
区分 No 施設名 設置場所

1 武井クリニック 外来壁

2 都留市立病院 3階　透析室前

3 回生堂病院 1階　外来前壁

4 ウエノ東薬局（武井クリニック横） 局内

5 いきいきプラザ １階　ロビー

6 もりの郷 ２階　医務室

7 よこぶき荘 ２階　ホール

8 宝山寮 支援員室

9 都留市立介護老人保健施設「つる」 1F　事務室前

10 東桂保育園 ふれあい広場

11 境保育園 玄関

12 宝保育園 玄関

13 1号館1階中央ホール

14 2号館1階エントランス

15 3号館2階エントランス

16 4号館1階ホール

17 本部棟1階トイレ入口壁面

18 自然科学棟１階ホール

19 美術研究棟1階ホール

20 音楽研究棟1階ホワイエ

21 図書館2階休憩コーナー

22 体育館玄関

23 5号館1階ホール

24 第一クラブ棟1階東側玄関

都留市消防署　　　H30.7.1現在

都留市内　ＡＥＤ設置状況

住所

都留市つる5-1-55

〃

〃

都留市大幡5118

病院関係 都留市法能669

都留市つる5-1-55

都留市四日市場270

都留市法能670

福祉関係 都留市下谷2516-1

都留市与縄716-1

都留市川茂328-4

保育園
幼稚園関係

都留市桂町1239-1

都留市境129-2

都留市大幡1539

都留文科大学

都留市田原3-8-1

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

都留市田原3-8-2

〃

学校関係



25 1号館1階ラウンジ

26 1号館講義棟2階エントランス

27 2号館2階渡り廊下ホール

28 体育館内

29 本校舎保健室

30 体育館入口

31 職員室

32 第二グラウンド 野球部1F部室

33 都留第二中学校 体育館

34 東桂中学校 体育館

35 都留第一中学校 体育館

36 宝小学校 体育館

37 禾生第一小学校 体育館

38 東桂小学校 体育館

39 谷村第一小学校 体育館

40 谷村第二小学校 体育館

41 都留文科大学付属小学校 体育館

42 禾生第二小学校 体育館

43 旭小学校 体育館

44 都留市役所 １階　ロビー

45 大月警察署都留分庁舎 1階　ロビー左

46 南都留合同庁舎 1階　ロビー

47 都留料金所 事務室玄関

48 都留労働基準監督署 2階　事務室前

49 ハローワーク都留 1階

50 下谷体育館 正面玄関

健康科学大学

都留市四日市場909-2

〃

〃

〃

都留興譲館高校

都留市上谷5-7-1

〃

〃

都留市四日市場909-2

都留市四日市場750

都留市田原3-3-3

都留市つる4-1110-1

都留市四日市場23-2

都留市桂町840

都留市大野52-5

都留市大幡1143

都留市古川渡553

都留市桂町796-1

都留市上谷1-1-2

都留市法能923

都留市大野396

都留市小形山753

都留市朝日馬場544

都留市上谷1-1-1

都留市下谷3-2-8

都留市下谷3-7-31

都留市下谷4-2-19

公共施設関係

学校関係



51 まちづくり交流センター １階　ロビー

52 芭蕉月待ちの湯 １階　廊下

53 東桂地域コミュニティセンター １階　ロビー

54 宝地域コミュニティセンター 玄関

55 禾生地域コミュニティセンター １階　ロビー

56 盛里地域コミュニティセンター 玄関

57 うぐいすホール 事務室前

58 宝の山ふれあいの里 管理棟１階フロア

59 ふるさと会館 ホール

60 ミュージアム都留 １階　エントランス

61 楽山球場 審判室

62 やまびこ競技場 正面ロビー

63 玉川グラウンド 【グラウンド未使用時保管場所】
デイリーヤマザキ都留バイパス店　店内

64 住吉球場 3塁側ベンチ裏本部室

65 都留市総合体育館 玄関

66 学校給食センター 玄関

67 都留市火葬場　ゆうきゅうの丘つる エントランスホール

68 ターゲットバードゴルフ場 管理棟

69 旧川棚営農指導センター 玄関

70 旧与縄営農指導センター 玄関

71 マスター室

72 ＯＵＴ売店

73 　ＩＮ売店

74 中央都留カントリー倶楽部 マスター室　

75 マスター室

76 コース内茶屋

都留市中央3-8-1

都留市戸沢874

都留市桂町678

都留市中津森718

都留市古川渡577

都留市朝日馬場309

都留市上谷1888-1

都留市大幡5108

都留市中央3-9-3

都留市上谷1-5-1

都留市上谷1923

〃

都留市法能1124-1

都留市法能333

都留市田原3-8-36

都留市夏狩55-11

都留市下谷2523

都留市大幡4981

市指定避難所 都留市川棚809

都留市盛里134-1

都ゴルフ倶楽部

都留市戸沢1353

〃

〃

都留市大幡3036

都留カントリー倶楽部
都留市法能1452

〃

公共施設関係

協力施設



77 大月ガーデンゴルフ倶楽部 １階ロビー

78 西東京ゴルフ倶楽部 キャディーマスター室

79 都留信用組合　谷村支店 窓口カウンター

80 米山歯科医院 診察室

81 たんぽぽ歯科医院 診察室

82 小俣歯科医院 院内（受付）

83 フナクボ歯科医院 診察室（レントゲン室）

84 オギノ都留店 サービスカウンター

85 健康ランド＆ホテル　スターらんど フロント

86 Curves都留 店内

87 大和リース㈱山梨都留デポ 1階　事務室

88 2階　事務所

89 2階　事務所

90 ㈱ケイビイワイ 1階　玄関

91 山梨トヨタ自動車（株）都留店 店内

92 ㈱カネキ自動車 事務所

93 ㈱ナミキ 玄関

94 ウエルシア都留店 店内

95 ウエルシア都留田野倉店 店内

96 （一財）関東電気保安協会　都留営業所 玄関ロビー

97 1階　総務事務所

98 2階　化成工場

99 スパ棟　2階待合室

100 ホテル棟　1階フロント

都留市田野倉457

都留市つる1-3-29

〃

綜合警備保障㈱大月・都留営業所

㈱NBCメッシュテック　山梨都留工場

よりみちの湯
都留市つる1-13-31

都留市朝日馬場1407

都留市十日市場2108

都留市つる1-18-18

都留市桂町875-1

都留市つる3-4-23

都留市田野倉1322-1

都留市桂町1215-5

都留市田原2-880

都留市下谷2450-1

都留市上谷59-18

都留市井倉775-4

都留市井倉85-1

都留市法能780-3

〃

都留市小形山15-7

都留市上谷6-13-1

都留市井倉757

〃

都留市田野倉158-2

都留市田原1-4-2

協力施設


