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校区 施設名 住所 校区 施設名 住所 校区 施設名 住所 校区 施設名 住所 校区 施設名 住所

旭 藤ノ花女子高等学校 老松町109 大清水 愛知県立豊橋南高等学校 南大清水町字元町450 谷川 大三紙業株式会社 雲谷町字外ノ谷55-1 羽根井 往完保育園 往完町字郷社東34 向山 交通児童館 向山町字池下35

豊橋ファッション・ビジネス専門学校　学園本部旭町字旭348-3 大清水まなび交流館　ミナクル 大清水町字彦坂10-7 花ケ崎保育園 羽根井本町10 豊橋信用金庫　向山支店 向山町字中畑11-1

ひまわり保育園 東新町253 大清水地区体育館 大清水町字大清水539-1 玉川 石巻中学校 石巻本町字出口1 愛知県赤十字血液センター豊橋事業所 東脇三丁目4-1 アピタ向山店 向山町字中畑1-1

総合福祉センターあいトピア 前畑町115 大清水地域福祉センター 大清水町字大清水546 石巻地区市民館 石巻本町字市場110 ABホテル豊橋 白河町85-1 アクアヴィータプール＆スパ 向山町字一本松1-1

障害者福祉会館さくらピア 東新町15 蒲郡信用金庫　大清水支店 大清水町字大清水134-1 石巻地区体育館 石巻本町字出口7-1 丸トポートリー食品株式会社 牟呂町字扇田14 コナミスポーツクラブ豊橋 向山町字川北15-1

協和医科器械株式会社豊橋支店 東新町85 OGIYAスロット大清水店 大清水町字大清水51-1 玉川保育園 石巻本町字日南坂7-3 往完町歯科 往完町字往還西71 向山歯科 向山大池町8-4

しばやま歯科クリニック 池見町67 名宝大清水店 南大清水町字富士見722-3 豊橋農業協同組合　石巻支店 石巻本町字東野14-4

青山建設株式会社 東新町245 おおすみ歯科 南大清水町字元町400-1 中部電力株式会社 電力ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾝﾊﾟﾆｰ 豊橋電力ｾﾝﾀｰ 石巻本町字東野15-1 福岡 愛知県立時習館高等学校 富本町 牟呂 牟呂中学校 神野新田町字イノ割1-3

株式会社アイセロ 石巻本町字越川45 豊橋中央高等学校 鍵田町106 愛知県立豊橋西高等学校 牟呂町字西明治新右前4

芦原 高師老人福祉センター 高師町字北原1 大村 大村こども園 大村町字松ノ木田2-2 セブンイレブン豊橋東森岡１丁目店 東森岡一丁目11-16 南部窓口センター 富本町字国隠67 牟呂地区市民館 東脇二丁目8-23

豊橋鉄道株式会社　渥美線高師駅 高師町字北新切116-6 北部地区市民館 大村町字仲川原48-5 柱保育園 柱七番町163-3 ライフポートとよはし 神野ふ頭町3-22

曽我歯科医院 高師町字西沢42 豊橋農業協同組合　大村支店 大村町字松浦13 多米 東陽中学校 岩崎町字野田1-2 たかくら幼稚園 鍵田町106 ポートインフォメーションセンター　カモメリア 神野ふ頭町3-29

ファミリーマート豊橋長瀬町店 長瀬町字郷西46-1 高山学園 多米町字野中152 豊橋農業協同組合　福岡支店 鴨田町44 牟呂地域福祉センター 牟呂町字内田22-2

東田 豊橋市立豊橋高等学校 東郷町43-1 介護老人保健施設みのり 大村町字山所77 東陽地区市民館 多米中町一丁目6-1 豊橋信用金庫　小池支店 小池町字原下83-8 愛知県三河港務所 神野ふ頭町3-9

