AED設置場所（古賀市）
場所

学
校

保
育
園

医
療
機
関

設置場所

使用不可時間帯

体育館正面入口付近

平日８：００－１７：００
学校内使用優先

体育館ロビー

８：００－１６：５０
１７：００－２２：００

体育館出入口（屋内）

体育館出入口解放時のみ使用可

古賀市花鶴丘1-21

古賀市立青柳小学校

古賀市青柳860-1

古賀市立古賀東小学校

古賀市新久保2-1-1

古賀市立小野小学校

古賀市米多比1390-2

古賀市立古賀西小学校

古賀市天神7-4-1

体育館入口左手

古賀市立千鳥小学校

古賀市千鳥4-1-1

体育館 玄関付近

古賀市立舞の里小学校

古賀市舞の里4-21-1

体育館

古賀市立花見小学校

古賀市花見東4-2-1

体育館

古賀市立古賀北中学校

古賀市千鳥4-4-1

古賀市立古賀中学校

古賀市久保107

古賀市立古賀東中学校

体育館

体育館入口
１Ｆ剣道場

学校開校時
８：２０－１６：５０
使用した場合は、教職員に連絡すること

古賀市筵内564-1

体育館玄関 右側壁面

体育館施錠解除時

福岡県立玄界高等学校

古賀市舞の里3-6-1

２階職員室入口扉の左

学校開庁時間に準ずる

福岡県公立古賀竟成館高等学校

古賀市中央2-12-1

２Ｆ 職員室前

福岡県立古賀特別支援学校 小・中学部

古賀市千鳥４−３−１

玄関

福岡県古賀特別支援学校 高等部

古賀市千鳥３－４－１

職員室入口

平日８：３０－１７：００

鹿部保育所

古賀市美明2-2-1

玄関ホール

７：００－１９：００
日・祝は使用不可

未来福祉会 恵あおぞら保育園

古賀市米多比1378

事務所

保育園運営日に準ずる

花鶴どろんこ保育園

古賀市花鶴ヶ丘1-12

１F 事務室

７：００－１９：００（開園時間に準ずる）

社会法人 光会 花見光保育園

古賀市千鳥１－６－２１

玄関

薄学園 花見あおぞら保育園

古賀市花見南2-13-13

事務所

幼稚園 薄学園 花鶴丘幼稚園

公
共
施
設

住所

古賀市立花鶴小学校

古賀市花鶴丘1-23

古賀市役所

古賀市駅東1-1-1

古賀市 歴史資料館 図書館

古賀市中央2-13-1

古賀市社会福祉センター 千鳥苑

古賀市千鳥3-3-1

千鳥ヶ池公園

古賀市舞の里2-5-1

リーパスプラザ(古賀市中央公民館)

