
施 設 名 称

　　　　　　　　　開館時間
　　　（AED利用時間と開館時間が
　　　異なった場合の時間）

休館日 住         所 設置場所

1 市役所 9:00～18:15 年末年始 駅前三丁目８番１３号 本館東玄関受付横

2 市役所南館 9:00～18:15 年末年始 駅前三丁目８番１３号 2階東側エレベーターホール

3 合同庁舎
　  月　：9:00～17:00
水木金：20:00まで

月：9:00～12:00
火

東中条町２番１３号 南玄関１階ホール

4 福祉文化会館 9:00～22:00 年末年始 駅前四丁目７番５５号 1階ロビー

5 市民総合センター 9:00～22:00 年末年始 駅前四丁目６番１６号 北玄関ホール

6 斎場
8:45～22:00

通夜時：24時間
大住町１８番１６号 第２告別式場前

7 障害福祉センター　ハートフル 9:00～21:30 片桐町４番２６号 １階事務所内

8 太陽の里　ともしび園 9:00～17:00 土日・年末年始 西穂積町８番２号 １階保健室

9 福井多世代交流センター 東福井二丁目２３番２２号 １階玄関

10 西河原多世代交流センター 西河原二丁目１７番４号 １階ロビー

11 葦原多世代交流センター 新和町２１番２７号 ２階ロビー

12 沢池多世代交流センター 南春日丘五丁目１番８号 １階事務所

13 南茨木多世代交流センター 東奈良三丁目16番14号 ２階事務所

14 シニアプラザいばらき 桑田町２４番２１号 １階事務所前

15 総持寺いのち･愛･ゆめセンター 総持寺二丁目５番３６号 １階玄関ロビー

16 沢良宜いのち･愛･ゆめセンター 沢良宜浜三丁目１２番１９号 １階玄関ロビー

17 豊川いのち･愛･ゆめセンター 豊川四丁目４番２８号 １階玄関ロビー

18 男女共生センター　ローズWAM 9:00～22:00 火・年末年始 元町４番７号 １階ギャラリー

19 生涯学習センター　きらめき 8:30～22:00 火・年末年始 畑田町１番４３号 １階事務所横

20 上中条青少年センター・川端康成文学館 8:45～22:00　 火・祝・年末年始 上中条二丁目１１番２２号 １階エレベーターホール

21 青少年野外活動センター 7/15～9/11の間24時間使用可能 左記以外の期間 大字銭原１１５番地 １階玄関

22 市民体育館 9:00～21:30 水・年末年始 小川町２番１号 １階事務所横

23 福井市民体育館 9:00～21:30 火・年末年始 西福井三丁目３０番４５号 １階玄関ロビー

24 東市民体育館 9:00～21:30 火・年末年始 学園町４番１８号 １階玄関ロビー

25 五十鈴市民プール 10:00～19:00 火・年末年始 五十鈴町１１番１３号 １階玄関ロビー

26 西河原市民プール 10:00～20:00 火・年末年始 西河原三丁目２番３８号 １階玄関ロビー

27 忍頂寺スポーツ公園 6:30～22:00 年末年始 大字忍頂寺１０４９番地 １階玄関ロビー

28 中央図書館

火～金　9:30～20:00
(祝日は17:00まで)