豊橋競輪場 東田町87 ゆめの子幼稚園 岩崎町字山神1-11 蒲郡信用金庫　橋良支店 柱二番町82 明照保育園 牟呂中村町6-1

仁連木老人福祉センター 仁連木町136-2 小沢 東観音寺保育園 小松原町字坪尻14-2 蒲郡信用金庫　多米支店 多米中町一丁目1-1 豊川信用金庫　藤沢支店 柱六番町138-1 三郷保育園 神野新田町字ソノ割23

豊橋農業協同組合　東田支店 東郷町8 木村歯科医院 小島町字荒巻152-1 介護老人保健施設赤岩荘 多米町字大門10 名宝柱店 牟呂町字松崎30 豊橋農業協同組合　西支店 牟呂公文町12-1

豊橋信用金庫　東田支店 東雲町29-1 王寿園 小松原町字浜41 グループホームエバグリーン 多米町字大門10 愛知県共済生活協同組合　豊橋事務所 柱三番町14-1 蒲郡信用金庫　牟呂支店 東脇二丁目16-15

蒲郡信用金庫　東田支店 上地町140-2 大羽精研株式会社 寺沢町字深沢170 コーヒーショッププルマン 南小池町157 ジャンボエンチョー豊橋神野店 神野新田町字ロノ割188-1

津田 下五井地区体育館 下五井町字南田37 ゴルフクラブハーバービュー 神野新田町字ロノ割61-1

石巻 石巻保育園 石巻町字奥屋敷10 賀茂 賀茂保育園 賀茂町字宗末1-4 津田保育園 横須賀町林8-1 富士見 特別養護老人ホーム　彩幸 西赤沢町字深山95 株式会社中部 神野新田町字トノ割28

石巻老人福祉センター 石巻本町字市場7 ファミリーマート豊橋賀茂町店 賀茂町字森信42-7 豊橋農業協同組合　津田支店 下五井町字甚太前5 神野建設株式会社　本社 神野新田町字コノ割9-1

旭精機株式会社 賀茂町字天神前3-7 北河建設興業（株）　リバーサイドステーション北河　 清洲町字兵庫88 二川 二川地区市民館 大岩町字東郷内111-1 神野建設株式会社　三河港事務所 神野埠頭町1-1

磯辺 南陽中学校 駒形町字南欠下1-1 オーエスジー株式会社　豊橋工場 賀茂町字神山3-12 株式会社シーテック　豊橋支店 横須賀町組替20-1 二川宿本陣資料館 二川町字中町65 サーラエナジー株式会社東三河支社 神野新田町字テノ割１

豊橋中央高等学校　大山グラウンド 大山町字太七坪 豊橋市視聴覚教育センター・地下資源館 大岩町字火打坂19-16 特別養護老人ホーム　真寿苑 牟呂町字東明治郷下1

アイプラザ豊橋 草間町字東山143-6 下条 下条保育園 下条東町字古城88-2 つつじが丘地域福祉センター 佐藤五丁目22-16 大岩老人福祉センター 大岩町字東郷内4-5 まちのオアシスグループホーム牟呂 牟呂中村町5-5

ほいっぷ（保健所・保健センター） 中野町字中原100 蒲郡信用金庫　佐藤町支店 佐藤四丁目１－１ 二川東保育園 二川町字東町163-41 デイサービスセンターつばめ 牟呂大西町18-15

ほいっぷ（豊橋市休日夜間急病診療所） 中野町字中原100 西郷 西川老人憩の家 石巻西川町字安川下1-17 株式会社三光製作所 佐藤一丁目12-3 二川幼稚園 大岩町字東郷内12-1 デイホーム安里 神野新田町字サノ割48

ほいっぷ（こども発達センター） 中野町字中原100 みどり保育園 石巻平野町字中野田103-1 デイサービスセンター綺羅 佐藤四丁目23-1 豊橋農業協同組合　二川支店 雲谷町字ハシズメ3-78

歯科医師会館 中野町字中原100-5 豊橋農業協同組合　北支店 石巻西川町字道上81 豊橋信用金庫　二川支店 二川町字南裏38-1 豊 豊岡地区市民館 西岩田四丁目2-9

