認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

所在地

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

本館

ホテル・飲食
店・物品販売
店舗

千代田区内幸町1-1-1

第2112-101-003号

令和3年12月31日

①監視カメラの設置(250基)[ハ]
②外国語による避難体制の確保[ヘ]
③消防水利の設置(40立方メートル 1 100立方メート
ル 1)[ト]
④震災対策用に缶詰パン14,000食、飲料水500ml×
14，000本[チ]
⑤救急講習の受講[リ]
⑥AEDの設置（28基)[リ]

帝国ホテルタワー

飲食店・物品
販売店舗・ホ
テル

千代田区内幸町1-1-1

第1910-101-006号

令和元年10月16日

①監視カメラの設置(150台)[ハ]
②緊急救助スペースの設置[ト]
③飲料水の確保(500ml×14,000)[チ]
④消防水利の設置(150t)[ト]
⑤AEDの設置(34基)[リ]

飯野ビルディング

事務所・店
舗・診療所・
変電所

千代田区内幸町2-1-1

第2102-101-002号

令和3年2月15日

①飲料水等の確保[チ]
②救命講習の受講[リ]
③AEDの設置（７基）[リ]
④監視カメラの設置[ハ]
⑤消防水利の設置（90）[ト]
⑥家具の転倒防止[チ]

令和2年12月8日

①監視カメラの設置[ハ]
②AEDの設置[リ]
③外国語による避難誘導体制（英語）[ヘ]
④家具の転倒防止[チ]
⑤救命講習の受講[リ]
⑥AEDの設置[リ]

帝国ホテル

大手町パークビルディング(22階
～29階）

・アスコット丸の内東京
・トリプルワン

ホテル、飲食
店
（建物全体は
１６項イ）

千代田区大手町1-1-1

第2012-101-001号

大手門タワー・ENEOSビル

複数管理権原:15

集会所・飲食
店・物品販売
店舗・事務所
等

千代田区大手町1-1-2

第2205-101-001号

令和4年5月31日

竹橋合同ビル

・国家公務員共済組合連合会東京共
済会館
ホテル・事務
・株式会社国際協力銀行
所
・独立行政法人国際協力機構

千代田区大手町1-4-1

第2206-101-002号

令和4年6月1日

部分申請
大手町タワー
（地下４階、地下2階一部 地下
１階、１階、３３階～３８階）

・アマン東京
・スパネイル
・さくら薬局大手町店
・ファミリーマートOOTEMORI店
事務所・物販
・松翁会診療所大手町健診プラザ
販売店舗・診
・株式会社みずほフィナンシャルグ
療所・ホテル
ループ（地下４階、地下１階、１
階）
・東京建物不動産投資顧問株式会社
（共用部）

千代田区大手町1-5-5.6

パレスホテル東京・パレスビル

新丸の内ビルディング

丸の内センタービル
新丸の内センタービル

丸ノ内ホテル
丸の内オアゾA街区商業施設
丸の内北口ビルディング
丸の内オアゾA街区全体共用

複数管理権原；210

第2102-101-003号(001)

令和3年2月20日

ホテル・飲
食・物品販売
店舗・事務
所・駐車場

千代田区丸の内1-1-1

第2112-101-004号

令和3年12月31日

飲食店・物品
販売店舗・駐
車場・事務所
等

千代田区丸の内1-5-1

第2201-101-007号

令和4年1月17日

複数管理権原:57

飲食店・物品販
売店舗・診療
千代田区丸の内1-6-1
所・駐車場・事
務所

複数管理権原：78

(16)項イ
〔飲食店、物
品販売店舗、
ホテル、駐車
場、事務所〕

日本生命丸の内ビル

事務所・駐車
場

サピアタワー

ホテル・物品
販売店舗・事
務所・学校・
診療所・駐車
場

千代田区丸の内1-6-3･
4･5

千代田区丸の内1-6-6

千代田区丸の内1-7-12

第1910-101-005号

第2203-101-009号

第2003-101-009号

第1911-101-008号

1/45

令和元年10月14日

①機械警備による入退館の管理(ｲ)
②監視カメラの設置〔99台〕(ﾊ)
③外国語による避難誘導体制〔英語〕(ﾍ)
④消防水利の設置〔水槽187t〕(ﾄ）
⑤緊急救助スペースの設置(ﾄ)
⑥飲料水等の確保〔2×4284本、栄養補助食品12780
箱〕(ﾁ)
⑦ＡＥＤの設置〔２基〕(ﾘ)

①監視カメラの設置（78台）[ハ]
②消防水利の設置(56水槽)[ト]
③ 飲 料 水 等 の確 保(2  × 3日 ×1,185 人
[チ]
④AEDの設置（2基）[リ]

7,110  ）

①監視カメラの設置（306台）[ハ]
②飲料水等の確保（500ｍｌ×1,104本）[チ]
③救命講習の受講[リ]
④AEDの設置（4基）[リ]
⑤外国語による避難誘導体制（英語）[ヘ]

①飲料水等の確保(3  ×3日×1,100人 10,000  ）
[チ]
②緊急救助用スペースの設置（2ヶ所）[ト]
③外国語による避難誘導体制（英語）[ヘ]
④監視カメラの設置（403台）[ハ]
⑤消防水利の設置(140)[ト]
⑥AEDの設置（3基）[リ]
①緊急救助用スペースの設置[ト]
②飲料水等の確保[チ]
③AEDの設置[リ]
④監視カメラの設置[ハ]
⑤消防水利の設置[ト]
⑥救命講習の受講[リ]
①警備員による入退館の管理[イ]
②防炎製品の使用(全館)[ロ]
③監視カメラの設置(152台)[ハ]
④社員教育の徹底[リ]
⑤避難経路の確保[ヘ]
⑥緊急救助用スペースの設置[ト]
⑦飲料水の確保(地下4階 192t)[チ]
⑧ＡＥＤの設置(丸の内センター 8基, 新丸の内セン
タ-8基).[リ]

令和4年3月3日

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

ビル入退室管理[イ]
外国語による避難誘導体制[ヘ]
飲料水等の確保[チ]
救命講習の受講[リ]
AEDの設置（4基）[リ]
近隣ビルとの協力体制[リ]
監視カメラの設置[ハ]
災害対応マニュアル策定[リ]
消防水利の設置[ト]
家具の転倒防止[チ]

令和2年3月23日

①監視カメラの設置[ハ]
②緊急救助スペースの設置[ト]
③飲料水の確保（3日分）[チ]
④消防水利の設置(140t)[ト]
⑤全国主要拠点間の通信確保[リ]
⑥AEDの設置[リ]
⑦ 簡易トイレ[リ]

令和1年11月2日

①入退室の管理[イ]
②監視カメラの設置(150台)[ハ]
③防炎製品の使用[ロ]
③緊急救助スペースの設置[ト]
④飲料水の確保(500×700本)[チ]
⑤非常食(乾パン、缶づめ 1,600食)[チ]
⑥AEDの設置(2基)[リ]
⑦外国語による避難誘導(英語)[ヘ]

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

鉃鋼ビルディング

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

複数管理権原：67

用途

（16）項イ
（飲食店・物
品販売店舗・
ホテル・駐車
場・事務所）

所在地

千代田区丸の内1-8-2

認定番号

第2203-101-008号

認定年月日

令和4年3月2日

グラントウキョウサウスタワー

事務所・飲食
店・物品販売
店舗・駐車場

三菱商事ビルディング

飲食店・物品
販売店舗・事
務所

丸の内ビルディング

飲食店・物品
販売店舗・事
務所

千代田区丸の内2-4-1

第2112-101-005号

令和3年12月31日

飲食店・物品
販売店舗・事
務所

千代田区丸の内2-7-3

第2203-101-010号

令和4年3月25日

東京国際フォーラム

劇場・飲食
店・事務所

千代田区丸の内3-5-1

第2109-101-001号

令和3年9月27日

東京ミッドタウン日比谷

事務所・物品
販売店舗・飲
食店・駐車場
等

東京ビルディング

複数管理権原者;46

複数管理権原;93

劇場・映画
館・事務所

東京宝塚ビル

千代田区丸の内1-9-1

千代田区丸の内2-3-1

千代田区有楽町1-1-2

千代田区有楽町1-1-3

第1908-101-004号

第1910-101-007号

第2201-101-006号

第2110-101-002号

令和元年8月7日

令和元年10月30日

令和4年1月16日

令和3年10月1日

ザ・ペニンシュラ東京

ザ・ペニンシュラ東京
複数管理権原:12

ホテル・飲食
店・物品販売
店舗、事務所

千代田区有楽町1-8-1

第2207-101-003号

令和4年7月7日

アパホテル＜東京九段下＞

アパホテル株式会社

ホテル

千代田区飯田橋1-4-7

第2206-102-002号

令和4年6月6日

ホテルメトロポリタンエドモント 日本ホテル株式会社

アパホテル＜飯田橋駅南＞

アパホテル株式会社

ホテル・飲食
店・物品販売
店舗

ホテル

千代田区飯田橋3-10-8

千代田区飯田橋3-1-4

第2010-102-003号

第2110-102-002号

2/45

変更申請

各種防火対策

①監視カメラの設置(374台)[ハ]
②消防水利の設置(200)[ト]
③緊急救助スペースの設置[ト]
④食糧・飲料水等の確保[チ]
⑤AEDの設置(4台)[リ]
⑥イーバックチェアの設置(３台)[リ]

①監視カメラの設置(162基)[ハ]
②内装の不燃化(全館)[ロ]
③警備員による巡回(1日全館3サイクル)[リ]
④社員教育の周知徹底（全事業所）[リ]
⑤訓練用水消火器の配置と取扱い訓練
指導者の指定(訓練用消火器4本)[リ]
⑥避難経路図の掲出(全館)[ヘ]
⑦外国語による避難誘導体制(英語)[ヘ]
⑧消防水利の設置(99.5)［ト］
⑨緊急用救助スペースの設置[ト]
⑩非常用備蓄品の確保(防災センター)[チ]
AEDの設置(1基)[リ]

①入退室の管理(ｲ)
②監視カメラの設置〔205台〕(ｲ)
③緊急救助スペースの設置(ﾄ)
④飲料水の確保(1.5 14.775本)(ﾁ)
⑤AEDの設置〔23基〕(ﾘ)

①監視カメラの設置(191台）[ハ]
②緊急救助スペースの設置[ト]
③消防水利の設置（260）[ト]
④飲料水(16,000）及び非常用食糧を三日分確保
[チ]
⑤防炎製品の使用（全館）[ロ]
⑥全国主要拠点間の通信確保[リ]
⑦AEDの設置（4基）[リ]

①監視カメラの設置（115台)[ハ]
②飲料水の確保[チ](2Ｌ/5142本)
③消防水利の設置（260）[ト]
④AEDの設置(2台)[リ]

①監視カメラの設置（320台）[ハ]
②避難経路の確保[ヘ]
③消防水利の設置（224㎥）[ト]
④AEDの設置（16基）[リ]
⑤防炎製品の使用（全館）[ロ]
⑥緊急救助用スペースの設置[ト]

①監視カメラの設置（568台）[ハ]
②飲料水等の確保（飲料水500ｍｌ×68450本、ｱﾙﾌｧｰ
米5000食、缶入りパン28950個）[チ]
③救命講習の受講[リ]
④AEDの設置（4基）[リ]
⑤外国語による避難誘導体制（英語）[ヘ]
⑥緊急救助用スペースの設置
①監視カメラの設置[ハ]
②緊急救助スペースの設置[ト]
③飲料水の確保[チ]
④消防水利の設置[ト]
⑤全国主要拠点間の通信確保[リ]
⑥AEDの設置(3基)[リ]
①緊急救助用スペースの設置[ト]
②飲料水等の確保(500ml×1,000本）[チ]
③AEDの設置（2基）[リ]
④監視カメラの設置（158台）[ハ]
⑤消防水利の設置（地下4Fに110ｔ、5階プールに220
ｔ）[ト]
⑥救命講習の受講（22年度に3回40名）[リ]
⑦外国語による避難誘導体制（英語）[ヘ]

①指定場所による喫煙管理の徹底(イ)
②監視カメラによる監視(ハ)
③ＡＥＤの設置(リ)
④宿泊者以外のエレベーター運行不可(イ)
⑤震災時備蓄品の保有(チ)

令和2年10月31日

①全館禁煙措置（イ）
②監視カメラの設置(ハ)
③客席の防炎製品使用（イ）
④非常用階段避難車の設置（へ）
⑤各種自衛消防活動の向上策（ト）
⑥アイガーデンエア地区の事業所間災害時相互応援協
定の締結（リ）
⑦帰宅困難者対策として震災時備蓄品の保有(チ)
⑧AED３台設置、全従業員を対象とした救命講習の実
施(リ)
⑨平成２９年度自衛消防訓練審査会において一般隊及
び女子隊ともに優勝

令和3年10月17日

①部外者侵入防止措置（イ）
②監視カメラの設置（ハ）
③非常放送設備の設置（ホ）
④火災通報装置の設置（ニ）
⑤外国語による避難誘導体制の確保（へ）
⑥点滅機能を有する誘導灯(ヘ)
⑦飲料水及び食糧の備蓄（震災対策）（チ）
⑧ＡＥＤの設置（リ）

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

アパホテル＜飯田橋駅前＞

アパホテル株式会社

東京区政会館

公益財団法人特別区協議会

ホテルモントレ半蔵門

ホテルモントレ株式会社

ホテルニューオータニ

一般財団法人全国自治協会
町村会館

全国

ホテル

所在地

千代田区飯田橋3-4-6

飲食店・事務
千代田区飯田橋3-5-1
所

ホテル

千代田区一番町23-1

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

令和3年9月11日

①出火防止対策として宿泊者以外のＥＶ運行不可とし
ている
②防炎物品の使用
③監視カメラによる全館の監視
④火災通報装置の設置
⑤外国語による避難誘導体制の確保、客室に避難経路
図、点滅機能を有する誘導灯の設置、非常警報装置の
設置
⑥はしご車の活動空間の確保
⑦飲料水、食料の確保
⑧ＡＥＤの設置

第2012-102-004号

令和2年12月14日

①家具類の転倒防止措置の実施
②ガラスの飛散防止の実施
③災害対策用備蓄品の保有
④災害対策用仮設トイレ用マンホールの設置
⑤屋上にヘリコプター用ホバリングスペースの設置
⑥緊急地震速報受信装置の設置
⑦非常用階段避難車の設置
⑧エレベーター内に防災用キャビネットの設置

第2003-102-008号

令和2年3月27日

①監視カメラを設置している(ハ)
②外国語による避難誘導体制の確保（ヘ)
③消防水利の設置（４０㎡）(ト)
④AEDの設置（リ）

第2109-102-001号

ホテル

千代田区紀尾井町4-1

第2203-102-003号

令和4年3月7日

①指定場所による喫煙管理の徹底（イ）
②監視カメラによる全館の監視（ハ）
③外国語による避難誘導体制の確保（へ）
④夜間の自衛消防体制の充実・強化（ト）
⑤緊急離発着場の設置(ト)
⑥飲料水及び食糧の備蓄（震災対策）（チ）
⑦ＡＥＤの設置（リ）

公益財団法人日本製鉄文化財団

劇場・飲食店

千代田区紀尾井町6-5

第2004-102-001号

令和2年4月7日

①入退館管理(イ)
②監視カメラを設置、受信盤・放送設備最新化(ハ)
③点滅・音声誘導灯を設置(ヘ)
④飲料水簡易トイレ等の備蓄（チ）
⑤AEDを設置(リ)

一般財団法人全国自治協会

ホテル・事務
所

千代田区永田町1-11-35

第1909-102-004号

令和元年9月26日

メイン棟 株式会社ニュー・オータニ

日本製鉄紀尾井ビルディング

用途

①監視カメラを設置(ﾊ)
②点滅・音声誘導灯を設置(ﾍ)
③ＡＥＤを配置(ﾘ)
④防炎製品の使用(ﾘ)

アパホテルプライド〈国会議事堂前〉 アパホテル株式会社

ホテル

千代田区永田町2-10-2

第2002-102-005号

令和2年2月19日

①部外者侵入防止措置（イ）
②監視カメラの設置（ハ）
③非常放送設備の設置（ホ）
④火災通報装置の設置（ニ）
⑤外国語による避難誘導体制の確保（へ）
⑥飲料水及び食糧の備蓄（震災対策）（チ）
⑦ＡＥＤの設置（リ）

赤坂エイトワンビル

飲食店・事務
所

千代田区永田町2-13-5

第2010-102-002号

令和2年10月26日

AEDを設置している(リ)

令和2年12月24日

①監視・防犯カメラの設置(ｲ、ﾊ）
②内装の不燃化（ﾛ)
③防炎製品の使用(ﾛ)
④2階以上のバルコニーに避難器具を設置(ﾍ)
⑤非常放送設備の設置(ﾍ)
⑥ＡＥＤの設置（リ）
⑦災害時対応マニュアルの作成(ﾘ)