土日及び第１月曜日
　9:30～17:00

第2･3･4･5月曜日
（祝日と重なる場合は開館し、

その翌々日が休館）
年末年始・資料点検期間

畑田町１番５１号 １階玄関ホール

29 庄栄図書館 庄二丁目２６番１２号 １階玄関ロビー

30 水尾図書館 水尾三丁目３番１８号 １階玄関ロビー

31 穂積図書館 松ヶ本町８番３０号 ２階カウンター前

32 消防本部 東中条町２番１３号 １階受付　

33 水尾コミュニティセンター 水尾二丁目９番15号 １階ロビー

34 郡コミュニティセンター 郡五丁目12番11号 １階ロビー

35 畑田コミュニティセンター 畑田町３番６号 １階ロビー

36 豊川コミュニティセンター 藤の里二丁目16番８号 １階ロビー

37 穂積コミュニティセンター 下穂積一丁目７番５号 １階ロビー

38 西河原コミュニティセンター 西河原北町７番21号 １階ロビー

39 中津コミュニティセンター 桑田町13番29号 １階ロビー

40 三島コミュニティセンター 西河原二丁目７番12号 １階ロビー

41 大池コミュニティセンター 舟木町11番35号 １階ロビー

42 春日コミュニティセンター 上穂積二丁目13番30号 １階ロビー

43 茨木公民館 東宮町1番19号 １階ロビー

44 玉櫛公民館 沢良宜東町５番39号 １階ロビー

45 天王公民館 天王二丁目13番71号 １階ロビー

46 玉島公民館 平田二丁目25番９号 １階ロビー

47 白川公民館 鮎川一丁目８番17号 １階ロビー

48 太田公民館 太田三丁目６番18号 １階ロビー

49 水尾分署 水尾三丁目18番15号 １階受付

50 下井分署 下井町２番３号 １階受付

51 下穂積分署 下穂積一丁目７番10号 １階受付

52 西河原分署 城の前町１番10号 １階事務室

53 北辰分署 大字泉原38番８号 １階受付

54 白川分署 白川二丁目11番１号 １階受付

55 山手台分署 山手台二丁目２番23号 １階受付

56 養精中学校 駅前四丁目7番60号 １階　職員室前廊下

57 西中学校 見付山二丁目5番4号 南棟１階 保健室前廊下

58 東中学校 末広町7番4号 １階 職員室前廊下

59 豊川中学校 藤の里一丁目16番8号 正面玄関内

60 南中学校 若園町6番41号 １階 校長室前廊下

61 三島中学校 西河原一丁目17番10号 北校舎１階入口

62 北中学校 南安威三丁目10番3号 １階 玄関

63 東雲中学校 学園南町21番7号 玄関　階段横

64 天王中学校 沢良宜西三丁目8番5号 南棟１階 保健室前廊下

65 西陵中学校 南春日丘一丁目19番6号 正面玄関

66 平田中学校 平田一丁目8番20号 １階 保健室前廊下

67 北陵中学校 山手台一丁目23番10号 北棟１階 校務員室前廊下

68 太田中学校 花園一丁目6番10号 １階 正面玄関ロビー

69 彩都西中学校 彩都あさぎ四丁目6番7号 １階 ロビー

70 茨木小学校 片桐町8番40号 玄関ホール

71 春日小学校 上穂東町5番18号 1階 管理棟廊下

72 春日丘小学校 中穂積3丁目3番43号 1階 職員室前廊下

73 三島小学校 三島町3番13号 １階 職員室前廊下

74 中条小学校 新中条町7番12号 玄関入口付近

75 玉櫛小学校 水尾三丁目1番51号 南館１階 職員室前廊下

76 安威小学校 安威二丁目21番23号 １階 職員室前廊下

通年24時間使用可能

火曜日
　（祝日と重なる場合は開館し、

その翌々日が休館）
年末年始・資料点検期間

茨木市公共施設　ＡＥＤ設置一覧表

水～金　9:30～20:00
（祝日は17:00まで）

土日月   　9:30～17:00

8:45～21:30
日・祝・年末年始

9:00～17:00
第二日曜日
敬老の日

日・祝・年末年始

9:00～12:00
利用あれば22:00まで延長

9:00～12:00
利用あれば22:00まで延長

年末年始

火・年末年始

通年24時間使用可能

学校活動時間内
（24時間）

学校活動時間内
（24時間）



施 設 名 称

　　　　　　　　　開館時間
　　　（AED利用時間と開館時間が
　　　異なった場合の時間）

休館日 住         所 設置場所

茨木市公共施設　ＡＥＤ設置一覧表

77 玉島小学校 玉島二丁目11番23号 １階 校長室前廊下

78 福井小学校 東福井二丁目4番20号 １階 職員室前廊下

79 清渓小学校 大字泉原857 児童用下足室（校舎1階野外）

80 忍頂寺小学校 大字忍頂寺31番2号 体育館入口

81 大池小学校 大池一丁目5番8号 １階 校長室前廊下

82 豊川小学校 宿久庄五丁目14番5号 北校舎1階 プレイルーム前廊下

83 中津小学校 中津町10番15号 正面玄関横下足室

84 東小学校 鮎川二丁目5番23号 北棟1階 職員室前廊下

85 水尾小学校 水尾四丁目7番16号 玄関入口付近

86 郡山小学校 新郡山二丁目30番18号 １階 職員室前廊下

87 太田小学校 花園一丁目21番26号　　 １階 職員室前廊下

88 天王小学校 天王二丁目13番57号  南棟１階 保健室前廊下

89 葦原小学校 新和町13番50号   　１階 職員室前廊下

90 郡小学校 郡五丁目26番23号    　１階 職員室前廊下