豊橋市医師会館 中野町字中原100-3 ファミリーマート豊橋石巻平野町店 石巻平野町字炭焼2-10 天伯 おかもと歯科医院 天伯町字天伯117-2 豊橋信用金庫　大岩支店 大岩町字東郷内393-1 春日保育園 春日町二丁目28

豊橋准看護学校 中野町字中原100-3 ファミリーマート豊橋天伯町店 天伯町字六ツ美96-5 蒲郡信用金庫　二川支店 大脇町字大脇53-17 豊川信用金庫　三ノ輪支店 伝馬町169

豊橋農業協同組合　磯辺支店 中野町字野中40 栄 南部中学校 北山町字東浦1-4 トヨタネ株式会社　研究農場 東高田町371 オーギヤグループ　ＯＧＩＹＡ二川店 大岩町字久保田32-1

デイサービスなの花 神野新田町字宮前100 愛知大学 町畑町1-1 吉田方 吉田方中学校 高洲町字長弦73-1

イノチオホールディングス株式会社 向草間町字北新切95 南部地区市民館 北山町95-1 豊南 高豊中学校 伊古部町字原24-1 二川南 二川中学校 二川町字西向山41-10 吉田方地区市民館 高洲町字高洲122-7

トヨタネ株式会社　本社 向草間町字北新切12-1 福岡保育園 町畑町字森田48 高豊地区市民館 伊古部町字多岸田302 二川地区体育館 二川町字西向山41-10 新栄地区体育館 新栄町字大溝63

豊鉄観光バス株式会社 磯辺下地町字東坪51 豊橋信用金庫　南栄支店 南栄町字空池68 少年自然の家 伊古部町字下り25-41 自然史博物館 大岩町字大穴1-238 アクアリーナ豊橋 神野新田町字メノ割1-3

蒲郡信用金庫　南栄支店 南栄町字空池59-4 野外教育センター 伊古部町字下り25-41 豊橋総合動植物公園 大岩町字大穴1-238 総合体育館 神野新田町字メノ割1-3

飯村 東部中学校 飯村北四丁目1-2 伊藤歯科医院 町畑町字森田69 万場調整池庭球場 東赤沢町字竜下461-1 資源化センター 豊栄町字西530 吉田方保育園 吉川町125-2

東部地区市民館　飯村分館 飯村南四丁目6-3 金子歯科医院 弥生町字中原68-1 城下老人憩の家 城下町字北方部81-3 二川駅南口自転車等駐車場 大岩町字佃26-3 吉田方西保育園 小向町字西小向5

飯村地区体育館 飯村北一丁目3-1 株式会社大仙　物流センター 山田三番町86-91 豊南保育園 東赤沢町字西横根135 希望が丘こども園 大岩町字大穴117-3 豊橋農業協同組合　吉田方支店 菰口町六丁目32

斎場 飯村町字北池上52 豊橋農業協同組合　高豊支店 伊古部町字東荒子195 シンフォニアテクノロジー株式会社豊橋製作所 三弥町字元屋敷150 豊橋信用金庫　吉田方支店 新栄町字南小向80-1

総合老人ホームつつじ荘 飯村町字高山11-65 汐田 青少年センター 牟呂町字東里26 セブンイレブン豊橋伊古部店 伊古部町字東荒子192-1 本多電子株式会社 大岩町字小山塚20 豊橋信用金庫　問屋町支店 問屋町15-1

豊橋市グリーンスポーツセンター 大岩町字火打坂21-47 豊橋信用金庫　牟呂支店 東脇四丁目21-10 株式会社石田商店 東赤沢町字東横根118 オーギヤグループ　グランプリオーギ 小向町字西小向28

蒲郡信用金庫　飯村支店 飯村南二丁目29-11 生活協同組合コープあいち　豊橋生協会館 牟呂町字松崎15 細谷 五並中学校 細谷町字北芋ヶ谷30-44 東海交通株式会社　高洲営業所 高洲町字高洲10