①監視カメラの設置(ハ)
②客室の防炎製品使用（イ）
③客室のガラス飛散防止措置（フィルム貼付）（チ）
④自衛消防技術認定保持者を義務以上に確保(ト)
⑤自衛消防訓練を毎月実施（ト）
⑥英語による避難誘導体制を確保（へ）
⑦AEDの設置（リ）
⑧上級救命技能認定者４名（リ)
⑨普通救命講習を毎年１５名受講（リ）
⑩災害時対応マニュアルの策定（リ）

東横イン溜池山王駅官邸南

株式会社美松

株式会社東横イン

全国市町村職員共済組合連合会
東京グリーンパレス

ホテルグランドアーク半蔵門

ホテルグランドアーク半蔵門

ホテル

千代田区永田町2-4-14

第2012-102-005号

ホテル・事務
所

千代田区二番町2

第2102-102-006号

令和3年2月26日

ホテル

千代田区隼町1-1

第1909-102-003号

令和元年9月26日

アパホテル＜半蔵門平河町＞

アパホテル株式会社

ホテル

日本都市センター会館

公益財団法人全国私有物件
災害共済会

ホテル・事務
所

千代田区平河町1-3-5

千代田区平河町2-4-1

第2205-102-001号

第2003-102-007号
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令和4年5月10日

令和2年3月24日

①入退室管理(ｲ）
②監視カメラの設置(ﾊ)
③飲料水の確保(ﾁ)
④AEDを設置(ﾘ)

①喫煙管理の徹底(ｲ)
②防炎物品の使用(ﾛ)
③監視カメラの設置(ﾊ)
④火災通報装置の設置(ﾆ)
⑤避難表示及び外国語による避難誘導(ﾍ)
⑥点滅機能を有する誘導灯を設置(ﾍ)
⑦非常放送設備の設置(ﾎ)
⑧はしご車による活動空間の確保(ﾄ)
⑨飲料水及び食糧の備蓄〔震災対策〕(ﾁ)
⑩ＡＥＤの設置(ﾘ)

①監視カメラを設置(ﾊ)
②防炎製品・防炎物品の設置(ｲ)
③点滅・音声誘導灯を設置(ﾍ)
④はしご車の活動空間の確保(ﾄ)
⑤AEDの設置(ﾘ）

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

所在地

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

①監視カメラを設置(ﾊ)
②点滅・音声誘導灯を設置(ﾍ)
③客室ドアチェーンの一斉解除(ﾘ)
④ＡＥＤの設置(ﾘ)

ホテル・事務
所

千代田区平河町2-4-3

第2003-102-006号

令和2年3月12日

アパホテル＜神田駅東＞

ホテル

千代田区岩本町2-1-1

第1912-103-017号

令和元年12月22日

福利久ビル

事務所

千代田区内神田1-14-6

第1909-103-010号

令和元年9月18日

東横ＩＮＮ東京大手町Ａ１

ホテル

千代田区内神田1-8-10

第2001-103-019号

令和2年1月12日

ヴィラフォンテーヌ大手町

ホテル

千代田区内神田1-8-8

第2101-103-003号

令和3年1月23日

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③ＡＥＤを配置している(ﾘ)
④外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)

ＫＩ ホテル、飲食
店、駐車場

千代田区内神田2-1-2

第2107-103-003号

令和3年7月1日

①指定消防水利を設置している。(ﾄ)
②監視カメラを設置している。(ﾊ)
③ＡＥＤを設置している。(ﾘ)
④外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)

神田ステーションホテル

ホテル

千代田区鍛冶町1-4-3

第1912-103-016号

令和元年12月16日

アパホテル＜神田駅前＞

ホテル

千代田区鍛冶町2-10-3

第2110-103-004号

令和3年10月16日

ザ・ビーお茶の水

ホテル

千代田区神田淡路町17-5

第1907-103-002号

令和元年7月7日

飲食店

千代田区神田淡路町2-10

第2010-103-003号

令和2年10月17日

お茶の水ホテルジュラク

ホテル

千代田区神田淡路町29-2

第1907-103-003号

令和元年7月26日

ＹＫＫ８０ビル・ＹＫＫ和泉ビル

事務所

千代田区神田和泉町119

第2102-103-006号

令和3年2月13日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②入退室管理を実施している(ｲ)
③ＡＥＤを設置している。(ﾘ)
④外国語による避難誘導体制を確保している（ﾍ）
⑤建築物の地震動対策をしている（ﾘ）

アパホテル<神田神保町駅東>

ホテル・飲食
店

千代田区神田小川町31-22

第2101-103-004号

令和3年1月31日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②入退室管理を実施している(ｲ)
③ＡＥＤを設置している。(ﾘ)
④外国語による避難誘導体制を確保している（ﾍ）

お茶の水ホテル昇龍館

ホテル

千代田区神田小川町3-24

第1908-103-005号

令和元年8月31日

相鉄フレッサイン東京神田

ホテル、共同住宅

千代田区神田紺屋町8-1

第1911-103-013号

令和元年11月7日

秋葉原鴻池ビル

事務所

千代田区神田佐久間町
1-25

第1908-103-007号

令和元年8月31日

①ＡＥＤを配置している〔１階１台〕

秋葉原ワシントンホテル

ホテル

千代田区神田佐久間町
1-8-3（ダイハツ秋葉原
ビル１階、3～13階）

第2203-103-010号

令和4年3月12日

①入退室管理を実施している。(ｲ)
②監視カメラを設置している。(ﾊ)
③ＡＥＤを設置している。(ﾘ)
④自衛消防訓練審査会等に参画している。(ﾘ)

アパホテル＜秋葉原駅前＞

ホテル・飲食店

千代田区神田佐久間町
2-13-20

第2010-103-002号

令和2年10月10日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②入退室管理を実施している(ｲ)
③ＡＥＤを設置している。(ﾘ)

アパホテル＜秋葉原駅東＞

ホテル、共同
住宅

千代田区神田佐久間町
3-2

第2205-103-001号

令和4年5月20日

①入退室管理を実施している。(ｲ)
②監視カメラを設置している。(ﾊ)

相鉄フレッサイン御茶ノ水神保町

ホテル

千代田区神田神保町119-7

第2203-103-011号

令和4年3月12日

①入退室管理を実施している。(ｲ)
②監視カメラを設置している。(ﾊ)
③ＡＥＤを設置している。(ﾘ)
④外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)

映画館・劇場

千代田区神田神保町123

第1907-103-001号

令和元年7月7日

①ＡＥＤを配置している〔１階１台〕(ﾘ)

地方職員共済組合

麹町会館

三井ガーデンホテル大手町

籔蕎麦

神保町シアタービル

地方職員共済組合

三井ガーデンホテル大手町
ＴＯＫＹＯ ＢＡＫＥＲ’Ｓ
ＴＣＨＥＮ
キーパーズ内神田第二

株式会社藪蕎麦

神保町シアター
神保町花月
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①入退室管理を実施している。(ｲ)
②監視カメラを設置している。(ﾊ)
③外国語（英語）による避難誘導体制を確保してい
る。(ﾍ)
④ＡＥＤを設置している。(ﾘ)
①絶縁監視装置を設置している(ｲ)
②ＡＥＤを配置している〔１階エントランス１台〕
(ﾘ)
①監視カメラを設置している(ﾊ)
②入退室管理を実施している(ｲ)
③ＡＥＤを設置している(ﾘ)
④外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)

①外国語〔英語・中国語〕による避難誘導体制を確保
している(ﾍ)

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②入退室管理を実施している(ｲ)
③ＡＥＤを設置している。(ﾘ)
④外国語による避難誘導体制を確保している（ﾍ）

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②入退室管理をしている(ｲ)
③ＡＥＤを配置している〔１階１台〕(ﾘ)

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②震災に備えて飲料水、食糧等を確保している(チ)
③ＡＥＤを設置している(ﾘ)
④避難安全検証を実施し安全確認を実施している
⑤入退室管理を実施している(ｲ)
①監視カメラを設置している(ﾊ)
②外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
③ＡＥＤを配置している〔１階１台〕(ﾘ)
④自衛消防訓練審査会等に参画している(ﾘ)

①入退室管理をしている(ｲ)
②外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)

①入退室管理を実施している。(ｲ)
②監視カメラを設置している。(ﾊ)
③ＡＥＤを設置している。(ﾘ)
④外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

ヴｨラフォンテーヌ神保町

万惣ビル

用途

ホテル

ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ神田
セブン－イレブン神田須田町中央通 ホテル
り店

所在地

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

令和3年1月23日

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③ＡＥＤを配置している(ﾘ)
④外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)

第2101-103-005号

令和3年1月25日

①監視カメラを設置している。(ﾊ)
②ＡＥＤを設置している。(ﾘ)
③外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)

千代田区神田神保町130

第2101-103-002号

千代田区神田須田町116

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②入退室管理を実施している(ｲ)
③ＡＥＤを設置している(ﾘ)

住友不動産神田ビル２号館

事務所・共同
住宅

千代田区神田須田町123-1

第1912-103-018号

令和元年12月22日

ベルケンホテル神田

ホテル

千代田区神田須田町14-7

第2106-103-002号

令和3年6月20日

明治大学リバティタワー

大学・駐車場

千代田区神田駿河台1-1

第2112-103-008号

令和3年12月25日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②緊急離発着場等を設置している(ﾄ)
③飲料水、食料を確保している(ﾁ)
④ＡＥＤを配置している[1階1台](ﾘ)

明治大学12号館

大学

千代田区神田駿河台13-2

第2112-103-007号

令和3年12月25日

①全館禁煙としている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③飲料水、食料を確保している(ﾁ)

明治大学アカデミーコモン

大学・公会
堂・駐車場

千代田区神田駿河台13-4

第2112-103-006号

令和3年12月25日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②飲料水、食料を確保している(ﾁ)
③ＡＥＤを配置している[1階1台](ﾘ)

飲食店・事務
所 診療所

千代田区神田駿河台2-8

第2203-103-012号

令和4年3月23日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②ＡＥＤを配置している(ﾘ)

コンフォートホテル東京神田

ホテル

千代田区神田東松下町
11-2

第1910-103-011号

令和元年10月9日

東急ステイ水道橋

ホテル

千代田区神田三崎町11-12

第1912-103-015号

令和元年12月10日

ホテル

千代田区神田三崎町11-16

第2105-103-001号

令和3年5月25日

日本大学法学部１０号館

大学

千代田区神田三崎町212-1

第2002-103-024号

令和2年2月26日

日本大学法学部２号館

大学

千代田区神田三崎町21-3

第2002-103-021号

令和2年2月26日

日本大学法学部４号館

大学

千代田区神田三崎町22-8

第2002-103-022号

令和2年2月26日

①入退室管理を実施している。(ｲ)

ＪＲ東日本ホテルメッツ秋葉原

飲食店・ホテ
ル・物品販売
店舗

千代田区外神田1-17-4

第2010-103-004号

令和2年10月14日

①監視カメラを設置している
②ＡＥＤを設置している

秋葉原ダイビル

集会場・喫茶
店・大学・事
務所

千代田区外神田1-18-13

第1909-103-009号

令和元年9月18日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②緊急救助スペースを設置している(ﾄ)
③無線通信補助設備を自主設置している(ト)
④ＡＥＤを配置している〔１階南エントランス〕(ﾘ)

坂のホテルトレティオお茶の水

ホテル

千代田区外神田2-17-5

第1908-103-006号

令和元年8月31日

住友不動産秋葉原ビル

集会場・事務所 千代田区外神田3-12-8

第2003-103-027号

令和2年3月7日

ドーミーイン秋葉原

ホテル

千代田区外神田4-12-5

第1909-103-008号

令和元年9月18日

秋葉原ＵＤＸ

飲食店・物品
販売店舗・事
務所・駐車場

千代田区外神田4-14-1

第1910-103-012号

令和元年10月31日

東京消防庁神田合同庁舎

官公庁

千代田区外神田4-14-3

第2202-103-009号

令和4年2月22日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②飲料水、食料を確保している(ﾁ)
③ＡＥＤを配置している[1階1台,4階1台](ﾘ)
④入退室管理を実施している(ｲ)

ヴｨラフォンテーヌ九段下

ホテル

千代田区西神田2-4-4

第2101-103-001号

令和3年1月23日

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③ＡＥＤを配置している(ﾘ)
④外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)

日本大学法学部９号館

大学

千代田区西神田2-5-13

第2002-103-023号

令和2年2月26日

瀬川ビル

庭のホテル東京

株式会社昌平不動産総合研究所
株式会社ティー・エイチ・エス

庭のホテル東京
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①監視カメラを設置している(ﾊ)
②入退室管理を実施している(ｲ)
③ＡＥＤを設置している。(ﾘ)
④外国語による避難誘導体制を確保している（ﾍ）

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
④ＡＥＤを配置している(ﾘ)

①入退室管理を実施している。(ｲ)
②監視カメラを設置している。(ﾊ)
③外国語（英語）による避難誘導体制を確保してい
る。(ﾍ)
④ＡＥＤを設置している。(ﾘ)
①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
④ＡＥＤを配置している(ﾘ)⑤免震建物である(ﾁ)
①監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めてい
る。(ﾊ)②ＡＥＤを設置している。(ﾘ)
①監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めている
(ﾊ)
②震災に備えて、飲料水、食料等を確保している(ﾁ)
③ＡＥＤを設置している(ﾘ)
④救命講習受講優良証の交付を受けている(ﾘ)

①入退室管理をしている(ｲ)
②外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②入退室管理をしている(イ)
③ＡＥＤを設置している。(ﾘ)
①監視カメラを設置している(ﾊ)
②入退室管理を実施している(ｲ)
③１階ロビー、９階大浴場前にＡＥＤを設置してい
る。(ﾘ)
①監視カメラを設置している(ﾊ)
②緊急救助用スペースを設置している(ﾄ)
③ＡＥＤを配置している(ﾘ)
④自衛消防訓練審査会に参加している(ﾘ)

①入退室管理を実施している。(ｲ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

所在地

認定番号

認定年月日

日本大学法学部図書館

図書館

千代田区西神田2-6-16

第2002-103-025号

令和2年2月26日

東神田ビル

事務所・駐車
場

千代田区東神田1-13-11

第1908-103-004号

令和元年8月3日

アパホテル
＜日本橋 馬喰町駅北＞

ホテル

千代田区東神田1-14-1

第2110-103-005号

令和3年10月16日

コンフォートホテル東京東神田

ホテル

千代田区東神田1-9-10

第2004-103-001号

令和2年4月3日

三井ガーデンホテル京橋
柏原ビル（三井ガーデンホテル京
エクセルシオールカフェ京橋一丁目 ホテル・飲食店 中央区京橋1-3-6
橋）
店

ホテル

京王プレッソイン東京駅八重洲

各種防火対策

①入退室の管理を実施している。(ｲ)
②監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めてい
る。(ﾊ)③ＡＥＤを設置している。(ﾘ)

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②スプリンクラー設備を自主的に設置している〔地下
２階～５階〕(ﾎ)
①監視カメラを設置している(ﾊ)
②入退室管理を実施している(ｲ)
③ＡＥＤを設置している。(ﾘ)
④外国語による避難誘導体制を確保している（ﾍ）
①監視カメラを設置している。(ﾊ)
②外国語による避難誘導体制を確保している。(ﾍ)
③ＡＥＤを設置している。(ﾘ)

第2009-104-008号

令和2年9月18日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②ＡＥＤを配置している〔２階ホテル事務室１台〕
(ﾘ)
③外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
④飲料水及び食品の備蓄(ﾁ)
建物被害調査シートの作成(ﾁ)
自衛消防技術認定証の取得(ﾊ)

第2008-104-007号

令和2年8月28日

外国語による避難誘導体制の確保(ﾍ)
ＡＥＤの設置（２階ホテルラウンジに１台設置）
(ﾘ)
監視カメラ設置（各エレベーター内、共有部分、出
入口等）(ﾊ)

事務所

中央区京橋2-16-1

第2201-104-011号

令和4年1月30日

①火気設備・器具の使用を禁止している(イ)
②１階出入口にフラッパー型ゲート設置により入退室
管理をしている(イ)
③監視カメラを設置している(ハ)
④自己診断機能を有する自動火災報知設備の受信機を
設置している(ハ)
⑤点滅型誘導灯を設置している(ヘ)
⑥インフラネット経由で災害時における避難経路を明
示している(ヘ)
⑦はしご自動車の活動空間を確保している(ト)
⑧指定消防水利を設置している(ト)
⑨緊急離発着場等を設置している(ト)
⑩建物は免震構造であり、キャビネット類は床に固定
している(チ)
⑪飲料水を確保している(チ)
⑫ＡＥＤを配置している(リ)
⑬自衛消防技術認定証を取得している(リ)
⑭警備員全員が救命講習を受講している(リ)
⑮震災時対応マニュアルを策定している(リ)
⑯自衛消防訓練審査会に参加している(ﾘ)

宝町＞

ホテル

中央区京橋3-11-2

第2111-104-008号

令和3年11月26日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②自衛消防技術認定証を取得している(ﾘ)
③救命講習を受講している(ﾘ)
④ＡＥＤを配置している〔１階１台](ﾘ)

