
市関連施設 令和１年９月１日現在

№ 施　設　名 所　在　地

1 大田原市役所本庁舎 大田原市本町1-4-1

2 大田原市役所 庁舎南別館（バス待合所）

3 大田原市総合文化会館 大田原市本町1-3-3

4 大田原市役所 湯津上支所 大田原市湯津上5-1081

5 大田原市役所 黒羽支所 大田原市黒羽田町848

6 大田原市役所 両郷出張所 大田原市中野内773

7 大田原市役所 須賀川出張所 大田原市須佐木53

8 大田原保健センター 大田原市若草1-832

9 生涯学習センター 大田原市本町1-2716-5

10 東地区公民館 大田原市若草1-1287-1

11 金田北地区公民館 大田原市市野沢1988-1

12 金田南地区公民館 大田原市南金丸1870-5

13 親園地区公民館 大田原市花園1973

14 野崎地区公民館 大田原市野崎2-26-2

15 佐久山地区公民館 大田原市佐久山2287-1

16 湯津上農村環境改善センター 大田原市湯津上5-776

17 やすらぎの湯（湯津上）

18 黒羽体育館 大田原市前田1020

19 黒羽総合運動公園（管理棟） 大田原市大輪1726

20 屋内温水プール 大田原市若草1-1480-1

21 天文館 大田原市福原1411-22

22 那須野が原ハーモニーホール 大田原市本町1-2703-6

23 ピアートホール 大田原市堀之内656-1

24 道の駅那須与一の郷 大田原市南金丸1584-6

25 那須与一伝承館

26 なす風土記の丘湯津上資料館 大田原市湯津上192

27 五峰の湯（黒羽） 大田原市堀之内674

28 勤労者総合福祉センター(西地区公民館） 大田原市浅香3-3578-747

29 勤労青少年ホーム 大田原市美原1丁目1-4

30 大田原地域職業訓練センター 大田原市本町1-2805-3

31 火葬場 大田原市若草1-1475

32 消費生活センター 大田原市住吉町1-9-37

33 トコトコ大田原 大田原市中央1-3-15

34 須賀川ほほえみセンター 大田原市須賀川1786-1

35 川上地域ほほえみセンター 大田原市川上185

36 栃木県立県北体育館 大田原市美原3-2-62

37 美原公園陸上競技場 大田原市美原1-15-25

38 美原公園第２球場

39 大田原グリーンパーク 大田原市宇田川1519-11

40 大田原体育館武道場 大田原市本町1-1-1

41 片田運動場体育館（旧片田小学校） 大田原市片田973

42 寒井運動場体育館（旧寒井小学校） 大田原市寒井244-35

43 芸術文化研究所 大田原市中野内580

自動体外式除細動器（AED）の設置状況一覧



施　設　名 所　在　地

1 大田原小学校 大田原市城山1丁目4-36

2 西原小学校 大田原市美原3丁目2-8

3 紫塚小学校 大田原市紫塚1丁目7-1  

4 親園小学校 大田原市親園618

5 宇田川小学校 大田原市宇田川829

6 市野沢小学校 大田原市市野沢2077

7 奥沢小学校 大田原市奥沢175

8 金丸小学校 大田原市南金丸1640

9 羽田小学校 大田原市羽田644

10 薄葉小学校 大田原市薄葉2014

11 石上小学校 大田原市上石上1528

12 佐久山小学校 大田原市佐久山2271

13 福原小学校 大田原市福原1132

14 佐良土小学校 大田原市佐良土901-3

15 湯津上小学校 大田原市湯津上1156  

16 蛭田小学校 大田原市蛭田1720

17 川西小学校 大田原市黒羽向町618

18 黒羽小学校 大田原市黒羽田町525

19 須賀川小学校 大田原市須佐木28

20 両郷中央小学校 大田原市中野内809

21 大田原中学校 大田原市美原1丁目14-2  

22 若草中学校 大田原市若草2丁目1234

23 親園中学校 大田原市花園1-87

24 金田北中学校 大田原市市野沢2067  

25 金田南中学校 大田原市南金丸1870-4

26 野崎中学校 大田原市薄葉2250

27 湯津上中学校 大田原市湯津上5-573

28 黒羽中学校 大田原市北野上3597-1

市内小中学校



施　設　名 所　在　地

1 しんとみ保育園 大田原市新富町3-6-8

2 ゆづかみ保育園 大田原市湯津上3724-1

3 くろばね保育園 大田原市堀之内641-1

4 すさぎ保育園 大田原市須佐木275-4

5 みはら保育園 大田原市美原1-17-16

6 保育園チャイルド 大田原市親園2044-5

7 保育園ベビーエンゼル 大田原市若松町3-30

8 おおたわら保育園 大田原市住吉町1-12-29

9 かねだ保育園 大田原市中田原1348

10 あさか保育園 大田原市浅香1-3542-215

11 ひかり　うすば保育園 大田原市薄葉1998-111

12 ふたば幼稚園 大田原市元町1-1-36

13 聖家幼稚園 大田原市中央1-5-10

14 ひかり幼稚園 大田原市山の手2-11-13

15 野崎幼稚園 大田原市薄葉2228

16 なでしこ幼稚園 大田原市小滝1179-2

17 黒羽幼稚園 大田原市蜂巣10-27

18 明星館幼稚園 大田原市八塩254-4

19 ポッポどおり保育園
大田原市紫塚1-3-21
紫塚レジデンス1-6

20 ひかり　のざき保育園 大田原市薄葉1717-2

21 大田原ベリーズ保育園 大田原市浅香2-3393-4

22 保育園みらい 大田原市若松町1650-357

23 ひかり保育園 大田原市山の手2-11-13

市内保育園・幼稚園



施　設　名 所　在　地

1 大田原学童保育館 大田原市城山1-6-7

2 美原第一学童保育館 大田原市美原3-1-53

3 美原第二学童保育館 大田原市美原3-1-51

4 わくわく学童保育館 大田原市美原1-18-8

5 紫塚学童保育館 大田原市紫塚1-7-1

6 市野沢学童保育館 大田原市小滝1118-8

7 うすばアットホーム 大田原市薄葉1998-110

8 湯津上学童保育館 大田原市湯津上1163-1

9 黒羽学童保育館 大田原市黒羽田町 473

10 宇田川学童保育館 大田原市宇田川822-2

11 石上学童保育館 大田原市上石上1528

12 学童保育館あすなろ 大田原市佐久山2268-1

13 親園小学童保育館 大田原市親園824-1

14 ひまわり学童クラブ 大田原市蜂巣10-27

15 レオ子どもクラブ大田原 大田原市城山1-3-33

16 レオ子どもクラブA・B 大田原市浅香2-3371-7

17 みつばちクラブ 大田原市浅香1-3542-215

18 かねだ学童クラブ 大田原市中田原1348

19 放課後児童クラブValo
大田原市紫塚1-3-10
紫塚メゾン110号

20 わんぱく児童クラブ 大田原市堀之内641-1

市内学童保育館