名宝飯村店 飯村北三丁目1-1 安形歯科医院 牟呂町字百間58 中野 愛知県立豊橋工業高等学校 草間町官有地 五並地区市民館 細谷町字上大附98-9 藤城建設株式会社 花田町字中ノ坪11

名宝西口店 西口町字土橋1-3 豊橋合同印刷株式会社 東脇四丁目8-16 愛知県立豊橋聾学校 草間町字平東100 東細谷老人憩の家 東細谷町字西島4 協同組合　豊橋総合卸センター 問屋町14

はた眼科クリニック 飯村北一丁目12-8 南陽地区市民館 草間町字平東89 豊橋農業協同組合　いなみ支店 細谷町字近見山40-1 デイサービス豊生ライフ 菰口町五丁目101

ウチダ歯科 飯村南四丁目7-1 下地 北部中学校 下地町字長池1 草間地区体育館 草間町字平東89 ファミリーマート豊橋細谷町店 細谷町字中尾159-3 デイサービスセンター吉田方 小向町字北小向74

住宅型有料老人ホーム　つむぎ 飯村町字高山209-10 下地老人福祉センター 下地町字宮前52-1 豊橋信用金庫　藤沢支店 潮崎町63-2 すぎうら歯科 菰口町五丁目15-1

岩屋キャノンボウル 岩屋町字岩屋下48-1 豊橋信用金庫　下地支店 下地町字瀬上71-1 オーギヤグループ　WO 潮崎町24-9 前芝 前芝中学校 前芝町字塩見1 あさひな歯科 小向町字蜂ヶ尻39-1

東海交通株式会社　岩屋営業所 岩屋町字岩屋西5-1 株式会社大仙 下地町字柳目8 MEGAドン・キホーテ豊橋店 藤沢町141 前芝校区市民館 前芝町字塩見5-1 柴本歯科クリニック 小向町字下野11

山本歯科医院 下地町二丁目30 マックスバリュ豊橋橋良店 橋良町字向山20-1 前芝保育園 前芝町字西堤25 わたつ橋歯科医院 高洲町字高洲159

岩田 豊岡中学校 中岩田一丁目5-2 大東建託株式会社　豊橋支店 下地町字門50 ユタカ自動車学校 中野町字平北80 豊橋農業協同組合　前芝支店 前芝町字北堤121-1

愛知県立豊丘高等学校 豊岡町74 ホリデイスポーツクラブ豊橋 中野町字平北80 特別養護老人ホーム　喜寿苑 前芝町字加藤381-2

ひばり保育園 東岩田二丁目14-6 新川 中部中学校 舟原町154 NCTフロンティア　豊橋営業所 藤沢町57

東部窓口センター 中岩田一丁目12-2 新吉保育園 新吉町1-2 松葉 豊橋市民センター　カリオンビル 松葉町二丁目63 ※とよはし市民救命の駅にかかるＡＥＤが設置されているその他の施設等

岩田総合球技場　豊橋市民クラブハウス 岩田町1-2 豊橋信用金庫　本店営業部 小畷町579 野依 くすのき特別支援学校 野依町字上ノ山3-2 こども未来館　ここにこ 松葉町三丁目1

岩田総合球技場　豊橋市民球場 岩田町1-2 豊橋信用金庫　中央支店 神明町68 野依保育園 野依町字八幡2-19 くるみ保育園 松葉町三丁目8-3 【市内８消防署所（ＡＥＤ屋外設置：各施設１基）】

岩田総合球技場　豊橋市民球技場 岩田町1-2 蒲郡信用金庫　旭支店 舟原町1-1 豊橋農業協同組合　本店 野依町字西川5 松葉保育園 北島町字北島88

豊橋農業協同組合　岩田支店 中岩田二丁目7-3 豊川信用金庫　豊橋支店 新吉町41-3 豊橋農業協同組合　中央支店 野依町字西川5 東海交通株式会社　本社 大橋通二丁目101 【市内８消防署所配置の消防車に積載（各施設１基）】