京橋＞

ホテル

中央区京橋3-6-7

第2109-104-005号

令和3年9月16日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②自衛消防技術認定証を取得している(ﾘ)
③救命講習を受講している(ﾘ)
④ＡＥＤを配置している〔１階１台](ﾘ)

ホテル

中央区銀座1-10-18

第1909-104-003号

令和元年9月7日

ホテル

中央区銀座1-15-11

第2112-104-010号

令和3年12月8日

ホテル

中央区銀座2-10-2

第1909-104-002号
(01）

令和元年9月7日

ホテル・飲食
店

中央区銀座4-10-5

第1912-104-006号
(02)

清水建設株式会社

本社ビル

アパホテル＜銀座

アパホテル＜銀座

清水建設株式会社

ホテルモントレ
ラ・スールギンザ

高島ビル

ホテルサンルート銀座

ホテルモントレ銀座

三幸ビル新館

和光本館

株式会社山野楽器銀座本社ビル

メゾンエルメス

中央区京橋1-4-1

変更申請

東急ステイ銀座
Ｔｈｅ Ｓｔａｙ
ＮＺＡ

Ｇｏlｄ

ＧＩ

物販・事務所

物販

物品販売店
舗・事務所

中央区銀座4-5-11

中央区銀座4-5-6

中央区銀座5-4-1

第2109-104-006号

第1909-104-004号
(01)

第2112-104-009号
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①監視カメラを設置している(ﾊ)
②外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
③ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)
①入退室管理をしている(ｲ)
②防炎製品を使用している(ﾛ)
③監視カメラを設置している(ﾊ)
④ＡＥＤを配置している〔１階１台〕(ﾘ)
①監視カメラを設置している(ﾊ)
②外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
③ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

①合併により変更部
分審査を行い認定継
令和元年12月21日 続(R2.7.1)
②一部管理権原者変
更(R3.8.1)

令和3年9月29日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②ＡＥＤを配置している〔１階ロビー１台〕(ﾘ)
③外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
④入退室管理をしている(ｲ)
⑤禁煙階の設置(4・10階を除く全ての階)(ｲ)
①全館禁煙としている(ｲ)
②入退室管理をしている
③内装を自主的に不燃化している(ﾛ)
④監視カメラを設置している(ﾊ)
⑤階段附室に滞留ｽﾍﾟｰｽを設置している〔S階段、C階
段〕(ﾍ)
⑥耐震改修をしている(ﾁ)
⑦ＡＥＤを配置している。〔1階1台〕(ﾘ)
⑧救命講習受講優良証の交付を受けている。(ﾘ)

令和元年9月8日

①全館禁煙としている〔指定場所を除く〕(ｲ)
②火気設備・器具の使用を禁止している(ｲ)
③監視カメラを設置している(ﾊ)
④外国語〔英語、中国語、韓国語〕による避難誘導体
①一部管理権原者変
制を確保している(ﾍ)
更(R3.5.13)
⑤飲料水・食料を確保している〔3日分/500人〕(ﾁ)
⑥ＡＥＤを配置している〔1階1台、8階1台)(ﾘ)
⑦自衛消防の活動に必要な装備〔携帯無線機等〕を自
主的に配置している(ﾘ)

令和3年12月28日

①火気設備・器具の使用を禁止している〔１～９階〕
(ｲ)
②入退室管理をしている(ｲ)
③監視カメラを設置している(ﾊ)
④外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
⑤飲料水・食料を確保している〔３日分/２５０人〕
(ﾁ)
⑥地域で応援協定を結んでいる(ﾘ)
⑦ＡＥＤを配置している。〔地下１階１台〕(ﾘ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

コートヤード・マリオット
銀座東武ホテル

用途

茅場町ＮＨビル
パールホテル茅場町

パールホテル茅場町

ヴィラフォンテーヌ東京茅場町

令和3年2月10日

ホテル

中央区銀座6-14-7

第2011-104-009号

令和2年11月2日

入退館管理の実施 禁煙措置 火気設備・器具の使用
禁止 館内巡回、避難経路の表示、飲料水の確保、Ａ
ＥＤの設置、消防団協力事業所

中央区銀座7-10-1

第2001-104-007号（01)

令和2年1月13日

中央区銀座7-11-12

第2006-104-002号

令和2年6月11日

カラオケ
ホテル
事務所

中央区銀座8-7-13

第2109-104-007号

令和3年9月29日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②ＡＥＤを配置している[3階1台](ﾘ)

ホテル

中央区新川1-2-5

第2009-104-006号

令和2年9月15日

①外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
②ＡＥＤを配置している（１階ホテルフロント１台）
(ﾘ)
③自衛消防訓練審査会に参加している(ﾘ)
④入退出管理をしている(ｲ)
⑤深夜巡回を実施している(ﾊ)

ホテル・共同
住宅

中央区新川1-8-2

第2102-104-011号

令和3年2月6日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②外国語[英語]による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
③自衛消防技術認定証の取得[9人](ﾘ)
④震災に備え、防災無線を設置している(ﾁ)
⑤ＡＥＤを配置している(1階1台)(ﾘ)

ホテル

中央区新富1-12-11

第2105-104-002号

令和3年5月30日

アパホテル＜八丁堀駅南＞

アパホテル株式会社
ＢＡＬ８７３

ホテル

中央区新富1-14-7

第2005-104-001号

令和2年5月28日

アパホテル＜八丁堀

アパホテル株式会社
天ぷら つかごし

ホテル

中央区新富1-17-8

第2107-104-003号

令和3年7月11日

中央区新富2-5-10

第2012-104-010号
（01）

アパホテル＜新富町駅前＞

アパホテル株式会社
Ｓａｐｏｒｅ Ｓａｐｏｒｅ

ホテル

東急ステイ築地

東急リゾーツ＆ステイ株式会社
味の浜藤株式会社

ホテル・物品
販売店舗

中央区築地4-11-5

第2207-104-001号

令和4年7月23日

アパホテル＜築地駅南＞

アパホテル株式会社
ＫＤ Ｓｕｎ Ｒｉｓｅ株式会社

ホテル

中央区築地7-10-11

第1910-104-005号

令和元年10月13日

ホテル八重の翠東京

阿部商事株式会社

ホテル

中央区八丁堀2-13-1

第2006-104-003号

令和2年6月22日

ホテル

中央区日本橋大伝馬町
14-16

第2009-105-007号

令和2年9月10日

ホテル

中央区日本橋大伝馬町
14-20

第2008-105-006号

令和2年8月31日

東横イン日本橋人形町

ホテル

中 央 区 日 本 橋 蛎 殻 町 110-2

第2010-105-008号

令和2年10月14日

相鉄フレッサイン日本橋人形町

ホテル

中央区日本橋蛎殻町115-4

第1912-105-010号

令和元年12月26日

アパホテル<小伝馬町駅前>

アパホテル株式会社
タンティート

外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
ＡＥＤを配置している〔計３台〕(ﾘ)
自衛消防訓練審査会に参加している〔毎年〕(ﾘ)

ホテル

アパホテル株式会社

東横イン東京日本橋

①一部管理権原者変
更（R3.10.1）

①火気設備器具使用禁止
②不審者の監視カメラ設置
③火災予防監視カメラ設置
④敷地内消防水利設置
⑤全館禁煙
⑥家具転倒落下防止対策
⑦宿泊客用非常飲料水と食料の備蓄
⑧災害時対応マニュアルの策定
⑨ＡＦＤの設置
⑩地震等救助敷材の配置

アパホテル＜新富町駅北＞

新富町＞

各種防火対策

第2102-104-012号

ＳＴＲＡＴＡ

銀座全線座ビル

変更申請

中央区銀座6-14-10

サッポロ不動産開発株式会社
株式会社筑紫樓 銀座店
藤田観光株式会社 ホテルグレイス
リー銀座
ホテル・物品
日本パーキング株式会社
販売店舗・飲
株式会社コーセー Ｍａｉｓｏｎ 食店・駐車場
ＫＯＳＥ
杉田エース株式会社 ＧＩＮＺＡ
ｉｎｎｉｔ

株式会社相鉄ホテルマネジメント

認定年月日

ホテル

株式会社東武ホテルマネジメント

相鉄フレッサイン銀座七丁目

認定番号

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③定期巡回の実施(ﾊ)
④外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
⑤指定消防水利を設置している(ﾄ)
⑥飲料水・食料等を確保している(ﾁ)
⑦自衛消防技術認定証を取得している〔27人〕(ﾘ)
⑧救命講習受講優良証の交付を受けている(ﾘ)
⑨ＡＥＤを配置している
⑩自衛消防訓練審査会に参加している〔毎年 男子・
女子とも)(ﾘ)

ＡＣホテル・バイ・
マリオット東京銀座

ＧＩＮＺＡ

所在地
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令和2年12月7日

①全室禁煙
②飲料水・非常食等の確保
③監視カメラの設置
④ＡＥＤの設置
自衛消防技術認定を取得し、常時配置している(ﾊ)
救命講習受講優良証の交付を受けている(ﾘ)
ＡＥＤを配置している（フロント１台）(ﾘ)
監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めている
(ﾊ)

①地震対策や災害時、有事の対策（自衛消防技術認定
証、救命講習の受講、ＡＥＤの設置）
②火災の早期発見（監視カメラの設置、館内の定期巡
回）

①一部管理権原者変
更（H30.6.27）

①監視カメラを設置している（１階ロビー、エレベー
ター内）(ﾊ)
②外国語（英語）による避難誘導体制を確保している

③救命講習を受講している
④自衛消防技術認定証を取得している(ﾊ)
①監視カメラを設置している(ﾊ)
②ＡＥＤを配置している〔１階ロビー１台〕(ﾘ)
③外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
④入退室管理をしている(ｲ)
⑤禁煙階の設置(1.2、5～10階)(ｲ)
①監視カメラを設置している〔１階８台〕(ﾊ)
②ＡＥＤを設置している〔１階１台〕(ﾘ)

①客室階の利用について、エレベーターの利用はカー
ドキー管理に統一している。
②各階２台以上の監視カメラを設置している。
③事務室にＡEＤを設置している。
①AEDを配置している。（リ）
②非常放送を３か国語で放送している。（ニ）
③出入館者の状況を監視カメラで把握している。
（ハ）
①AEDを配置している。（リ）
②非常放送を２か国語で放送している。（ニ）
③災害時対応時マニュアルを策定している（リ）
④出入館者の状況を監視カメラで把握している。
（ハ）
①AEDを配置している。（リ）
②非常放送を２か国語で放送している。（ニ）
③出入館者の状況を監視カメラで把握している。
（ハ）

①AEDを設置している（１台）(ﾘ)
②監視カメラを設置し、入退室管理の徹底を図ってい
る。(ﾊ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

ロイヤルパークホテル(東京・日
本橋）

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

所在地

・株式会社白洋舎リネンサプライ相
模原事業所
・ヘアーサロン銀座マツナガ
・ガーデニア
・アビステ・リエベ
・エルベートロイヤルパークホテル
店
・かきがら町公共駐車場
・矢の根寿司
・株式会社ル・モンド・デザール ホ テ ル 飲 食 中 央 区 日 本 橋 蛎 殻 町 2・株式会社ロイヤルパークホテルズ 店事業所
1-1
アンドリゾーツ
・リトル・マーサロイヤルパークホ
テル
・プリファードホテルグループイン
ク
・ブライダルミューロイヤルパーク
ホテル店
・ロイヤルパークホテル美容室

認定番号

認定年月日

第2110-105-005

令和3年10月1日

ベルケンホテル東京

ホテル

中央区日本橋兜町18-3

第2106-105-002号

令和3年6月4日

エスビー食品株式会社

事務所

中央区日本橋兜町18-6

第2203-105-010号

令和4年3月10日

変更申請

各種防火対策

①AEDを設置している（１台）（リ）
②はしご自動車の活動空間の確保(ハ）
③震災時に備え食糧、飲料水を確保している。（７日
分）（チ）

①ＡＥＤを１階事務室内に設置している。
②緊急放送を２か国語で行っている。（日本語、英
語）
③防犯ビデオで入退館者の管理を行っている。
④喫煙ルームの吸殻の回収方法を徹底している。

①監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めてい
る。（ﾊ）
②AEDを設置している。（ﾘ）
③震災に備え食糧、飲料水を確保している。（ﾁ）

①AEDを設置している（リ）
②監視カメラを設置し、入退室管理の徹底を図ってい
る。（ハ）
③非常飲料水等２５７人分を３日分確保している。
（チ）
④客室において火気設備・器具の使用を禁止してい
る。（イ）

相鉄フレッサイン日本橋茅場町

・相鉄フレッサイン日本橋茅場町
・プロント相鉄フレッサイン日本橋 ホテル
茅場町店

中央区日本橋茅場町13-10

第2002-105-012号

令和2年2月6日

京王プレッソイン日本橋茅場町

・京王プレッソイン日本橋茅場町
・ファミリーマート京王プレッソイ ホテル
ン茅場町店

中央区日本橋茅場町13-5

第2004-105-002号

令和2年4月13日

①出入館者の状況を監視カメラで把握している。
（ハ）
②非常放送を２か国語で放送している。（ニ）

ヴィラフォンテーヌ東京八丁堀

ホテル

中央区日本橋茅場町33-3

第2012-105-013号

令和2年12月16日

①ＡＥＤを配置している。（リ）
②監視カメラを設置している。（リ）
③１階フロントで入退室管理を行っている。（リ）
④中央管理センター（港区浜松町）で消防用設備・防
災設備の遠隔 監視をしている。（ハ）

第2012-105-014号

令和2年12月28日

①AEDを配置している。（リ）
②家具類の転倒防止等の措置をしている（チ）
③災害時の飲料水等の確保をしている（チ）
④出入館者の状況を監視カメラで把握している。
（ハ）

第2001-105-011号

令和2年1月23日

AEDを設置している（リ）

ヴィアイン日本橋人形町

・ホテルヴィアイン日本橋人形町
・ドミノピザ

ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ
東京小伝馬町

・ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ東京
小伝馬町
ホテル
・川島紙店

古賀オール株式会社

・三井住友銀行エーティエムサービ
ス
・株式会社ワンズコーポレーション
・三栄電子株式会社
事務所
・サンマックス・テクノロジーズ株
式会社
・ミナトホールディングス株式会社
・古賀オール株式会社

東横イン日本橋三越前Ａ４

ホ テ ル ・ 物 品 中央区日本橋小網町16販売店舗
12

ホテル

中央区日本橋小伝馬町
2-3

中央区日本橋小伝馬町
7-2

第2003-105-013号

令和2年3月1日

中央区日本橋小舟町1112

第2205-105-002号

令和4年5月10日

①監視カメラを設置している。（ハ）
②二カ国語による避難誘導を実施している。（へ）
③AEDを設置している。（リ）

①AEDを配置している。（リ）
②出入館者の状況を監視カメラで把握している。
（ハ）
③非常放送を２か国語で放送している。（ニ）
④自衛消防訓練を毎月３回実施している。（イ）
⑤夜間の巡回強化（22時、24時、2時、5時）を図って
いる。（リ）

東横INN日本橋税務署前

ホテル

中央区日本橋富沢町115

第2004-105-001号

令和2年4月18日

アパホテル人形町駅東

ホテル

中 央 区 日 本 橋 富 沢 町 211

第2006-105-004号

令和2年6月22日

エスペリアイン日本橋箱崎

ホテル

中央区日本橋中洲4-9

第2203-105-011号

令和4年3月23日

ホテル日本橋サイボー

ホテル

中央区日本橋人形町33-16

第1912-105-007号

令和元年12月27日

コンフォート東京東日本橋

アパホテル〈日本橋 馬喰町駅
前〉

・コンフォートホテル東京東日本橋
ホテル
・セブンイレブン日本橋馬喰町店

・アパホテル株式会社
・ＶＡＬＵＬＵ

ホテル

①１階受付に警備員を常駐させ入退室管理を行ってい
る。（ハ）
②非常警報設備（放送設備）を自主的に設置してい
る。（ハ）
③震災に備え非常用飲料水、食料等を確保している。
（チ）

中央区日本橋馬喰町110-11

中央区日本橋馬喰町16-6

第2008-105-005号

第2112-105-008号

8/45

令和2年8月20日

令和3年12月12日

①AEDを配置している。（リ）
③非常放送を２か国語で放送している。（ニ）
③災害時対応時マニュアルを策定している（リ）

①防災監視盤の設置をしている。（ハ）
②監視カメラの設置をしている。（ハ）
③AEDを配置している。（リ）
①監視カメラを設置し、入退室管理の徹底を図ってい
る。（ハ）
②全客室に水道管直結型スプリンクラーを自主設置し
ている。（ホ）
①ＡＥＤを設置している。（リ）
②監視カメラを設置し、入退館者の把握に努めてい
る。（イ）
③全館禁煙としている。（イ）
④収容人員分の非常用飲料水、食糧等を確保してい
る。（３日分）（チ）