古賀市中央2-13-1

古賀市立千鳥児童センター

平日８：３０－１７：００
学校行事等により、使用できない場合有

７：００－１９：００

玄関

開園時のみ利用可能

玄関ホール

開庁日

図書館ロビー
玄関入口事務所

２０１７年４月～設置

管理事務所

管理事務所前

月～土 ９：００－２２：００
日・祝 ８：３０－１９：３０
（体育館利用可能時間に準ずる）
※機器の紛失・故障については、利用者負担

古賀市千鳥3-3-7

事務室

営業時間に準ずる

古賀市青少年総合センター

古賀市千鳥３－１－２

事務室

営業時間に準ずる

古賀市立米多比児童館

古賀市米多比1109-2

事務室

営業時間に準ずる

鹿部集会所

古賀市日吉3-14-3

玄関

高田教育集会所

古賀市久保1248-1

常時閉鎖の為、掲載しない

古賀市 隣保館 「ひだまり館」

古賀市新原1051-6

玄関横カウンター

サンコスモ古賀、古賀市保健福祉総合センター

古賀市庄205番地

１F 正面玄関入口

古賀市 古賀グリーンパーク

古賀市青柳町587-1

管理事務所

古賀市 コスモス広場

古賀市青柳658-1

玄関ホール

古賀市青少年センター

古賀市千鳥３－２－１

福岡県身体障害者リハビリテーションセンター

古賀市千鳥３丁目１−１

森田歯科医院

古賀市中央3-11-12

事務所

いのうえ歯科医院

古賀市天神5-1-1

事務所

加藤歯科医院

古賀市天神1-8-10

診療室

まさよし歯科医院

古賀市新久保1-1-32

おおかわち歯科医院

古賀市花鶴丘2-1

医療法人 かねがえ歯科クリニック

古賀市舞の里3-4-6 トライズビル・2F受付

たけした歯科医院

古賀市舞の里4-13-15

常時閉鎖の為、掲載しない

営業時間に準ずる

１Ｆ 静養室

８：３０－１７：１５

診療室内
診療室

玄関

診療時間に準ずる

療
機
関

医
療
機
関

そ
の
他

うりゅう歯科医院

古賀市中央5-1-7

くぼやまひろこ小児歯科

古賀市花見東5-17-5

ふじつ歯科医院

古賀市米多比字原田1521-6

医療法人 福満会トーマ・クリニック

古賀市天神5丁目5番12号

はなみ眼科医院

古賀市花見東1-3-1

産科・婦人科愛和病院

古賀市天神5-9-1

こでまり小児科クリニック

古賀市今の庄2-2-12

第３診療室

医療法人豊資会 加野クリニック

古賀市花見南1-2-15

２Ｆ 透析室

福岡東医療センター

古賀市千鳥１−１−１

林眼科病院附属 古賀診療所

古賀市天神５－３－１

ゆう歯科こども歯科

古賀市花見東7-14-57

あおぞらの里古賀デイサービスセンター

古賀市今の庄2-8-28

知的障害者入所更正施設 なのみの里

古賀市久保1343-3

介護付き老人ホーム 小野山荘

古賀市薬王寺

ナーシングホーム花見東

古賀市花見東7-2-11

古賀ゴルフ・クラブ

古賀市鹿部1310-1

古賀自動車学校

古賀市千鳥5-4-5

さかい整骨院

古賀市今の庄1-13-12

福岡ダイビングセンター

古賀市花見東六丁目10-13

事務所

ブリヂストンスイミングスクール古賀

古賀市舞の里 3-16-1

フロント

ジョイナス古賀駅前管理組合

古賀市天神2-1-34

株式会社長崎材木店

古賀市天神５−１０−３

西部電機株式会社

古賀市駅東3-3-1

(株)トッパンコミュニケーションプロダクツ福岡工場

古賀市青柳3272

(株)トッパンパッケージプロダクツ

古賀市青柳3234-1

山崎製パン株式会社 福岡工場

古賀市古賀69

新明工業株式会社 九州工場

古賀市薬王寺原口1745

児島ダンボール㈱福岡工場

古賀市日吉三丁目２０番１号

株式会社峰製作所 九州工場

古賀市駅東4-1-1

株式会社 古賀環美サービスセンター

古賀市筵内1522

いすゞ自動車九州株式会社 福岡支社 福岡東支店 古賀市古賀116

受付
診療室内
受付
玄関内受付前ロビー

２Ｆ ナースステーション

正面玄関

診察室

■ 月・火・水・金
午前：9:00～12:30 午後：14:00～17:30
■ 木曜日
午前：9:00～12:30 午後：14:00～16:30
■ 土曜日
午前：9:00～12:30
診療時間に準ずる

2F 静養室
保健室
玄関
１F 静養室
クラブハウスコース内茶店

故障等の費用については協議有

事務所

営業時間に準ずる

院内

１Ｆ 集会所
モデルハウス（受付棟）

営業時間に準ずる

警備室
情報加工事務所
守衛事務所内
事務所玄関入口

休業日不可

事務所守衛室
事務所
事務所入口
1Ｆ正面入口カウンタ−

古賀市青柳町４２２

１F 休憩室

九州日野自動車㈱古賀支店

古賀市青柳４６９−６

玄関、事務所

西日本シティ銀行 古賀支店

古賀市天神２

ATMコーナー

株式会社福岡銀行 古賀支店

古賀市天神1-3-35

株式会社福岡銀行 千鳥支店

古賀市舞の里3-1-2

九州労働金庫 古賀支店

古賀市千鳥1-4-24

職員通用廊下

西日本高速道路(株) 九州道 古賀SA 下り線

古賀市薦野1103-1

休憩所

西日本高速道路(株) 九州道 古賀SA 上り線

福岡県古賀市莚内1-1-5

ATM使用可能時間に限る

番号札発行機下
ロビー

休憩所

古賀市天神二丁目５−１

１F サービスカウンター
２Ｆ カーブス（健康体操教室）

古賀プラザ

古賀市花見東6-1-15

ホール内 景品カウンター

シティホール古賀

古賀市今の庄2-7-9

サンリブ古賀店

月・水・金 ８：３０－１７：００
火・木・土 ８：３０－１５：００
日・祝 使用不可（休み）

検査室

西福運送㈱

㈱サンリブ

診療時間に準ずる

1F 静養室

１Ｆロビー内