91 庄栄小学校 庄二丁目26番5号 正門受付員ボックス横

92 沢池小学校 南春日丘三丁目11番6号 １階 職員室前廊下

93 畑田小学校 畑田町3番31号　 １階 職員室前廊下

94 山手台小学校 山手台四丁目9番4号 １階 職員室前廊下

95 耳原小学校 耳原二丁目20番55号　　 １階 職員室前廊下

96 穂積小学校 下穂積二丁目6番62号　　 正面玄関

97 白川小学校 白川一丁目4番1号 １階 職員室前廊下

98 東奈良小学校 東奈良二丁目5番36号　　 １階 職員室前廊下

99 西小学校 北春日丘三丁目12番23号　　 南校舎１階 廊下中央

100 西河原小学校 西河原北町7番33号　　 １階 職員室前廊下

101 彩都西小学校 彩都あさぎ五丁目8番1号 体育館玄関前ホール

102 保健医療センター 土日・祝・年末年始 １階　ロビー

103 こども健康センター 日・祝・年末年始 １階　ロビー

104 南市民体育館 9:00～21:30 火・年末年始 島三丁目8番19号 １階　ロビー

105 春日保育所 西田中町１番６号 １階　職員室

106 中央保育所 宮元町２番３４号 １階　保健室

107 沢良宜保育所 沢良宜浜三丁目１３番２７号 １階　職員室

108 総持寺保育所 年末年始（12/29～1/3） 総持寺二丁目２番１５号 １階　職員室

109 郡保育所 郡五丁目２９番４号 １階　職員室

110 太陽の里　あけぼの学園 西穂積町８番２号 １階　職員室

111 障害福祉会館（かしの木園） 9:00～21:30 土・日・祝・年末年始 春日一丁目15番22号 １階　玄関ロビー

112 障害者デイサービスセンター（しみず） 9:00～17:00 土・日・祝・年末年始 清水一丁目28番15号 １階　廊下

113 茨木幼稚園 片桐町６番２５号 １階　職員室

114 福井幼稚園 東福井二丁目２番３２号 １階　職員室

115 西幼稚園 上穂積二丁目１２番１３号 １階　保健室

116 北幼稚園 安威二丁目２８番１６号 １階　職員室

117 太田幼稚園 太田二丁目９番２３号 １階　職員室

118 水尾幼稚園 土・日・祝・年末年始 真砂二丁目３番２号 １階　保健室

119 天王幼稚園 天王二丁目１３番５号 １階　職員室

120 玉島幼稚園 平田二丁目３６番４号 １階　保健室

121 沢池幼稚園 南春日丘三丁目２番３号 １階　保健室

122 東雲幼稚園 学園南町１７番３３号 １階　職員室

123 郡幼稚園 郡山二丁目２４番２５号 １階　職員室

124 庄栄幼稚園 総持寺一丁目１番１７号 １階　職員室

125 彩都西コミュニティセンター
9:00～12:00

利用あれば22:00まで延長
年末年始 彩都あさぎ一丁目３番４号 １階ロビー

126 春日丘運動広場 北春日丘四丁目12番35号　　 管理人室

127 東雲運動広場 新堂一丁目6番24号 管理人室

128 中央公園 駅前四丁目8番　　 管理人室

129 島３号公園 宮島二丁目7番1号 管理人室

130 西河原公園北 城の前町1番 管理人室

131 桑原運動広場 大字桑原18番1号 管理人室

132 西河原公園南 西河原二丁目3番 管理人室

133 水尾公園 水尾一丁目5番 管理人室

134 若園公園 真砂二丁目4番43号 管理人室

135 沢良宜公園 高浜町 管理人室

136 春日丘公民館 下穂積三丁目5番5号 １階ロビー

137 西公民館 北春日丘四丁目7番2号 １階ロビー

138 安威公民館 安威二丁目16番12号 １階ロビー

139 福井公民館 東福井二丁目4番40号 １階ロビー

140 清渓公民館 大字泉原332番地の3 １階ロビー

141 見山公民館 大字下音羽163番地 １階ロビー

142 石河公民館 大字大岩347番地の１ １階ロビー

143 太田公民館分室 太田二丁目6番1号 １階ロビー

144 郡山公民館 新郡山二丁目30番53号 １階ロビー

145 沢池公民館 南春日丘五丁目1番21号 １階ロビー

146 山手台公民館 山手台三丁目32番2号 １階ロビー

147 耳原公民館 耳原二丁目18番14号 １階ロビー

148 中条公民館 日・祝・年末年始 下中条町3番27号 １階ロビー

149 東奈良コミュニティセンター 年末年始 東奈良三丁目8番5号 １階ロビー

150 文化財資料館 9:00～17:00 火・年末年始 東奈良三丁目12番8号 １階ロビー

151 キリシタン遺物史料館 9:30～17:00 火・年末年始 大字千提寺262番地 １階ロビー

152 待機児童保育室あゆみ 7:00～19:00 日・祝・年末年始 学園町2番1号 １階事務所

153 待機児童保育室みらい 7:00～19:00 日・祝・年末年始 西河原二丁目16番17号 １階事務室

平成29年４月現在

9:00～12:00
利用あれば22:00まで延長

５月～９月は7:00～21:00
10月～４月は9:00～21:00

４月は9:00～18:00
５月～８月は7:00～19:00

９月は7:00～18:00
12月～１月は9:00～16:00

10、11、２、３月は9:00～17:00

年末年始

8:45～17:15

7:00～19:00

8:30～17:00

火・年末年始

春日三丁目13番5号

学校活動時間内
（24時間）