①１階フロントにＡＥＤを設置している。（リ）
②非常放送を２か国語（日本語・英語）で放送し注意
喚起を図っている。（ヘ）
③深夜帯に建物の外周点検、清掃を行い出火防止を
図っている。（ハ）
④自衛消防訓練はもとより、昼礼時に火災発生、地震
発生の初動対処の確認を行うことで防火防災における
従業員の意識を高めている。（ハ）

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

株式会社エトワール海渡

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

飲食店・物品
販売店舗・事
務所

NEO

所在地

中央区日本橋馬喰町17ｰ14

変更申請

各種防火対策

認定番号

認定年月日

第2003-105-014号

令和2年3月1日

①監視カメラを設置し、入退室管理の徹底を図るとと
もに、建物内外における放火防止等に努めている。
（ニ）
②全館禁煙としている （イ）
①AEDを設置している。（リ）
②非常放送を二カ国語（日本語・英語）で放送し注意
喚起を図っている。（へ）
③災害時に備え収容人数３日分の食料、水の備蓄をし
ている（へ）
④監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めてい
る。（ハ）

東横ＩＮＮ神田秋葉原

ホテル

中央区日本橋馬喰町22-4

第2205-105-003号

令和4年5月10日

開智日本橋学園中学・高等学校

学校

中央区日本橋馬喰町27-6

第2112-105-009号

令和3年12月27日

①館内を全て禁煙としている。（イ）
②カード及びインターホンによる入退室管理を徹底
（イ）
③ＡＥＤの設置（２階職員室前）（リ）
①監視カメラを設置している（ハ）
②非常警報設備（放送設備）を自主的に設置してい
る。（ヘ）
③無線設備を設置し電話回線断絶時等に備えている。
（リ）
④中央管理センターで防災設備等を監視している。
（ハ）
⑤隔月に自衛消防訓練を積極的に実施している。
（リ）

ヴィラフォンテーヌ日本橋箱崎

ホテル

中央区日本橋箱崎町2010

第2012-105-011号

令和2年12月16日

東横イン日本橋浜町明治座前

ホテル

中央区日本橋浜町1-1-4

第2105-105-001号

令和3年5月29日

①非常放送を２か国語で放送している。
②１階ロビーにＡＥＤを設置している。
③出入館者の状況を監視カメラで把握している。

東横ＩＮＮ東京駅新大橋前

ホテル

中央区日本橋浜町2-582

第1909-105-005号

令和元年9月26日

①入退室管理を徹底している。（イ）
③AEDを設置している。（リ）

アパホテル＜日本橋浜町駅南＞

・アパホテル株式会社
・有限会社共栄社

ホテル

中央区日本橋浜町3-438

第2204-105-001号

令和4年4月12日

①AEDを設置している。（リ）
②監視カメラを設置している。(ハ）
③全客室に防炎フード（避難用）を設置している。
（ヘ）
④緊急時に英語アナウンスで情報提供している。
（ヘ）
⑤年４階以上の防火訓練実施している。（ハ）
⑥災害時に備え飲料水を備蓄している。（へ）

アパホテル〈人形町駅北〉

・アパホテル人形町駅北
・アパ社長カレー人形町北店

ホテル

中央区日本橋堀留町29-4

第2108-105-004号

令和3年8月27日

①１階フロントにAEDを設置している。(リ）
②非常放送を２か国語で放送し、訪日外国人のお客様
のも伝わるように注意喚起している。（へ）
③客室に「災害用マニュアル（４か国語対応）」を設
置している。（り）
④深夜帯にホテル内巡回と外周点検・清掃を行い、出
火を未然に防止するよう努めている。（ト）
⑤自衛消防訓練はもとより、昼礼時に火災発生時初動
対応の確認を行い防災意識を高めている。（リ）

京王プレッソイン大手町

・京王プレッソイン大手町
・京王プレッソイン大手町駐車場

ホテル
駐車場

中央区日本橋本石町44-1

第2109-105-006号

令和3年9月17日

①フロントにて入退室管理を実施している。（ハ）
②外国語による避難誘導体制が確保されている。
（ヘ）
③飲料水等の確保（500ml 500本）（チ）
④食料等の確保（カロリーメイト）（チ）
⑤１階フロント横にＡＥＤを設置している。（リ）

住友不動産日本橋ビル

・住友不動産株式会社
・オリエンタルバイオ株式会社
・富士ゼロックス株式会社東日本事
業所
事務所
・高橋カーテンウォール工業株式会
社
・北興化学工業株式会社
・日医工株式会社

ヴィラフォンテーヌ日本橋三越前

ホテル

東急ステイ日本橋

㈱三越伊勢丹
館

ホテル

中央区日本橋本町1-5-4

中央区日本橋本町1-7-6

中央区日本橋本町4-7ｰ9

・株式会社三越伊勢丹日本橋三越本
店
・フォートナム・アンド・メイソン
・株式会社クラブハリエ
三越日本橋本店新 ・つゞれ屋
物 品 販 売 店 舗 中 央 区 日 本 橋 室 町 1-3・株式会社一越
飲食店事業所 10
・宮越屋珈琲
・株式会社ビックカメラ
・フォトスタジオ佐藤写真
・トータルビューティーサロン

アパホテル日本橋馬喰横山駅前

・アパホテル株式会社
・ブリッジ・モーション・トゥモ
ロー株式会社

ホテル

中央区日本橋横山町5-6

第2003-105-016号

令和2年3月17日

①AEDを設置している（１台）(り）
②監視カメラを設置している(ハ）
③消防用設備等の操作盤及び制御装置等は、中央管理
センターと専用の回線で結び、ビル双方と監視、制御
している
④防災無線を配備し、大規模地震時など電話回線断絶
時にも住友不動産本社等との情報ルートが確保されて
いる（チ）
⑤震災対策に備え非常用飲料水、食料等を確保してい
る（５日分）（チ）

令和2年12月16日

①AEDを配置している(１台）（リ）
②非常警報設備（放送設備）を自主的に設置してい
る。（ニ）
③中央管理センター（港区浜松町）で消防用設備・防
災設備の遠隔 監視をしている。（ハ）
④防災無線を配備し、大規模地震時など電話回線断絶
時に備えている （チ）
⑤監視カメラを設置している。（ハ）
中央管理センターで防災設備等を監視している
⑥隔月に自衛消防訓練を実施し、その都度社員の訓練
活動を評価し災害時の対応能力の向上を図っている。

第2108-105-003

令和3年8月21日

①AEDを設置している（１台）（リ）
②監視カメラを設置している（ハ）
③外国語による避難誘導体制が確保されている（ヘ）
④宿泊者は専用ＩＣカードを使用し入退室の管理をし
ている。（イ）
⑤禁煙階をもうけている。（5階から１０階）（イ）
⑥非常用飲料水、ペットボトル、乾パン等１６５名の
３日分を確保している（チ）

第2110-105-007

令和3年10月1日

第2011-105-009号

令和2年11月12日

第2012-105-012号

9/45

①AEDを設置している（１台）（リ）
②監視カメラを設置している(ハ）
③外国語による避難誘導体制が確保されている（へ）
④震災時に備え食糧、飲料水を確保している。（７日
分）（チ）

①AEDを配置している。（リ）
②非常放送を２か国語で放送している。（ニ）
③出入館者の状況を監視カメラで把握している。
（ハ）
④館内すべてを禁煙としている（イ）

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

所在地

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

ホテル

中央区東日本橋2-15-6

第2011-105-010号

令和2年11月15日

①入退室管理を徹底している。（イ）
②非常放送を２か国語で放送している。（ニ）

ホテル

中央区東日本橋3-12-14

第1911-105-007号

令和元年11月10日

①１階フロントにＡＥＤを設置している。（リ）
②入退室管理を徹底している。（イ）

八重洲ターミナルホテル

ホテル

中央区八重洲1-5-14

第1912-105-008号

令和元年12月19日

東横INN東京駅八重洲北口

ホテル

中央区八重洲1-5-5

第2005-105-003号

令和2年5月26日

①入退室管理をカメラで把握している。（イ）
②１階ロビーにAEDを設置している。（リ）
③非常放送を２か国語で放送している。（ヘ）

山九ビル

事務所

中央区勝どき6-5-23

第2111-106-001号

令和3年11月22日

①指定消防水利を設置している[40ｔ]（ト）
②飲料水・食料を確保している[３日分]（チ）
③携帯電話メール緊急連絡網を構築している（チ）
④災害対応マニュアルを策定している（リ）

Ｒ＆Ｂホテル東日本橋

アパホテル＜東日本橋駅前＞

晴海アイランド
トリトンスクエア
オフィスタワーX

・アパホテル株式会社
・ＰＲＯＮＴＯ東日本橋店

１階共用部

晴海アイランド
トリトンスクエア
オフィスタワーZ

１階共用部

晴海アイランド
トリトンスクエア
共通使用部分

事務所・飲食
店・物品販売
店舗

事務所・物品
販売店舗

共用スペース

第一生命ホール

ホール

東京海員会館

ホテル

東京虎ノ門東急ＲＥＩホテル新館 株式会社関東東急ホテルズ

ホテル

中央区晴海1-8-10

中央区晴海1-8-12

中央区晴海1-8-15

中央区晴海1-8-9

中央区晴海3-7-1

港区愛宕1-6-5

第2112-106-003号

第2112-106-004号

第1911-106-002号

第2112-106-005号

第2112-106-002号

第1912-107-014号

令和3年12月25日

令和3年12月25日

令和元年11月25日

令和3年12月25日

令和3年12月25日

令和元年12月25日

東京虎ノ門東急ＲＥＩホテル南館 株式会社関東東急ホテルズ

ホテル

港区愛宕1-6-6

第1912-107-015号

令和元年12月25日

東京ガスビルディング

事務所

港区海岸1-5-20

第2109-107-005号

令和3年9月30日

東京瓦斯株式会社

東京浜松町

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式
ホテル
会社

一般社団法人日本自動車連盟東京
支部

ヴィラフォンテーヌ

ソートービル

曹洞宗宗務庁
東京グランドホテル

港区芝1-6-5

第2012-107-003号

令和2年12月26日

事務所

港区芝2-2-17

第1911-107-010号

令和元年11月20日

ホテル

港区芝2-5-2

第2111-107-006号

令和3年11月16日

オリックス乾ビル

オリックス自動車株式会社
オリックス銀行株式会社

事務所

港区芝3-22-8

第2002-107-019号

令和2年2月10日

アパホテル <三田駅前>

アパホテル株式会社

ホテル

港区芝4-4-8

第2109-107-004号

令和3年9月18日

浜松町ビルディング
(東芝ビルディング)

事務所

港区芝浦1-1-1

第1908-107-003号

10/45

令和元年8月10日

①監視カメラを設置し入退館者の管理を徹底している
(ﾊ)

①監視カメラを設置している（ハ）
②緊急離発着場等を設置している（ト）
③飲料水、食料、ランタン、簡易トイレ等を確保して
いる（チ）
④災害時対応マニュアルを策定している（リ）
⑤自衛消防審査会等に過去１８回以上参加している
（リ）
⑥ＡＥＤを配置している（リ）
①監視カメラを設置している（ハ）
②緊急離発着場等を設置している（ト）
③飲料水、食料、ランタン、簡易トイレ等を確保して
いる（チ）
④災害時対応マニュアルを策定している（リ）
⑤自衛消防審査会等に過去１０年以上参加している
（リ）
⑥ＡＥＤを配置している（リ）
①監視カメラの設置(ﾊ)
②飲料水・食料の確保(ﾁ)
③災害マニュアルの配布(ﾘ)
④自衛消防審査会等に過去７年以上参画している(ﾘ)
⑤ＡＥＤの配置(ﾘ)
①監視カメラを設置している（ハ）
②飲料水、食料、ランタン、簡易トイレ等を確保して
いる（チ）
③災害時対応マニュアルを策定している（リ）
④自衛消防審査会等に過去１８回以上参加している
（リ）
⑤ＡＥＤを配置している（リ）
①防炎製品を使用している（ロ）
②監視カメラを設置している（ハ）
③階段附室に滞留スペースを設置している（へ）
④飲料水・食料を確保している（チ）
⑤救命講習受講優証の交付を受けている。（リ）
⑥ＡＥＤを設置している（リ）
①防犯カメラを設置し、来場者の入室管理を行ってい
る(ｲ)
②月１回の夜間訓練と年６回の震災総合訓練の実施
(ﾘ)
③自衛消防訓練審査会への参画(ﾘ)
④ＡＥＤを設置している(ﾘ)
①防犯カメラを設置し、来場者の入室管理を行ってい
る(ｲ)
②月１回の夜間訓練と年６回の震災総合訓練の実施
(ﾘ)
③自衛消防訓練審査会への参画(ﾘ)
④ＡＥＤを設置している(ﾘ)
①入退室管理をしている(ｲ)
②飲料水を確保している(ﾁ)
③ＡＥＤを設置している(ﾘ)
①入退室管理及び監視カメラの設置(ｲ､ﾊ)
②防災無線機を設置し電話回線断絶時等に備えている
(ﾁ､ﾘ)
③自衛消防訓練を積極的に実施し、全職員の活動能力
を評定している〔6回/年〕
④中央監視センターで防災設備等を遠隔監視している
(ﾘ)
⑤ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)
①ＡＥＤを配置している(ﾘ)
②セキュリティーによる入退室管理をしている(ﾊ)
①入退室管理をしている(ﾊ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③ＡＥＤを設置している(ﾘ)
④自衛消防訓練審査会に参加している(ﾘ)
①監視カメラを設置し、入館者の管理を行い、火災の
早期発見に努めている(ｲ)
②セキュリティーによる来場者の入室管理を行ってい
る(ｲ)
③自衛消防技術認定証を有する者を必要人員配置して
いる(ﾘ)
④ＡＥＤを配置している(ﾘ)

①１階フロントにＡＥＤを配置している(ﾘ)
②非常放送を２か国語（日本語、英語）で放送し、避
難誘導体制を確保している(ヘ)
①監視カメラを設置している(ﾊ)
②はしご車の活動空間を確保している(ﾄ)
③敷地内に消防水利を設置している(ﾄ)
④自衛消防隊の装備について防火衣、空気呼吸器を備
えている(ﾄ)
⑤オフィス家具の転倒防止措置を行っている(ﾄ)
⑥飲料水、食糧を備蓄している(ﾄ)
⑦自衛消防技術認定証保持者を必要以上配置している
(ﾘ)
⑧防火対象物点検が実施され、違反事項の発生がない
(ﾘ)
⑨ＡＥＤを４基配置している(ﾘ)
⑩災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)
⑪自衛消防審査会に参画している(ﾘ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

みなとパーク芝浦

用途

所在地

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

スポーツセン
ター

港区芝浦1-16-1

第2203-107-021号

令和4年3月23日

①全館禁煙にしている。(ｲ)
②監視カメラを185台設置している。防災センターで
24時間体制で監視している。(ﾊ)
③指定消防水利（160トン）を設置している。(ﾄ)
④オフィス家具類の転倒防止措置を実施している。
(ﾁ)
⑤AEDを18台設置していて防災センター勤務者は全員
普通救命講習受講済み。(ﾘ)
免震構造。家具転倒防止措置の状況は平静27年9月
に実施以降、毎年防災管理点検にて確認。

相鉄フレッサイン東京田町ANNEX

株式会社相鉄ホテルマネジメント
まいばすけっと株式会社

ホテル

港区芝浦3-14-19

第2108-107-003号

令和3年8月27日

①監視カメラを設置している。(ﾊ)
②防炎製品を使用している。(ﾛ)
③外国語による避難誘導体制を確保している。(ﾍ)
④非常用飲料水・食料を確保している(ﾁ)
⑤災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

相鉄フレッサイン東京田町

株式会社相鉄ホテルマネジメント

ホテル

港区芝浦3-14-21

第2102-107-005号

令和3年2月10日

①監視カメラを設置している。(ﾊ)
②防炎製品を使用している。(ﾛ)
③ＡＥＤを設置している。(ﾘ)
④外国語による避難誘導体制を確保している。(ﾍ)

新聞輸送株式会社

新聞輸送株式会社

事務所

港区芝浦4-16-27

第2112-107-009号

令和3年12月3日

①監視カメラを9台設置している。(ﾊ)
②共有部分は禁煙にしている。(ｲ)
③24時間に亘り勤務者がおり、常時の防災体制図って
いる。

住友不動産三田ツインビル東館
住友不動産株式会社
ヴィラフォテーヌグランド東京田 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式 ホテル
町及び共用部の部分認定
会社

港区芝浦4-2-8

第2103-107-006号

令和3年3月26日

①監視カメラを設置している。(ﾊ)
ＡＥＤを設置している。(ﾘ)

港区役所

行政棟

官公署

港区芝公園1-5-25

第2002-107-020号

令和2年2月23日

港区役所

議会棟

官公署

港区芝公園1-5-25

第2002-107-021号

令和2年2月23日

図書館

港区芝公園3-2-25

第1912-107-013号

令和元年12月25日

①自動体外式徐細動器(ＡＥＤ)を設置している(リ)