豊橋信用金庫　岩田支店 東岩田三丁目1-11 日本郵便株式会社　豊橋郵便局 神明町106 イオン豊橋南店 野依町字落合1-12 コンフォートホテル豊橋 大橋通一丁目98

豊橋信用金庫　井原支店 平川町4 エディオン豊橋店 前田南町一丁目6-1 株式会社明輝クリーナー 若松町字中山101-34 北島デイサービスセンター光風 北島町字北島81-1

豊橋信用金庫　研修会館 岩田町字北郷中5-4 豊橋ケーブルネットワーク株式会社 小畷町596 佐川急便株式会社　豊橋研修センター 若松町字中山277-1

蒲郡信用金庫　岩田支店 中岩田二丁目1-6 中央葬祭 前田町二丁目1-10 松井歯科医院 野依台一丁目34-1 松山 中部地区市民館 東松山町23（中消防署6階）

サーラスポーツクラブ豊橋店 中岩田二丁目8-1 アサヒサンクリーンデイサービスセンター 小畷町383 前田南地区体育館 前田南町二丁目19-8

清水歯科クリニック 豊岡町146 小間歯科医院 札木町94 八町 豊城中学校 今橋町2-1 穂の国とよはし芸術劇場　プラット 西小田原町123

かとうファミリー歯科 東岩田三丁目9-8 山口歯科医院 前田町一丁目7-18 豊橋ファッション・ビジネス専門学校　八町校舎 八町通五丁目19 駅前大通第１公共駐車場 駅前大通二丁目地内

さくら歯科クリニック 前田南町一丁目2-3 豊橋市役所 今橋町1 駅前大通第２公共駐車場 駅前大通一丁目地内

岩西 東部地区市民館 岩屋町字岩屋下66-1 公会堂 八町通二丁目22 松葉公園地下駐車場 萱町61

豊橋ひかり乳児院 高師町字北原1-104 杉山 杉山地区市民館 杉山町字孝仁11 美術博物館 今橋町3-1 豊橋駅東口自転車等駐車場 駅前大通一丁目地内

豊橋信用金庫　岩西支店 岩屋町字岩屋下29-73 杉山保育園 杉山町字御園1-4 三の丸会館 今橋町3-1 豊橋信用金庫　お客様相談所 駅前大通一丁目6

セブンイレブン豊橋杉山町店 杉山町字天津前16-1 綜合運動場管理事務所 今橋町4 蒲郡信用金庫　豊橋支店 広小路二丁目6-2

植田 南稜中学校 植田町字的場50 武道館 今橋町4 蒲郡信用金庫　前田南支店 前田南町二丁目7-1

こじかこども園 植田町字一本木116-151 嵩山 嵩山保育園 嵩山町字宮下78 豊城地区市民館 今橋町16 オーギヤグループ　オーギヤ駅前店 広小路一丁目43

植田保育園 植田町字池堀田68-1 八町地域福祉センター 八町通五丁目9 精文館書店 広小路一丁目6

豊橋信用金庫　向ケ丘支店 植田町字西ヶ谷88-1 鷹丘 東陵中学校 牛川町字乗小路32-35 愛知県東三河建設事務所 今橋町6 豊栄ビル 広小路一丁目39

中央製乳株式会社 植田町字八尻12 東陵地区市民館 牛川町字乗小路32-31 飽海保育園 飽海町80 バロー豊橋店（スポーツクラブアクトス豊橋） 前田南町二丁目17-2

牛川東保育園 牛川町字乗小路31-6 希望が丘第二こども園 旭町164 藤城歯科医院 西小田原町75

牛川 青陵中学校 牛川町字洗島108-1 蒲郡信用金庫　鷹丘支店 忠興一丁目5-17 豊橋信用金庫　東支店 八町通五丁目35 鈴木歯科医院 中柴町65

桜丘中学校 南牛川二丁目1-11 グランドパシフィックスポーツ倶楽部 西小鷹野四丁目2-8 日本放送協会　名古屋拠点放送局豊橋支局 今橋町1-3 みやもと歯科 前田南町二丁目14-15

