ８：３０～２２：００

公－５ 増田公民館 増田三丁目３－１２ 事務室 ８：３０～１７：１５

公－６ 増田西公民館 手倉田字堰根２６５－１ ロビー ８：３０～１７：１５

公－７ 館腰公民館 植松三丁目９－５ 事務室前廊下 ８：３０～１７：１５

公－８ 名取が丘公民館 名取が丘三丁目５－３ 玄関ホール ８：３０～１７：１５

公－９ 相互台公民館 相互台一丁目１０－３ ロビー ８：３０～１７：１５

公－１０ ゆりが丘公民館 ゆりが丘二丁目１－１ 玄関ホール ８：３０～１７：１５

公－１１ 那智が公民館 那智が丘三丁目１－５ 玄関ロビー ８：３０～１７：１５

公－１２ 下増田公民館 美田園七丁目２２－３ 廊下 ９：００～１７：００

公－１３ 高舘公民館 高舘吉田字東真坂３８ 事務室 ８：３０～１７：１５

公－１４ 愛島公民館 愛島笠島字上平２７ 中通路 ８：３０～１７：１５

公－１５ 名取市図書館 増田一丁目７－３７ 事務室
９：００～１８：００（通常）
９：００～１７：００（土日）

公－１６ 高舘小学校 高舘吉田字長六反１１７－３ 保健室前 ８：１０～１６：４０

公－１７ 愛島小学校 愛島笠島字東蔵神３４ 職員室 ８：１０～１６：４０

公－１８ 館腰小学校 植松一丁目２－１７ 職員室 ８：１５～１６：４５

公－１９ 相互台小学校 相互台一丁目２７－１ 職員室 ８：１０～１６：４０

公－２０ 那智が丘小学校 那智が丘二丁目１－１ 昇降口 ８：１５～１６：４５

公－２１ 下増田小学校 美田園七丁目２３－３ 保健室 ８：１５～１６：４５

　　　　　　　　　　　　　　平成２９年４月１４日現在



公－２２ 増田小学校 増田三丁目９－２０ 正面玄関 ８：１５～１６：４５

公－２３ 増田西小学校 手倉田字堰根３３０ 職員玄関 ８：１５～１６：４５

公－２４ 不二が丘小学校 名取が丘六丁目１１－１ 職員玄関 ８：１５～１６：４５

公－２５ ゆりが丘小学校 ゆりが丘三丁目２１ 職員室 ８：１０～１６：４０

公－２６ 増田中学校 増田字柳田２３０
・職員室
・体育館

８：１０～１６：４０

公－２７ 第一中学校 小山一丁目８－１ 職員室 ８：１０～１６：４０

公－２８ 第二中学校 高舘吉田字吉合９０
・職員室
・保健室前

８：１５～１６：４５

公－２９ みどり台中学校 みどり台一丁目４ 職員室 ８：１５～１６：４５

公－３０ 閖上中学校 手倉田字山２１６－１ 職員室 ８：１５～１６：４５

公－３１ 本郷幼稚園 本郷字矢口８４ 職員室 ８：１５～１６：４５

公－３２ 愛島幼稚園 愛島笠島字東蔵神３４ 職員室 ８：１０～１８：１５

公－３３ 高館幼稚園 高舘吉田字長六反１１７－３ 玄関 ８：１０～１８：００

公－３４ 下増田幼稚園 美田園七丁目２２－２ 玄関 ８：１５～１６：４５

公－３５ 若竹園 増田一丁目８－３２ 事務室 ８：３０～１７：１５（平日）

公－３６ 友愛作業所 増田一丁目７－２８ 事務室 ８：３０～１７：１５

公－３７ 増田保育所 増田一丁目８－３３ 玄関ホール ７：１５～１９：１５

公－３８ 手倉田保育所 大手町二丁目２－５ 事務室 ７：００～１９：１５

公－３９ 名取が丘保育所 名取が丘二丁目６－１ 玄関 ７：１５～１９：１５

公－４０ ゆりが丘保育所 ゆりが丘二丁目１１－１ 事務室 ７：１５～１９：１５

公－４１ 高舘あおぞら保育園 高舘熊野堂字五反田山１－２ 事務室 ７：００～１９：００

公－４２ 名取みたぞの保育園 美田園五丁目３－５ 事務所 ７：００～１９：００

公－４３ 増田児童センター 増田三丁目９－５６ 事務室 ８：３０～１９：００

公－４４ 名取が丘児童センター 名取が丘三丁目５－２１ 事務室 ９：００～１９：００（月～金曜）



公－４５ 増田西児童センター 手倉田字２７５ 事務室
９：００～１９：００（月～金曜）
８：００～１７：００（土曜）

公－４６ 館腰児童センター 植松三丁目１－１９ 事務室 ９：００～１９：００（月～金曜）

公－４７ 相互台児童センター 相互台一丁目２７－５ 事務室 ９：００～１９：００（月～金曜）

公－４８ ゆりが丘児童センター ゆりが丘四丁目１ 事務室 ９：００～１９：００

公－４９ 那智が丘児童センター 那智が丘二丁目１－２ 事務室
９：００～１９：００（月～金曜）
８：００～１７：００（土曜）

公－５０ 愛島放課後児童クラブ 愛島笠島字東蔵神３４ 愛島幼稚園玄関 １３：１５～１９：００

公－５１ 高舘放課後児童クラブ 高舘吉田字長六反１１７－３ 高舘幼稚園玄関 ８：１０～１８：００

公－５２ 下増田放課後児童クラブ 美田園七丁目２２－２ 玄関 １４：００～１９：００

公－５３ 愛島老人憩の家 愛島塩手字岩沢４－２ 事務室 ９：００～１６：００

公－５４ 名取市斎場 小塚原字鍋島１５９－２ １階ロビー ８：３０～１７：１５

公－５５ 十三塚公園有料公園施設管理棟 手倉田山字無番地 管理棟 ８：３０～２１：００

公－５６ 名取駅コミュニティプラザ 手倉田字八幡２８７－１５ プラザ内
７：３０～２０：００（通常）
９：００～２０：００（土日祝日）

公－５７ 仙台高等専門学校名取キャンパス 愛島塩手字野田山４８
・総合棟１階保健室前
・第１体育館玄関前

８：４０～１７：１０

公－５８ 宮城県農業高等学校 高舘川上字東金剛寺１
・職員玄関
・寮玄関

・８：２０～１７：００
・８：２０～１６：５０

公－５９ 宮城県農業高等学校 仮設農場管理棟 高舘吉田字深町地内 農場管理室前 ８：１０～１６：４０

公－６０ 宮城県高等看護学校 愛島塩手字中田３５－１ 事務室前 ８：３０～１７：００

公－６１ 宮城県名取北高等学校 増田字柳田１０３ 事務室前 ８：２５～１６：５５

・教官室
・青雲寮１Ｆ

公－６２ 宮城県警察学校 愛島郷二丁目１－２５ ８：１５～１７：００