①監視カメラの（４５台）設置(ﾊ)
②外国語による避難誘導体制の確保(ﾍ)
③ＡＥＤを４か所配置
④自衛消防訓練審査会への参画
⑤客室に感知器発報ランプの設置
⑥救命講習会年２回実施
⑦消防団協力事業に認定されている
⑧家具類の転倒防止等の措置

港区立みなと図書館

東京プリンスホテル

ホテル

港区芝公園3-3-1

第2112-107-011号

令和3年12月17日

大本山

増上寺

安国殿

寺院

港区芝公園4-7-35

第2112-107-013号

令和3年12月28日

大本山

増上寺

大殿

寺院

港区芝公園4-7-35

第2112-107-014号

令和3年12月28日

大本山

増上寺

会館

寺院

港区芝公園4-7-35

第2112-107-012号

令和3年12月28日

ザ・プリンスパークタワー東京

複合用途
（ホテル）

港区芝公園4-8-1

第2206-107-002号

令和4年6月21日

①監視カメラを設置し、火災の早期発見に努める(ｲ)
②震災に備えて飲料水及び食料を確保している(ﾁ)
③ＡＥＤを１０台設置し、操作に習熟している職員を
配置している(ﾘ)
①監視カメラを設置し、火災の早期発見に努める(ｲ)
②震災に備えて飲料水及び食料を確保している(ﾁ)
③ＡＥＤを１台設置し、操作に習熟している職員を配
置している(ﾘ)

①監視カメラを設置している(ﾊ)
地域等との協力体制の確保をしており、文化財連絡
協議会を設置している(ﾘ)

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②地域等との協力体制の確保をしており、文化財連絡
協議会を設置している(ﾘ)

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②地域等との協力体制の確保をしており、文化財連絡
協議会を設置している(ﾘ)

①監視カメラ（２２２台）を設置している(ﾊ)
②外国語による避難誘導体制の確保(ﾍ)
③ＡＥＤを５か所に配置している。
④屋上で緊急救助用スペースの設置
⑤客室に感知器発報ランプの設置
⑥救命講習会年２回実施
⑦自衛消防訓練審査会への参画
①入退室管理をしている。(ｲ)
②外国語による避難誘導を実施することができる。
(ﾍ)
③ＡＥＤを配置している。

相鉄フレッサイン浜松町大門

株式会社相鉄ホテルマネジメント

ホテル

港区芝大門1-2-7

第1909-107-005号

令和元年9月4日

野村不動産芝大門ビル

野村不動産株式会社

事務所

港区芝大門1-9-9

第2112-107-017号

令和3年12月28日

デルタ芝大門ビル

デルタ電子機株式会社

事務所

港区芝大門2-1-14

第2112-107-015号

令和3年12月28日

槌屋東京本社ビル

株式会社

事務所

港区芝大門2-5-3

第2112-107-007号

令和3年11月1日

①入退室管理をしている(ｲ)
②ＡＥＤを設置している(ﾘ)

ホテル・事務
所・物品販売
店舗・飲食店

港区新橋1-1-13

第2012-107-002号

令和2年12月18日

ＡＥＤを２台設置している。(ﾘ)
②入退室管理をしている。(ｲ)
③監視カメラを設置している。(ﾊ)

槌屋

アーバンネット内幸町ビル・THE
BLOSSOM HIBIYA

相鉄フレッサイン新橋日比谷口

株式会社相鉄ホテルマネジメント

ホテル

港区新橋1-14-3

第2002-107-017号

令和2年2月7日

相鉄フレッサイン新橋日比谷口
別館

株式会社相鉄ホテルマネジメント

ホテル

港区新橋1-15-4

第2002-107-018号

令和2年2月7日

第一ホテル東京

株式会社阪急阪神ホテルズ

ホテル

港区新橋1-2-6

第1912-107-012号
(02）

令和元年12月25日

11/45

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③ＡＥＤを設置している(ﾘ)

①監視カメラを設置し入退室管理をしている(ﾊ)
AEDを設置している(ﾘ)

①入退室管理をしている。(ｲ)
②外国語による避難誘導を実施することができる。
(ﾍ)
③ＡＥＤを配置している。
①入退室管理をしている。(ｲ)
②外国語による避難誘導を実施することができる。
(ﾍ)
③ＡＥＤを配置している。
①監視カメラを設置し、入館者の管理を行い、火災の
早期発見に努めている(ｲ)
②セキュリティーによる、来場者の入室管理を行って
いる(ｲ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

所在地

認定番号

認定年月日

ＫＨＤ東京ビル

株式会社阪急交通社
株式会社阪急阪神エクスプレス
事務所
株式会社阪急阪神ビジネストラベル

港区新橋3-3-9

第1912-107-011号

令和元年12月25日

相鉄フレッサイン新橋烏森口

株式会社相鉄ホテルマネジメント

港区新橋4-10-2

第2105-107-001号

令和3年5月20日

東急ステイ新橋

東急リゾーツ＆スティ株式会社
カフェ アルベルゴ

一般社団法人
ＪＢＡビル

日本ボイラ協会

一般社団法人日本ボイラ協会

ホテル

ホテル

港区新橋4-23-1

第2112-107-010号

令和3年12月24日

事務所

港区新橋5-3-1

第1911-107-008号

令和元年11月5日

アパホテル<新橋 御成門＞

アパホテル株式会社
株式会社Glorious Bridge

北海ビル新橋

北海興業株式会社
株式会社ダイエーコンサルタンツ
複合用途
株式会社スリムビューティーハウス
給油取扱所
イーネット株式会社
（営業用）
株式会社カザン
株式会社エムエルジェイ

ヒルトン東京お台場

ホテル

グランドニッコー東京台場

ホテル

虎ノ門ヒルズ森タワー
（アンダーズ東京）；部分申請

ホテル

興和西新橋ビルＢ棟

アパホテル＜新橋 虎ノ門＞

アパホテル株式会社
株式会社ＳＵ Ｅ ＧＩＵ

ホテルマイステイズ浜松町

旧新橋停車場

鉄道歴史展示室

ホテル

公益財団法人東日本鉄道文化財団
株式会社サッポロライオン

変更申請

各種防火対策

①入退室管理をしている(ｲ)
②ＡＥＤを設置している(ﾘ)

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②ＡＥＤを設置している。(ﾘ)
③ホテル部分について、入退室管理をしている。(ﾊ)
④オフィス家具転倒防止を行っている。(ﾁ)
入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③ＡＥＤを設置している(ﾘ)
④外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
⑤食糧・飲料水を確保している〔3日分/7人〕(ﾁ)

①ＡＥＤを設置している(ﾘ)
②防犯カメラを設置し、監視している(ﾊ)

港区新橋6-10-3

第2101-107-004号

令和3年1月25日

①清掃・点検・巡回・施錠管理を徹底し、出火及び放
火防止を図っている。(ｲ)
②非常放送を２か国語（日本語、英語）で放送し、避
難誘導体制を確保している。(ﾍ)
③１階フロントにＡＥＤを配置している。(ﾘ)
④自衛消防技術の資格取得を促進している。(ﾘ)

港区新橋6-4-9

第2111-107-008号

令和3年11月19日

①火気設備・器具の使用を禁止している。(ィ)
②休日夜間等出入口の進入管理による放火防止対策を
実施している

令和4年3月23日

①入退館者管理を行っている。(ｲ)
②防炎製品を使用している。(ﾛ)
③監視カメラを設置している。(ﾊ)
④２階テラス部分をプロムナードと接続し、避難の容
易性を確保している。(ﾍ)
⑤階段附室内に滞留スペースを確保している。(ﾍ)
⑥外国語〔英語・中国語〕による避難誘導体制を確保
している。(ﾍ)
⑦消防水利を設置している。(ﾄ)
⑧緊急離発着場を設置している。(ﾄ)
⑨自衛消防技術認定証を有する者を育成している。
(ﾘ)
⑩救命講習の講習修了者を配置している。(ﾘ)
⑪ＡＥＤを配置している。
⑫災害時対応マニュアルを策定している。(ﾘ)
⑬自衛消防訓練審査会に参加している。(ﾘ)

令和2年4月10日

防炎製品を使用している(ｲ)
②居室及び廊下、通路の壁、天井の仕上げを不燃化し
ている。(ﾛ)
③監視カメラを設置している。(ﾊ)
一部管理権原者変更 ④外国語による避難誘導体制を確保している。(ﾍ)
令和3年3月26日
⑤緊急離発着場を設置している。(ﾄ)
⑥震災に備えて飲料水、食料等を確保している。(ﾁ)
⑦ＡＥＤを配置している。(ﾘ)
⑧災害時対応マニュアルを策定している。(ﾘ)
⑨自衛消防訓練審査会に参加している。(ﾘ)

令和4年2月25日

①歩行困難者対策として、該当者を把握し、一時避難
エリアの設置及び、避難誘導用エレベーターの運用を
している(ﾍ)
②帰宅困難者の受入れ等に関する協力協定の締結(ﾁ)
③事業所の業務継続を目的とし非常用発電機を導入し
ている(ﾁ)
④催される催事について申請書を製作し情報を共有し
ている(ﾘ)
⑤定期的に事業所内を確認し、防火管理状況について
確認を実施している(ﾘ)
①火気使用・器具の使用を禁止している(ｲ)
②館内すべてを禁煙としている(ｲ)
③監視カメラを設置し、入退室管理を実施している
(ｲ､ﾊ)
④令12条の規定によりスプリンクラーを設置している
(ﾎ)
⑤防炎製品を使用している(ﾛ)
⑥避難階段に車椅子が一時的に待機できるスペースを
設けている(ﾍ)
⑦飲料水、食料等を確保している(ﾁ)
⑧ＡＥＤを設置している(ﾘ)
⑨自衛消防技術認定認定証を有する者を常時6人以上
配置している(ﾘ)
⑩近隣事業所と協力体制が確保されている(ﾘ)

港区台場1-9-1

港区台場2-6-1

港区虎ノ門1-23-1

第2203-107-022号

第2004-107-001号
(01)

第2202-107-020号

事務所

港区西新橋2-14-１

第2002-107-016号

令和2年2月4日

ホテル

港区西新橋2-6-9

第1909-107-007号

令和元年9月23日

ホテル

港区浜松町1-18-14

第1908-107-004号

令和元年8月18日

博物館

港区東新橋1-5-3

第1911-107-009号

令和元年11月12日

株式会社ロイヤルパークホテルズア
ンドリゾーツ
株式会社 大志満
株式会社 ＣＨＡＹＡマクロビフー
ザ ロイヤルパークホテル アイ ズ
複合用途（ホ
コニック 東京汐留（汐留タ
株式会社 ＧＥＮＫＩＤＯ
テル）
ワー）
キンコーズ・ジャパン株式会社
株式会社ケイ・アンド・エイチ・ア
イ・
株式会社オー・エス・エス
株式会社ＷＯＯＣ

港区東新橋1-6-3

京成汐留ビル（三井ガーデンホテ
三井ガーデンホテル汐留イタリア街 ホテル
ル汐留イタリア街）

港区東新橋2-14-24

第2206-107-001号

第2203-107-023号

12/45

令和4年6月6日

令和4年3月30日

①外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
②ＡＥＤを設置している(ﾘ)

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)

①来場者の入室管理を行っている(ｲ)
②スプリンクラー設備を自主設置している(ﾎ)
③展示場部分において展示物の転倒・落下防止措置を
実施している(ﾁ)

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
④緊急救助用スペースを設置している(ﾄ)
⑤ＡＥＤを配置している(ﾘ)
⑥飲料水等の確保（震災に備えて防災用品の保管をし
ている）

①監視カメラを55か所設置している(ﾊ)
②１階ロビーにＡＥＤを配置している(ﾘ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

笹川記念会館

笹川記念会館

本館

別館

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

一般財団法人
日本モーターボート競走会

一般財団法人
日本モーターボート競走会

用途

事務所

所在地

港区三田3-12-12

認定番号

第2202-107-018号

認定年月日

令和4年2月22日

変更申請

各種防火対策
①監視カメラを設置設置し、入館者の管理を行い、火
災の早期発見に努めている(ｲ)
②外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
③はしご車の活動空間を確保し、消防水利を設置して
いる(ﾄ)
④自衛消防活動中核要員の装備を強化している(ﾄ)
⑤ＡＥＤを設置している(ﾘ)
①監視カメラを設置設置し、入館者の管理を行い、火
災の早期発見に努めている(ｲ)
②外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
③はしご車の活動空間を確保し、消防水利を設置して
いる(ﾄ)
④自衛消防活動中核要員の装備を強化している(ﾄ)
⑤ＡＥＤを設置している(ﾘ)

事務所

港区三田3-12-12

第2202-107-019号

令和4年2月22日

住友不動産三田ツインビル西館

事務所

港区三田3-5-27

第2108-107-002号

令和3年8月3日

港区立豊岡いきいきプラザ・豊岡
児童館

その他の事業
場

港区三田5-7-7

第2112-107-003号

令和3年12月28日

ＥＸタワー・シアター

ＥＸタワー・シアター

複合用途
（事務所他）

港区西麻布1-2-9

第2206-108-001号

令和4年6月21日

①入退室管理を実施している(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③階段・階段附室内の滞留スペースの設置(ﾍ)
④外国語［英語]による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
⑤震災に備えて飲料水・食糧等を確保している(ﾁ)
⑥ＡＥＤを設置している(ﾘ)

一般財団法人 産業人材研修セン
ター（霞会館）

一般財団法人 産業人材研修セン
ター（霞会館）

研修所・事務
所・会議室・
飲食店

港区西麻布3-2-32

第2109-108-002号

令和3年9月9日

①監視カメラを設置している(ﾊ)

令和3年5月27日

①不審者の監視カメラ・火災予防監視カメラを設置し
ている(ハ)
②外国語による避難誘導実施体制を確保している(ヘ)
③家具等転倒落下移動防止対策を実施している(チ)
④災害時対応マニュアルの策定している(リ)
⑤AEDを設置している[2階フロント1台](リ)
⑥予告無し訓練を実施している[年4回](リ)
⑦自衛消防技術認定証を取得している[6人](リ)

アパホテル(西麻布)

アパホテル株式会社

ホテル

港区西麻布4-4-5

第2105-108-001号

①入退室管理をしている(ｲ)
②外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
③ＡＥＤを設置している(ﾘ)

①ＡＥＤを２台設設置している(ﾘ)

ブリヂストングローバル研修セン
株式会社ブリヂストン
ター

研修所

港区南麻布5-1-7

第2206-108-008号

令和4年6月29日

①入退室管理を徹底している(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③飲料水・食料等を確保している(ﾁ)
④窓ガラス飛散防止措置[フィルム貼付]をしている
[全館](ﾁ)
⑤ＡＥＤを配置している[４台](ﾘ)

一般財団法人東京ローンテニスクラブ 一般財団法人東京ローンテニスクラブ

事務所

港区南麻布5-6-41

第2003-108-005号

令和2年3月30日

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③飲料水[1,5t]を確保している(ﾁ)
④救命講習を積極的に受講している[18人](ﾘ)
⑤ＡＥＤを配置している[1階1台](ﾘ)

令和4年6月24日

①入退室管理を実施している(ｲ)
防炎製品を自主的に使用している（ﾛ）
監視カメラを設置している(ﾊ)
④外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
⑤避難経路図を設置している(ﾍ)
⑥震災に備えて飲料水及び食料を確保している(ﾁ)
⑦救命講習受講優良証の交付を受けている(ﾘ)
⑧ＡＥＤを配置している(ﾘ)
⑨災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

令和4年6月24日

①入退室管理を実施している(ｲ)
防炎製品を自主的に使用している（ﾛ）
監視カメラを設置している(ﾊ)
④外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
⑤避難経路図を設置している(ﾍ)
⑥震災に備えて飲料水及び食料を確保している(ﾁ)
⑦救命講習受講優良証の交付を受けている(ﾘ)
⑧ＡＥＤを配置している(ﾘ)
⑨災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

アパホテル＜六本木SIX＞A棟

アパホテル＜六本木SIX＞B棟

アパホテル＜六本木SIX＞C棟

アパホテル＜六本木SIX＞D棟

アパホテル＜六本木SIX＞E棟

アパホテル株式会社

アパホテル株式会社

アパホテル株式会社

アパホテル株式会社

アパホテル株式会社

ホテル

ホテル

ホテル

ホテル

ホテル

港区六本木2-3-9

港区六本木2-3-10

港区六本木2-3-11

港区六本木2-3-13

港区六本木2-4-1

第2206-108-002号

第2206-108-003号

第2206-108-004号

第2206-108-005号

第2206-108-006号

13/45

令和4年6月24日

令和4年6月24日

令和4年6月24日

全客室禁煙としている(ｲ)
入退室管理を実施している(ｲ)
防炎製品を自主的に使用している(ﾛ)
監視カメラを設置している(ﾊ)
外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
⑥避難経路図を設置している(ﾍ)
⑦震災に備えて飲料水及び食料を確保している(ﾁ)
⑧救命講習受講優良証の交付を受けている(ﾘ)
⑨ＡＥＤを配置している(ﾘ)
⑩災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