桜丘高等学校 南牛川二丁目1-11 貴城精工株式会社 忠興三丁目10-1

青陵地区市民館 南牛川二丁目4-1 巻田歯科医院 西小鷹野三丁目5-6 花田 羽田中学校 西羽田町43-1 幸 高師台中学校 西幸町字浜池328

牛川地区体育館 牛川町字田ノ上21-6 豊橋駅自由連絡通路 花田町字西宿 高師台地区市民館 西幸町字浜池332-2

牛川育英幼稚園 牛川町字浪ノ上10 高師 本郷中学校 高師本郷町字竹ﾉ内90-1 駅前地下道 花田町字西宿 こまどり保育園 牧野町字北原25-2

牛川保育園 牛川町字中郷2-10 本郷地区市民館 浜道町字桜50-7 豊橋駅西口自転車等駐車場 花田一番町地内 高師東こども園 西幸町字古並51-6

豊橋信用金庫　牛川支店 牛川通二丁目6-6 豊橋農業協同組合　高師原支店 浜道町字沢東7-1 羽田保育園 花田町字百北７１－４ 豊橋信用金庫　幸支店 西幸町字笠松195-4

プレイランド名宝 牛川薬師町79-1 豊橋信用金庫　三本木支店 三本木町字新三本木46-11 豊橋信用金庫　西支店 花田町字小松172 蒲郡信用金庫　曙支店 曙町字測点145

中島歯科医院 南牛川一丁目8-10 パシフィックスポーツ倶楽部豊橋 上野町字新上野52 蒲郡信用金庫　花田支店 花田一番町78 オーギヤグループ　ＯＧＩＹＡチャンピオン 曙町字南松原129-2

izumoden豊橋 牛川町字郷道5-1 はる歯科クリニックはまみち 浜道町字北側84-1 ＪＲ豊橋駅 花田町字西宿無番地 名宝曙店 曙町字若松111

三菱ケミカル　豊和寮 牛川通四丁目1-7 豊橋ステーションビル　カルミア 花田町字西宿無番地 豊橋サイエンスコア 西幸町字浜池333-9

高根 廃棄物最終処分場 高塚町字東大縄手441 ホテルアソシア豊橋 花田町字西宿無番地 豊橋綜合自動車学校 藤並町字藤並85-3

老津 章南中学校 老津町字宮脇15-2 高塚保育園 高塚町字笹原6 豊鉄バス株式会社　豊橋駅バスセンター 花田町字西宿無番地 日下建設株式会社 西幸町字笠松38-10

豊橋市立家政高等専修学校 老津町字西高縄78 豊橋鉄道株式会社　新豊橋駅 駅前大通一丁目138 有料老人ホーム　銀の家 曙町字測点188

豊橋農業協同組合　大津支店 老津町字薬師前64-1 谷川 谷川保育園 中原町字東荒神34-1 東海交通株式会社　ふれあい東海 花田町字百北82・84合併地1 しばもと歯科 西幸町字幸86-1

日東電工株式会社豊橋事業所 中原町字平山18 近藤歯科医院 花田二番町158

大崎 豊橋平安寮 船渡町字城戸中4-1 株式会社デンソー豊橋東製作所 原町字南山1-323 向山 愛知県立豊橋東高等学校 向山町字西猿22

株式会社デンソー豊橋製作所 明海町3-23 株式会社明輝クリーナー　原町工場 原町字南山1-99 羽根井 羽根井地区市民館 羽根井本町131 愛知県立豊橋商業高等学校 向山官有地

有楽製菓株式会社　豊橋夢工場 原町字蔵社88 中央図書館 羽根井町48 豊橋市民文化会館 向山大池町20-1

つつじ
が丘

「とよはし市民救命の駅」登録施設（ＡＥＤ設 市内全ての小学校は登録施設・２４時間使用可能です。