①入退室管理を実施している(ｲ)
防炎製品を自主的に使用している(ﾛ)
監視カメラを設置している(ﾊ)
④外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
⑤避難経路図を設置している(ﾍ)
⑥震災に備えて飲料水及び食料を確保している(ﾁ)
⑦救命講習受講優良証の交付を受けている(ﾘ)
⑧ＡＥＤを配置している(ﾘ)
⑨災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

全客室禁煙としている(ｲ)
入退室管理を実施している(ｲ)
防炎製品を自主的に使用している(ﾛ)
監視カメラを設置している(ﾊ)
外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
⑥避難経路図を設置している(ﾍ)
⑦震災に備えて飲料水及び食料を確保している(ﾁ)
⑧救命講習受講優良証の交付を受けている(ﾘ)
⑨ＡＥＤを配置している(ﾘ)
⑩災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

アパホテル＜六本木SIX＞F棟

相鉄フレッサイン東京六本木

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

アパホテル株式会社

相鉄フレッサイン東京六本木

港区立麻布図書館

用途

ホテル

所在地

港区六本木2-4-15

認定番号

第2206-108-007号

認定年月日

令和4年6月24日

変更申請

各種防火対策

全客室禁煙としている(ｲ)
入退室管理を実施している(ｲ)
防炎製品を自主的に使用している(ﾛ)
監視カメラを設置している(ﾊ)
外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
⑥避難経路図を設置している(ﾍ)
⑦震災に備えて飲料水及び食料を確保している(ﾁ)
⑧救命講習受講優良証の交付を受けている(ﾘ)
⑨ＡＥＤを配置している(ﾘ)
⑩災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

ホテル

港区六本木3-10-1

第2102-108-001号

令和3年2月12日

①不審者の監視カメラ・火災予防監視カメラを設置し
ている(ハ)
②外国語による避難誘導実施体制を確保している(ヘ)
③家具等転倒落下移動防止対策を実施している(チ)
④災害時対応マニュアルの策定している(リ)
⑤AEDを設置している[2階フロント1台](リ)
⑥予告無し訓練を実施している[年4回](リ)
⑦自衛消防技術認定証を取得している[6人](リ)

図書館・子育
て支援施設

港区六本木5-12-24

第2108-108-001号

令和3年8月10日

①全館禁煙としている(ｲ) ②監視カメラを設置してい
る(ﾊ) ③ＡＥＤを設置している[１、２階各１台](ﾘ)

グランドハイアット東京

ホテル・物品
株式会社森ビルホスピタリティコー
販売店舗・事
ポレーション
務所

港区六本木6-10-3

第2103-108-002号

令和3年3月26日

①入退室管理を徹底している(ｲ)
②防炎物品[寝具]を自主的に使用している(ロ)
③監視カメラを設置している(ﾊ)
④外国語[英語]による避難誘導体制を確保している
(ヘ)
⑤車椅子の一時待機スペースを確保(ヘ)
⑥避難経路範囲等を床面に表示している(ヘ)
⑦東京都耐震マークを表示(ﾁ)
⑧窓ガラス飛散防止措置[フィルム貼付]をしている
[全館](ﾁ)
⑨震災訓練に毎年参加している(チ)
⑩防災備品を装備している(チ)
⑪自衛消防技術証を保有する者を20名配置(チ)
⑫ＡＥＤを配置している[４台](ﾘ)
⑬自衛消防活動審査会に参加している（毎年）(ﾘ)
⑭災害時対応マニュアルを作成している(リ)

アパホテル＜六本木駅前＞

アパホテル株式会社

港区六本木6-7-8

第2112-108-003号

令和3年12月21日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②外国語［英語]による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
③ＡＥＤを設置している[1階フロント1台](ﾘ)
④防火対象物点検を自主的に実施している(ﾘ)

令和3年12月13日

①入退室管理を徹底している(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③飲料水・食料等を確保している[3日分/2000人](ﾁ)
④窓ガラス飛散防止措置[フィルム貼付]をしている
[全館](ﾁ)
⑤ＡＥＤを配置している[1階1台](ﾘ)
⑥自衛消防活動審査会に参加している（毎年）(ﾘ)

テレビ朝日本社ビル

住友不動産六本木通ビル
ベルサール六本木

株式会社テレビ朝日

住友不動産株式会社

ホテル

スタジオ・物
販・事務所

展示場・事務
所

サントリーホール

公益財団法人サントリー芸術財団
サントリーホール

赤坂インターシティＡＩＲ

赤坂インターシティマネジメント
㈱、㈱ＮＴＴドコモ、㈱ＮＴＴドコ
モCS、ドコモ・テクノロジ㈱、ドコ
モ・システムズ㈱、ドコモ・サポー
ト㈱、日鉄興和不動産㈱、㈱セゾン
情報システムズ、グラクソ・スミス
クライン㈱、㈱オカムラ、㈱スカ
パーＪＳＡＴホールディングス、セ
コム㈱、カナダロイヤル銀行東京支
店、アクセンチュア㈱、虎の門病
事務所、飲食
院、赤坂虎の門クリニック、㈱ポピ
店、共同住
ンズ、ロウリーズ・ザ・プライムリ
宅、その他
ブ赤坂、アーティザンテーブル、ス
ターバックスコーヒー、ギンカー
オ、ビストロ バズ、ベルジアンブ
ラッスリーコート、マウカキッチ
ン、COURTESY、why not、博多もつ
鍋やまや、ローソン、ボンドルフィ
ボンカフェ、舎鈴、畑法律事務所、
やきとり宮川、PARIYA、アークヒル
ズ熱供給、（一社）自転車協会、㈱
グーニーズ、㈱商船三井

アパヴィラホテル＜赤坂見附＞

アパヴィラホテル〈赤坂見附〉
赤坂見附パール・デルソール

コンサート
ホール

ホテル

港区六本木6-9-1

港区六本木7-18-18

港区赤坂1-13-1

第2112-108-004号

第1908-108-003号

第2112-109-005号

令和元年8月3日

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③防災センターと中央監視センターで消防用設備等の
監視、制御を行っている(ﾊ)
④ロッカー類を壁・床に固定している〔全館〕(ﾁ)
⑤ガラス飛散防止措置をしている〔全館〕(ﾁ)
⑥ＡＥＤを設置している〔1階ロビー1台〕(ﾘ)

令和3年12月28日

①出火防止対策―火気設備・器具の使用禁止、入退室
の管理(ｲ)
②火災の早期発見対策―監視カメラの設置(ﾊ)
③震災対策―飲料水等の確保、建築物の耐震改修(ﾁ）
④その他―救命講習受講優良証の交付、ＡＥＤの配
置、災害緊急時用衛星電話の設置、港区との災害時応
援協定の締結（一時滞留施設の認定）、一時滞留者を
対象とした非常食等の備蓄・携帯電話充電環境の整
備）(ﾘ)

①出火防止対策―火気・器具の使用禁止(ｲ)、禁煙
(ｲ)、入退室の管理(ｲ)
②火災の早期通報対策―監視カメラの設置(ﾊ)、自動
火災報知設備受信機等の劣化診断(ﾊ)
③避難対策―外国語による避難誘導アナウンス(ﾊ)
④消防活動対策―消防水利の設置(ﾄ)
⑤震災対策―３種類の制振装置を設置(ﾁ)、飲料水等
の確保(ﾁ)、ガラス飛散防止等の措置(ﾁ)、帰宅困難者
受入れ施設（港区と協定）(ﾁ)
⑥その他―自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の配置６ヶ
所(ﾘ)
⑦その他―「避難全般に関する心得」「非常時館内
ルール」の策定(ﾘ)

港区赤坂1-8-1

第2008-109-001号

令和2年8月4日

港区赤坂3-19-10

第2112-109-004号

令和3年12月16日

①火災の早期発見対策―監視カメラの設置（ハ）
②避難対策―外国語による避難誘導体制の確保（ヘ）
③その他―自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置
（リ）

ホテルモントレ赤坂

ホテルモントレ株式会社

ホテル

港区赤坂4-9-24

第2012-109-002号

令和2年12月25日

①出火防止対策―火気使用・器具の使用を禁止してい
る。（イ）
②出火防止対策―監視カメラによる入退出時の管理
（イ）
③避難対策―外国語による避難誘導体制の確保（ヘ）
④震災対策―食料、飲料水等備蓄品の確保（チ）
⑤その他―自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置
（リ）

赤坂陽光ホテル

陽光株式会社

ホテル

港区赤坂６－１４－１２

第2110-109-003号

令和3年10月1日

①防炎製品〔寝具類〕を使用している(ﾛ)
②飲料水等を確保している(ﾁ)
③救命講習受講優良証の交付を受けている（リ）
④自衛消防訓練審査会に参加している〔毎年〕（リ）
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認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

京王プレッソイン赤坂

相鉄フレッサイン東京赤坂

相鉄フレッサイン東京赤坂

株式会社

京王プレッソイン

相鉄フレッサイン東京赤坂
本館 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社
株式会社フジテレビジョン

別館 相鉄フレッサイン東京赤坂

ホテルアジア会館
一般社団法人 海外農業開発協会
一般社団法人 太平洋協会
かすみがせき婦人会
LABO株式会社
タイムズ２４株式会社

財団法人アジア会館

用途

ホテル

飲食店・ホテ
ル
テレビスタジ
オ

所在地

港区赤坂6-2-13

港区赤坂6-3-17

認定番号

第2109-109-001号

第2003-109-005号

認定年月日

令和3年9月24日

令和2年3月27日

変更申請

各種防火対策
①出火防止対策―入退室の管理（イ）
②火災の早期発見対策―監視カメラの設置（ハ）
③避難対策―外国語による避難誘導体制の確保（ヘ）
④震災対策―非常用飲料水、食料等備蓄品の確保
（チ）
⑤その他―自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置
（リ）
①火災の早期発見対策―監視カメラの設置（イ）
②火災の早期通報対策―消防機関へ通報する火災報知
設備の設置（ハ）
③避難対策―外国語による避難誘導体制の確保（ヘ）
④震災対策―非常用飲料水、食料等備蓄品の確保
（チ）
⑤その他―災害時対応マニュアルの策定（リ）
⑥その他―自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置
（リ）
⑦その他―地震等災害時救助資器材の設置（リ）

①火災の早期発見対策―監視カメラの設置（イ）
②火災の早期通報対策―消防機関へ通報する火災報知
設備の設置（ハ）
③避難対策―外国語による避難誘導体制の確保（ヘ）
④震災対策―非常用飲料水、食料等備蓄品の確保
（チ）
⑤その他―災害時対応マニュアルの策定（リ）
⑥その他―自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置
（リ）
⑦その他―地震等災害時救助資器材の設置（リ）

ホテル

港区赤坂6-3-18

第2003-109-006号

令和2年3月27日

ホテル・飲食
店・その他の
事業所

港区赤坂8-10-32

第1911-109-003号

令和元年11月14日

①出火防止対策―監視カメラの設置（イ）
②震災対策―食料、飲料水等備蓄品の確保（チ）
③避難対策―別館避難階段に手すりを設置（へ）
④その他―自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置
（リ）

株式会社帝国データバンク本社ビ
株式会社帝国データバンク
ル

事務所

港区南青山2-5-20

第1909-109-002号

令和元年9月26日

①出火防止対策―監視カメラの設置、警備員による巡
回警備（ハ）
②震災対策―食料、飲料水等備蓄品の確保（チ）
③その他―自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置
（リ）
④その他―全館禁煙、火災の危険を未然に防止（リ）

鹿島建設株式会社本社ビル

事務所

港区元赤坂1-3-1

第1912-109-004号

令和1年12月10日

①入退出者の管理（イ）
②監視カメラの設置（イ）
③建築物の免震構造（チ）
④震災対応マニュアルの作成、社員への配布（チ）
⑤自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置（リ）
⑥自衛消防審査会への参加（イ）

Ｗビル

飲食店・事務
所

港区港南1-8-15

第1912-110-008号

令和元年12月22日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
③火器設備・器具の使用禁止(ｲ)
④家具類の転倒落下防止等の措置(ﾁ)
⑤ＡＥＤを設置している(ﾘ)

東日本旅客鉄道株式会社
高輪ゲートウェイ駅

停車場・物品
販売店舗・飲
食店・事務所

港区港南2-1-220

第2103-110-005

令和3年3月5日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②避難用バルコニーの設置(ﾍ)
③外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
④ＡＥＤを設置している(ﾘ)
⑤指定消防水利を設置している(ﾄ)
⑥防火対象物点検報告(ﾘ)

品川イーストワンタワー

ホテル・飲食
ストリングスホテル東京インターコ 店・物品販売
ンチネンタル
店舗・事務所
等

鹿島建設株式会社

港区港南2-16-1

第2203-110-001号

令和4年3月4日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②緊急救助用スペースを設置している(ﾄ)
③救命講習受講優良証の交付を受けている(ﾘ)
④ＡＥＤを配置している〔地下2階～24階及び26階に
各1台、21階に2台、計28台〕(ﾘ)
⑤緊急時対応マニュアル及び防災ハンドブックを策定
している(ﾘ)

港区白金2-6-8

第2009-110-003号

令和2年9月23日

①ＡＥＤを配置している。(ﾘ)
②監視カメラの設置(ﾊ)

令和4年3月25日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②はしご車の活動空間を確保している(ﾄ)
用途変更（5項イ→16 ③消防水利設置している(ﾄ)
項イ）及び一部管理 ④ＡＥＤを設置している〔３基〕(ﾘ)
権原者変更(R4.7.20) ⑤災害時対応マニュアルの策定(ﾘ)
⑥港区と災害時の避難所設営について協定を締結して
いる。(ﾘ)

株式会社アルビオン白金教育セン
ター

研修所・宿泊
施設

シェラトン都ホテル東京

ホテル、飲食
店、物品販売
店舗、診療
所、事務所

港区白金台1-1-50

第2203-110-002号
(01)

松岡美術館

美術館

港区白金台5-12-6

第2001-110-010号

令和2年1月7日

①ＡＥＤを配置している〔1階廊下に1台〕(ﾘ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③禁煙措置をしている(ｲ)

事務所

港区白金台5-17-2

第2206-110-001号

令和4年6月28日

スプリンクラー設備を自主的に設置している(ﾎ)
ＡＥＤを配置している〔１階受付に１台〕(ﾘ)
③屋内消火栓設備を自主的に設置している(ﾎ)
④消火器を増強して設置している(ﾎ)

赤穂義士記念館

博物館

港区高輪2-11-1

第2003-110-015号

令和2年3月19日

①消防水利を設置している〔100〕(ﾄ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③館内すべてを禁煙としている(ｲ)

義士木像館

博物館

港区高輪2-11-1

第2003-110-014号

令和2年3月19日

①消防水利を設置している〔100〕(ﾄ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③館内すべてを禁煙としている(ｲ)

アパホテル＜品川 泉岳寺駅前＞

ホテル

港区高輪2-16-30

第2002-110-013号

令和2年2月21日

喫煙措置(ｲ)
②ＡＥＤを配置している(ﾘ)
③監視カメラを設置している(ﾊ)

ヤマトプロテック株式会社
本社

東京
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認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

ホテル・飲食
店

ザ・プリンスさくらタワー東京

味の素グループ高輪研修センター

都シティ東京高輪

用途

原澤製薬工業株式会社

所在地

港区高輪3-13-1

認定番号

第1910-110-005号

認定年月日

変更申請

①入退室の管理(ｲ)
②監視カメラの設置(ﾊ)
③外国語による避難体制の確保(ﾍ)
④家具類の転倒防止等の措置(ﾁ)
⑤飲料水等の確保(ﾁ)
⑥災害時対応マニュアルの策定(ﾘ)
⑦ＡＥＤを配置している(ﾘ)
⑧自衛消防訓練審査会への参画(ﾘ)

令和元年10月20日

研修所

港区高輪3-13-65

第1910-110-006号

令和元年10月30日

ホテル・事務
所・倉庫

港区高輪3-19-17

第2003-110-016号

令和2年3月27日

各種防火対策

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②ガラス飛散防止措置[フィルム貼付をしている]〔1
階外壁面〕(ﾁ)
③飲料水・食料等を確保している(ﾁ)
④ＡＥＤを配置している〔1階エントランス部分に1
台〕(ﾘ)
①はしご車の活動空間を確保している(ﾄ)
②ＡＥＤを設置している〔1基〕(ﾘ)
③災害時対応マニュアルの策定(ﾘ)
④監視カメラを設置している(ﾊ)
①監視カメラを設置している(ﾊ)
②ＡＥＤを配置している〔１階防災センター１台〕
(ﾘ)
③自衛消防技術認定証を取得している〔規定数外2
名〕(ﾘ)
④自衛消防訓練審査会に参加している(ﾘ)
⑤指定消防水利を設置している(ﾄ)

ホテル・飲食
店

港区高輪4-10-30

第1911-110-007号

令和元年11月19日

ホテル・事務
所・飲食店・
その他の事業
所

港区高輪4-10-8

第1908-110-004号

令和元年8月2日

①ＡＥＤを配置している〔地下2階・5階味の素事務
室〕(ﾘ) ②監視カメラを設置している(ﾊ)

教会

港区高輪4-1-5

第2001-110-011号

令和2年1月14日

①指定消防水利を設置している〔100〕(ﾄ)
②ＡＥＤを配置している〔1階に1台〕(ﾘ)
③禁煙措置をしている(ｲ)

東横イン品川駅高輪口

ホテル

港区高輪4-23-2

第2004-110-001号

令和2年4月14日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②ホテル従業員への取扱訓練を含めた救命講習の実施
(ﾘ)
③ＡＥＤを配置している〔1階フロントに1台〕(ﾘ)

日本ユニセフ協会
ス

その他の事業
所

港区高輪4-6-12

第2002-110-012号

令和2年2月5日

①ＡＥＤを配置している(ﾘ)
②館内すべてを禁煙としている(ｲ)
③入退室管理をしている(ｲ)

品川東武ホテル

ホテル・飲食
店

港区高輪4-7-6

第1908-110-003号
(1)

令和元年8月4日

株式会社小糸製作所

事務所

港区高輪4-8-3

第1912-110-009号

令和元年12月26日

①指定消防水利を設置している(ﾄ)
②飲料水を確保している〔3日分/180人〕(ﾁ)
③ＡＥＤを設置している(ﾘ)

礼拝所

品川区上大崎3-14-48

第2112-201-003号

令和3年12月20日

①入退室の管理をしている
②監視カメラによる入退室の管理と火災の早期発見
(ﾊ)
ＡＥＤを設置している(ﾘ)

ホテル・飲食
店・物品販売

品川区東五反田1-26-3

第2106-201-001号

令和3年6月24日

出火防止対策（禁煙措置、入退室の管理）
②避難対策（監視カメラによる状況把握）
③震災対策（飲料水等の確保）
④その他（救命講習の受講、ＡＥＤの設置）

品川プリンスホテル

Ｎタワー

京急第７ビル

佛所護念会教団

高輪教会

ユニセフハウ

創価学会品川文化会館

創価学会

ＪＲ五反田東口ビル

管理権原者の一部変 ①監視カメラを設置している(ﾊ)
更
②ＡＥＤを配置している〔1階事務所に1台〕(ﾘ)

株式会社ニチボウ

事務所

品川区東五反田1-9-5

第2205-201-001号

令和4年5月10日

①住宅用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備を自主的に設置している[B1階
宿直室・B1階緊急ｾﾝﾀｰ](ﾎ)
②局所用二酸化炭素自動消火装置を自主的に設置して
いる[B1階変電室](ﾎ)
③非常放送設備を自主的に設置している(ﾍ)
④ロッカー類の転倒防止措置をしている[全館](ﾁ)
⑤飲料水等を確保している[5日分](ﾁ)
⑥ＡＥＤの設置(ﾘ)

第一三共株式会社品川研究開発セ
第一三共株式会社
ンター８００号館

事務所

品川区広町1-2-58

第2109-201-002号

令和3年9月27日

①救急救命（AED設置、産業医勤務）(ﾘ)
②放火防止対策（入場者管理）(ｲ)
③震災対策（飲料水の確保）(ﾁ)

東横ＩＮＮ品川大井町

ホテル

品川区大井1-27-3

第2009-202-001

令和2年9月17日

①入退室管理をしている（イ）
②外国語（英語）による避難誘導体制を確保している
（ヘ）
③防火対象物点検報告（法第８条の２の２）を自主的
に実施している（リ）
④ＡＥＤを配置している（１階１台）（リ）

しながわ水族館

水族館

品川区勝島3-2-1

第1911-202-002号

令和元年11月28日

ニコン大井ウエストビル

事務所

品川区西大井1-7-11

第2202-202-001号

令和4年2月22日

新南大井ビル

事務所

品川区南大井1-13-5

第1912-202-004号
(1)

令和元年12月25日

株式会社ニチボウ本社ビル

東洋ビルディング

アパホテル

〈品川

株式会社東横ＩＮＮ
品川旗の台駅南口

大陽日酸株式会社

戸越駅前〉 アパホテル

〈品川

株式会社東横ＩＮＮ
品川旗の台駅南口

戸越駅前〉

事務所

品川区小山1-3-26

第1910-203-001号

令和元年10月28日

ホテル

品川区戸越1-15-17

第2102-203-001号

令和3年2月4日

ホテル

品川区旗の台5-6-5

第2106-203-001号

16/45

令和3年6月30日

①全館禁煙としている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③ＡＥＤを配置している〔1階ホ－ル1台〕(ﾘ)
①入退室管理をしている（イ）
②監視カメラを設置している（ハ）
③ＡＥＤを配置している（１階と５階に各１台計２
台）（リ）
一部管理権原者変更
（R3.5.26）

①全館禁煙としている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③指定消防水利を設置している〔100㎥〕(ﾄ)
④ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)
①セキュリティーカード・ゲート等による入館管理
(イ)
②指定消防水利の設置(ト)
③全館のラック等に転倒防止措置(チ)
④飲料水等を確保(チ)
⑤ＡＥＤを配置(1、3、5階)(リ)

①フロントで入室管理(イ）
②監視カメラの設置（ハ）
③外国語による避難誘導体制の確保（へ）
④ＡＥＤの配置（リ）
⑤救命講習の受講（リ）
①監視カメラの設置(ﾊ)
②フロントで入室管理(ｲ)
③内装不燃化(ﾛ)
④ＡＥＤ設置(ﾘ)
⑤救命講習の受講(ﾘ)
⑥外国語による避難誘導体制の確保(ﾍ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

アパホテル〈大森駅前〉

アパホテル株式会社

メリーチョコレート

株式会社
メリーチョコレート
カムパニー

本社

東京ガス大森グランドクラブハウス

東京流通センター第二展示場

用途

ホテル

所在地

大田区大森北1-1-4

認定番号

第2007-204-001号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

令和2年7月15日

ＡＥＤを設置している〔１階１台〕（リ）
②外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ヘ)
③深夜帯に建物外周の点検・清掃を行い、出火防止を
図っている(イ)
④自衛消防訓練時及び昼礼の際、火災発生時の初動対
応確認を行い、防火防災における従業員の意識を高め
ている(リ)
⑤館内に監視カメラを設置している(ハ)

大田区大森西7-1-14

第2203-204-005号

令和4年3月28日

①社員全員がＩＤカードを携帯し入退室管理を行って
いる(ｲ)
②建物及び敷地内に監視カメラを設置している(ｲ)
③警備員が24時間常駐している(ｲ)
④ガラスに飛散防止フィルムを貼っている(ﾁ)
⑤ＡＥＤを設置している〔1階1台〕(ﾘ)
⑥防炎性能を有するカーペットを使用している(ﾛ)

その他の事業場 大田区大森東3-28-1

第2109-204-001号

令和3年9月30日

①ＡＥＤを設置している〔1階1台〕(リ)
②震災に備え、飲料水・食料等を備蓄している(チ)
③敷地内に監視カメラを設置している(ハ)

事務所

①監視カメラの設置、警備員の巡回(ｲ)
②防火水槽100の設置(ﾄ)
③非常用備蓄品の確保(ﾁ)
④全職員を対象としたエマージェンシーコールによる
安否確認(ﾁ)
⑤ＡＥＤ設置(ﾘ)

展示場

大田区平和島6-1-1

第2202-204-004号

令和4年2月26日

事務所・ス
ポーツ施設

大田区平和の森公園2-1

第2201-204-003号

令和4年1月10日

①ＡＥＤを設置している〔事務所棟〕(リ)
②常時、救命講習修了者が勤務している(リ)
③震災に備え飲料水等を確保している(チ)

大田区立大森 海苔のふるさと館

資料館

大田区平和の森公園2-2

第2112-204-002号

令和3年12月13日

①館内及び敷地内すべて禁煙としている(イ)
②館内に監視カメラを設置している(ハ)
③ＡＥＤを設置している〔1階1台〕(リ)
④車椅子を準備している(リ)
⑤防炎性能を有するカーテンを使用している(ロ)

株式会社金羊社本社ビル

事務所

大田区鵜の木2-8-4

第2011-205-002号

令和2年11月18日

①建物の入退室管理を実施している。（イ）
②監視カメラを設置している〔主要箇所〕(ハ)
③各フロアに自衛消防隊地区隊を編成し、早期に消火
等が行える体制を整えている。（ト）
③消防水利を設置している(ト)
④ＡＥＤを設置している。（リ）

東急ウェルネス株式会社
東急ウェリナ大岡山

有料老人ホー
ム

大田区北千束1-45-6

第2206-205-001号

令和4年5月26日

①施設内入室管理を徹底している。（イ）
②はしご自動車の活動空間を確保している。（ト）
③２階と４階の２か所にＡＥＤを設置している。
（リ）

学校法人聖フランシスコ学園天使
幼稚園

幼稚園

大田区久が原4-3-23

第2010-205-001号

令和2年10月1日

①建物の入退室管理を実施している。（イ）
②全館禁煙としている(イ)
③ＡＥＤを配置している〔１階玄関〕（リ）

大田区立平和の森公園
事務所・相撲場
更衣室・弓道場

大田区

アライブ久が原

有料老人ホー
ム

大田区久が原4-8-18

第1908-205-004号

令和元年8月2日

小さき花の幼稚園

幼稚園

大田区田園調布3-30-25

第1912-205-007号

令和1年12月19日

大田区立勝海舟記念館

その他事業所

大田区南千束2-3-1

第1909-205-006号

令和元年9月7日

社会福祉法人大洋社洗足池保育園

保育園

大田区南千束3-24-15

第1908-205-005号

令和元年8月21日

サンユー建設株式会社本社ビル

事務所

大田区南雪谷2-17-8

第2111-205-001号

令和3年11月18日

アパホテル＜京急蒲田駅前＞

東京誠心調理師専門学校

アパホテル株式会社
株式会社うみの家

ホテル

大田区蒲田3-19-1

第2103-206-003号（01）

令和3年3月31日

専修学校

大田区蒲田3-21-4

第1912-206-004号

令和元年12月19日

17/45

①入退室管理をしている(ｲ)
②連続式バルコニーを設置している〔2-3階〕(ﾍ)
③点滅誘導灯を設置している〔1-3階](ﾍ)
④飲料水･食料を確保している〔2日分／40人〕(ﾁ)
⑤ＡＥＤを配置している〔２階ケアステーション１
台〕(ﾘ)
⑥ガラス飛散防止措置(フィルム貼付)をしている〔1
階〕(ﾁ)
①全ての出入り口において入退室管理をしている(ｲ)
②全館禁煙としている(ｲ)
③防火水槽を設置している(ﾄ)
④ＡＥＤを設置している〔１階職員室1台〕 (ﾘ)

①建物の入退室管理を実施している。（イ）
②ＡＥＤを配置している〔１階玄関〕（リ）
③災害時対応マニュアルを策定している（リ）

①入退室管理をしている(イ)
②飲料水･食料を確保している（チ）

① 施設内入室管理（モニター監視）を徹底してい
る。（イ）
②防災用品、非常食等を備蓄している。（チ）

令和4年3月30日
管理権原追加

①入退室管理をしている（イ）
②禁煙措置として、従業員の目の届くフロント前に喫
煙スペースを設置している（イ）
③監視カメラを設置している(ハ)
④宿泊者の飲料水・食料を確保している〔3日分〕
(チ)
⑤ＡＥＤを設置している（リ）
①全館禁煙としている（イ）
②入退室管理をしている（イ）
③監視カメラを設置している（ハ）
④ＡＥＤを設置している（リ）

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

所在地

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策
①入退室管理をし、施錠管理をしている（イ）
②監視カメラを設置している（ハ）
③外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ヘ)
④飲料水・食料を確保している〔3日分〕(チ)
⑤従業員が普通救命講習を受講している。[14名](ﾘ)
⑥ＡＥＤを設置している（リ）

東急ステイ蒲田

ホテル

大田区蒲田4-23-1

第2001-206-005号

令和2年1月27日

チサン イン 蒲田

ホテル

大田区蒲田4-23-13

第2012-206-002号

令和2年12月19日

①入退室管理をしている（イ）
②禁煙措置を実施している（イ）
③監視カメラを設置している（ハ）
④外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ヘ)

フレッサイン東京蒲田ビル

ホテル・飲食
店・駐車場

大田区蒲田5-19-12

第2203-206-004号

令和4年3月7日

①入退室管理をしている(イ)
②監視カメラを設置している(ハ)
③外国語(英語)による避難誘導体制を確保している
(ヘ)
④飲料水・食料を確保している〔ホテル90人分,共有
20人分〕(チ)

ビジネスホテル
オークイン３

ホテル

大田区蒲田5-6-14

第2109-206-002号

令和3年9月14日

ホテル・遊技場 大田区蒲田5-9-13

第2007-206-001号

令和2年6月20日

斎場

第2205-206-001号

令和4年5月18日

ビジネスイン和（なごみ）
パチンコヒロキ東口店

弘城ビル

くらしの友羽田総合斎場

ホテル
駐車場

京急ＥＸイン羽田

H.I.S.ホテルホールディングス株式
ホテル
会社

変なホテル東京羽田

大田区萩中3-22-12

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)

①入退室管理をしている（イ）
②監視カメラを設置している(ハ)
③飲料水・食料を確保している〔3日分〕(チ)
④ＡＥＤを配置している〔4階フロント〕(リ)

①入退室管理をしている〔主要出入口〕(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)

大田区羽田5-5-14

第2201-206-003号

令和4年1月21日

①監視カメラを設置している（ハ）
②梯子自動車の活動空間の確保（ト）
③消防水利の設置（ト）
④ＡＥＤを配置している[2階事務室]（リ）
⑤外国語による避難誘導体制の整備[全客室配置]
（ヘ）
⑥災害時対応マニュアルの策定[全従業員配布]（リ）
⑦業務用簡易無線機の配置[2階事務室4基]（リ）

大田区東糀谷2-11-18

第2207-206-002号

令和4年7月13日

①監視カメラを設置している(ハ)
②ＡＥＤを設置している（リ）

①火気設備・器具の使用を禁止している(イ)
②全館、敷地内禁煙としている（イ）
③監視カメラを設置している(ハ)
④家具を固定している(チ)
⑤飲料水・食料を確保している(チ)
⑥ガラス飛散防止措置をしている(チ)
⑦ＡＥＤを設置している（リ）

学校法人 六郷学園 六郷幼稚園

幼稚園

大田区東六郷3-10-18

第2003-206-007号

令和2年3月16日

宗教法人 六郷神社 社務所

神社

大田区東六郷3-10-18

第2003-206-008号

令和2年3月16日

宗教法人

正蔵院

本堂

寺院

大田区本羽田3-10-8

第1911-206-001号

令和元年11月24日

①入退室管理をし、施錠管理をしている(ｲ)

宗教法人

正蔵院

海照殿

寺院

大田区本羽田3-10-8

第1911-206-002号

令和元年11月24日

①入退室管理をし、施錠管理をしている(ｲ)
②ＡＥＤを設置している(ﾘ)

ホテル

大田区南蒲田1-3-15

第2105-206-001号

令和3年5月25日

ホテルオリエンタルエクスプレス
東京蒲田

キヤノン株式会社

三桂製作所

本社棟

本館・別館

富士通ソリューションスクエア
オフィス棟・ソリューション棟

Red Roof Inn蒲田／羽田 東京

事務所

事務所・研究
所

事務所

ホテル

大田区下丸子3-30-2

大田区下丸子4-21-1

大田区新蒲田1-17-25

大田区西蒲田7-24-7

第1912-207-003号

第2204-207-001号

第2012-207-001号

第2112-207-001号

18/45

令和元年12月20日

①監視カメラを設置している（ハ）
②防炎物品(カーテン、じゅうたん)を自主的に使用し
ている(ロ)
③飲料水・食料を確保している(チ)

①入退室管理をしている（イ）
②禁煙措置として、火気設備・器具の使用を禁止して
いる(イ)
③監視カメラを設置している(ハ)④ＡＥＤを設置して
いる（リ）
①不審者の入室による放火防止のため、建物への入退
室管理を実施している(ｲ)
②監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めている
(ﾊ)
③AEDを設置している(ﾘ)
④屋上に緊急救助用スペースを設けている(ﾄ)
⑤家具類の転倒・落下・移動防止措置を実施している
(ﾁ)

令和4年4月28日

①不審者等の入室による放火防止のため、IDカードに
よる入退室管理を実施している。(ｲ）
②監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めてい
る。(ﾊ）
③AEDを設置している。(ﾘ）
④はしご車の活動上必要な空間を確保している。(ﾄ）

令和2年12月3日

①不審者の入室による放火防止等のため、ＩＣカード
による建物への入退室管理を実施している。
②ＡＥＤを設置している。監視カメラを設置し、火災
の早期発見に努めている。
③監視カメラを設置し、火災の早期発見、不審者の挙
動把握、災害時の避難誘導等、安全確保に努めてい
る。
④建物西側、南側にはしご車等消防自動車の活動上必
要な空地を確保している。

令和3年12月27日

①入退室の管理（防犯カメラの設置）(ｲ)
②AEDの設置(ﾘ）
③館内禁煙(ﾘ)
④防炎物品の使用(ﾛ）
⑤震災に備えた飲料水等の確保(ﾁ)
⑥警備会社（ALSOK）と契約(ﾘ)
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遊技場・ホテ
ル・公衆浴場

大田区西蒲田7-4-12

第2203-207-003号

令和4年3月30日

①ホテル全客室の寝具類（ベッドカバー、シーツ）に
防炎製品を使用し、延焼拡大防止を図っている。(ﾛ）
②監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めてい
る。(ﾊ）
③AEDを設置している。(ﾘ）

宿泊所・斎場

大田区西蒲田8-11-7

第2202-207-002号

令和4年2月18日

①入退室の管理体制の強化（不審者等の入室による放
火防止）(ｲ）
②監視カメラの設置（火災の早期発見）(ﾊ）
③飲料水等の確保 （震災に対する備え）(ﾁ)
④ＡＥＤの設置（職員に対する訓練実施済）(ﾘ）

ドーミーイン
ＥＸＰＲＥＳＳ
目黒青葉台

ホテル

目黒区青葉台3-21-8

第2202-301-002号

令和4年2月22日

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③避難階段の出入口扉に外国語〔英語、中国語、韓国
語〕による案内を表示している(ﾍ)
④ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

大岡山東急ストア

物販

目黒区大岡山2-10-1

第2004-301-001号

令和2年4月1日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②自衛消防の活動に必要な装備を自主的に配置してい
る〔メガホン、懐中電灯、黄旗〕(ﾘ)
③ＡＥＤを配置している[1階1台]
④災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

ホテルミッドイン・目黒駅前

ホテル

目黒区下目黒1-2-19

第2112-301-001号

令和3年12月24日

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)

弘城ビル

くらしの友

蒲田総合斎場

洗足東急ストア

物品販売店舗

Canon Global
Management Institute

研修宿泊所

宗教法人祐天寺

寺院

東急ステイ目黒・祐天寺

ホテル

学校法人国士舘

中央図書館

学校法人国士舘
中央図書館

国士舘大学１号館

東邦薬品株式会社本社新館

東邦薬品株式会社

学校法人昭和女子大学人見記念講
堂

くらしの友三軒茶屋ビル

学校法人国士舘
チュリーホール

メイプルセン

幼稚園

大学

学校法人国士舘
メイプルセンチュリーホール

目黒区中根2-4-18

第1911-301-004号

第1910-301-003号

令和元年11月27日

令和元年10月28日

目黒区中目黒5-24-53

第2207-301-001号

令和4年7月24日

目黒区祐天寺2-15-7

第2202-301-003号

令和4年2月17日

①禁煙階を設置（５階を除く全ての階）している(ｲ)
②入退室管理をしている(ｲ)
③監視カメラを設置している(ﾊ)
④外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
⑤ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

令和3年11月9日

①監視カメラによる監視体制の確保（ﾊ）
②「大地震対応マニュアル」の作成と学生への配布
（ﾁ）
③学生、職員、来訪者に対する震災用備蓄品の保管
（ﾁ）
④「災害対応マニュアル（災害に備える国士舘手順
書）」の職員への配布（ﾘ）
⑤世田谷区、ボランティア協会、北沢警察、近隣町会
との震災時における協定の締結（ﾘ）
①監視カメラによる監視体制の確保（ﾊ）
②「大地震対応マニュアル」の作成と学生への配布
（ﾁ）
③学生、職員、来訪者に対する震災用備蓄品の保管
（ﾁ）
④「災害対応マニュアル（災害に備える国士舘手順
書）」の職員への配布（ﾘ）
⑤世田谷区、ボランティア協会、北沢警察、近隣町会
との震災時における協定の締結（ﾘ）

世田谷区世田谷4-28-1

第2111-302-002号

世田谷区世田谷4-28-1

第2111-302-001号

令和3年11月9日

事務所

世田谷区代沢4-43-11

第2002-302-002号

令和2年2月26日

物品販売店舗
事務所
診療所

大学

①全館禁煙としている(ｲ)
②入退室管理をしている(ｲ)
③防炎物品〔カーテン〕を自主的に使用している(ﾛ)
④監視カメラを設置している(ﾊ)
⑤飲料水・食料を確保している〔3日分/100人〕(ﾁ)
⑥ＡＥＤを配置している(ﾘ)

①全館禁煙としている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③指定消防水利を設置している(ﾄ)
④飲料水・食料を確保している〔3日分/80人〕(ﾁ)
⑤ＡＥＤを配置している〔1階2台〕(ﾘ)
⑥災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)
⑦自衛消防活動審査会に参加している〔毎年〕(ﾘ)

大学

公会堂

ZAX薬局
株式会社くらしの友
タナベ皮フ科クリニック
三軒茶屋ペルソナレディースクリ
ニック

目黒区洗足2-21-1

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②自衛消防の活動に必要な装備を自主的に配置してい
る〔メガホン、懐中電灯、黄旗〕(ﾘ)
③ＡＥＤを配置している[1階1台]
④災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

①遠隔監視カメラによる放火抑制対策(ｲ)
②オフィス家具類の転倒・落下・移動防止対策(ﾁ)
③ＡＥＤの設置及び応急救護体制の確保(ﾘ)
④災害時対応マニュアルを策定し全従業員への配布
（ﾘ)

① 禁止行為内容の確認・喫煙場所の整備、管理によ
る出火防止対策（イ）
② 防炎製品の使用による延焼拡大防止対策（ロ）
③ 自動火災報知設備及び監視カメラの設置、維持管
理による火災の早期発見対策（ハ）
④ スプリンクラー設備の設置維持管理、避難安全検
証による検証・非常放送設備の設置による初期消火対
策及び避難対策（ホ）（へ）
⑤ オフィス家具類の転倒・落下・移動防止対策
（チ）

世田谷区太子堂1-7-57

第2207-302-001号

令和4年7月7日

世田谷区太子堂4-26-12

第2203-302-004号

令和4年3月18日

①全館禁煙としている(ｲ)
②機械警備による監視(ｲ)

令和3年11月9日

①監視カメラによる監視体制の確保（ﾊ）
②「大地震対応マニュアル」の作成と学生への配布
（ﾁ）
③学生、職員、来訪者に対する震災用備蓄品の保管
（ﾁ）
④「災害対応マニュアル（災害に備える国士舘手順
書）」の職員への配布（ﾘ）
⑤世田谷区、ボランティア協会、北沢警察、近隣町会
との震災時における協定の締結（ﾘ）

世田谷区若林4-32-5

第2111-302-003号
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①監視カメラを設置している(ﾊ)
②ＡＥＤを配置している〔1階ロビー1台〕(ﾘ)

財団法人五島美術館本館

美術館

世田谷区上野毛3-9-25

第1908-303-003号

令和元年8月23日

財団法人五島美術館別館

美術館

世田谷区上野毛3-9-26

第1908-303-004号

令和元年8月23日

事務所･郵便局 世田谷区駒沢3-15-1

第1912-303-010号

令和元年12月6日

①全館禁煙としている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③指定消防水利を設置している(ﾄ)

株式会社ホンダカーズ東京中央･
本社

事務所

世田谷区新町2-19-2

第2003-303-009号

令和2年3月10日

➀入退室管理をしている(ｲ)

東京都市大学二子幼稚園

幼稚園

世田谷区玉川2-17-10

第1909-303-005号

令和元年9月26日

等々力共愛ホームズ

特別養護老人
ホーム･老人デ
世田谷区等々力1-24-11
イサービスセ
ンター

第1912-303-011号

令和元年12月16日

学校法人駒澤大学深沢キャンパス
洋館

学校

世田谷区深沢6-8-18

第1908-303-002号

令和元年8月8日

ホテル

世田谷区用賀4-4-1

第2202-303-001号

令和4年2月8日

世田谷区大蔵4-6-1

第2102-304-003号

令和3年2月8日

いであ株式会社
世田谷駒沢郵便局

いであ株式会社

TS用賀駅前ビル

東急ステイ用賀
ａｕショップ用賀

世田谷区立
総合運動場温水プール

世田谷区・（指定管理者）公益財団
スポーツ施設
法人世田谷区スポーツ振興財団

世田谷区立
総合運動場体育館

特別養護老人ホーム

世田谷区・（指定管理者）公益財団
観覧場
法人世田谷区スポーツ振興財団

博水の郷

国際放映株式会社本社棟

世田谷区大蔵4-6-1

第2101-304-002号

令和3年1月22日

特別養護老人
ホーム

世田谷区鎌田3-16-6

第2012-304-001号

令和2年12月16日

事務所

世田谷区砧5-7-1

第2107-304-001号

令和3年7月7日

世田谷区砧総合支所・区民会館

事務所・ホー
ル・集会場

世田谷区成城6-2-1

第1908-304-001号

令和元年8月9日

世田谷文学館

文学館

世田谷区南烏山1-10-10

第2112-304-002号

令和3年12月16日
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①監視カメラを設置している(ﾊ)
②ＡＥＤを配置している〔別棟1台緊急時使用可能〕
(ﾘ)

①火気設備・器具の使用を制限している(ｲ)
②全館禁煙としている〔敷地内含む〕(ｲ)
③入退室管理をしている(ｲ)
④監視カメラを設置している(ﾊ)
①全館禁煙としている(ｲ)
②入退室管理をしている(ｲ)
③指定消防水利を設置している(ﾄ)
④飲料水･食料を確保している〔3日分/140人〕(ﾁ)
⑤ＡＥＤを配置している〔1階事務室内1台〕(ﾘ)
①火気設備・器具の使用を禁止している(ｲ)
②入退室管理をしている(ｲ)
③避難口を多数設置している〔1階集会室〕(ﾍ)

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③ＡＥＤを配置している〔1階ﾛﾋﾞｰ1台〕(ﾘ)

① 管内すべて禁煙とし、屋外に喫煙所を設けてい
る。（イ）
② 敷地内に５０ｍ・２５ｍプールを完備しており、
指定消防水利を設置している。（ト）
③ ＡＥＤを設置している。（リ）

① 全館禁煙とし、火災の原因を減少させている。
（イ）
② 避難経路が安全に確保されている。安全管理マ
ニュアルが職員に周知されており入館者に対しての安
全確保が図られている。（へ）
③ 警備会社による夜間警備体制により、火災の早期
発見が期待できる。（ハ）
④ 敷地内に５０メートルプールを完備しており、消
防水利として消防活動への利用ができるよう協力がな
されている。（ト）
⑤ 防災倉庫が整備され、飲料水や毛布等を備蓄して
多数の利用者に対して、震災対策がなされている。
（チ）
⑥ 全職員が普通救命講習を受講している。ＡＥＤが
設置されており、定期的に訓練を実施している。
（リ）
監視カメラを館内に２３台、館外に４台設置してい
る。（ハ）
②自衛消防効果確認訓練に９年連続参加（リ）
③施設内にＡＥＤを４台設置している。（リ）
④２階以上の階の全周バルコニーに屋外避難階段及び
特別避難階段を接続している。（ヘ）

①出入口に警備員を配置し、入退室管理を実施してい
る（リ）
②本社棟全てを禁煙としている(イ）
③監視カメラを設置している（ハ）
①喫煙場所を１階、３階及び４階の喫煙室に限定して
いる。（イ）
②監視カメラを館内外に合計２２台設置し、館内警戒
及び不審者の出入チェック等の監視を地下１階警備
室をメインに行っているほか、１階ホール管理事務
室、３階地域振興課でも監視可能となっている。ま
た、警備員による巡回を実施している。（イ）
③ホール内のカーペット、どん帳及び全館のカーテ
ン、ロールスクリーンに防炎製品を使用しているほ
か、室内を不燃材料で仕上げている。（ロ）
④法で定められた自動火災報知設備のほか、火災表示
機を２箇所（地下１階警備室、１階ホール管理事務
室）に設置している。また、日中は地下１階警備室等
での警備、夜間・休日は警備会社と契約を結び、機械
警備を実施している。（ハ）⑤４階に屋上庭園を設
け、避難階段手前の扉（２箇所）から一時避難するこ
とが可能となっている。（へ）
⑥指定消防水利６０を１箇所設置している。（ト）
⑦敷地の北側、南側及び西側に消防自動車の寄り付き
場所及び活動上必要な空間を確保している。（ト）
⑧緊急地震速報受信機を３階地域振興課に設置し、放
送設備と連動させている。（チ）
⑨書棚、ロッカー等には転倒防止措置を施している。
（チ）
⑩震災に備え、来庁・来館者、職員等の飲料水・食糧
を確保している。（チ）
⑪建物を堅牢な造り（関東大震災級を想定）としてい
るほか、防災無線の設置、非常用発電機から概ね３～
４日程度の電源供給を可能としている。なお、災害等
発生時には砧地域の災害対策本部が設置される。
（リ）
⑫「ＡＥＤ］を１階ホールロビーに１台設置し、来
庁・来館者、職員等の全てに対応している。（リ）
⑬災害等発生時の職員緊急招集体制を確立している。
（リ）
①入退出管理をしている（イ）
②監視カメラ20台を設置している（ハ）
③ＡＥＤを設置している（リ）
④飲料水・食料を確保している（チ）
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渋谷東武ホテル

株式会社 東武ホテルマネジメント ホテル・飲食
ビーエルダイニング株式会社
店

日本アムウェイ合同会社

財団法人 NHKｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
日本アムウェイ合同会社

東急ステイ渋谷新南口

株式会社 すかいらーくレストラン
ホテル・飲食
ツ
店
東急ステイサービス株式会社

渋谷区宇田川町3-1

変更申請

各種防火対策

認定番号

認定年月日

第2003-305-008号

令和2年3月28日

①ＡＥＤを配置している[1階フロント事務所1台](ﾘ)
②救命講習を積極的に受講している(ﾘ)
③自衛消防訓練審査会に参加している〔毎年〕(ﾘ)

令和元年11月15日

①入退室の管理をしている(イ)
②監視カメラを設置している(ハ)
③階段附室内の滞留スペースを設置している(ヘ)
④外国語による避難誘導体制を確保している（ヘ）
⑤災害時対応マニュアルを策定している(リ)
⑥ＡＥＤを設置している(リ)

令和元年8月30日

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
④ＡＥＤを配置している(ﾘ)
⑤飲料水・食料等を確保している（ﾁ）

渋谷区宇田川町7-1

第1911-305-007号

渋谷区渋谷3-26-21

第1908-305-005号
(01)

東急ステイ渋谷新南口別館

東急ステイサービス株式会社
ホテル・飲食
有限会社 エム・ティ・コーポレー
店
ション

渋谷区渋谷3-27-5

第1908-305-006号
（01）

令和元年8月30日

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
④ＡＥＤを配置している(ﾘ)
⑤飲料水・食料等を確保している（ﾁ）

戸栗美術館

戸栗美術館

美術館

渋谷区松涛1-11-3

第1909-305-003号

令和元年9月4日

①入退室管理をしている(ｲ) ②ＡＥＤを配置している
(ﾘ)

ｓｅｑｕｅｎｃｅ ＭＩＹＡＳＨＩ
ＴＡ ＰＡＲＫ
ＤＯＮＧＸＩ
株式会社ＥＤＧＥ ｏｆ Ｃｒｅａｔ
ｉｖｅ
ＳＯＡＫ
宮下公園パートナーシップ
ＶＡＬＬＥＹ ＰＡＲＫ ＳＴＡＮ
Ｄ

ホテル
飲食店
その他の事業
所

渋谷区神宮前6-20-10

第2103-305-002号
(01)

令和3年3月1日

渋谷区神宮前6-24-4

第2009-305-001号

令和2年9月8日

令和元年8月30日

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
④ＡＥＤを配置している(ﾘ)
⑤飲料水・食料等を確保している（ﾁ）

令和3年12月22日

①入退室の管理をしている(イ)
②監視カメラを設置している(ハ)
③避難経路を確保している(ヘ)
④飲料水・非常食を確保している(チ)
⑤自衛消防技術認定証を取得している(リ)

令和元年8月20日

①入退室管理をしている〔全外部出入口〕(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③特別避難階段附室に滞留スペースを確保している
(ﾍ)
④外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
⑤ＡＥＤを配置している〔2階フロント1台〕(ﾘ)
⑥災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

第2112-305-001号

令和3年12月22日

火気設備・器具の使用を禁止している（イ）
②入退室の管理をしている（イ）
③監視カメラを設置している（ハ）
④避難経路を確保している（ヘ）
⑤消防水利を設置している（ト）
⑥家具類の転倒防止等の措置が実施されている（チ）
⑦飲料水・食料等を確保している（チ）
⑧救命講習を多数の者が受講している（リ）
⑨ＡＥＤを設置している（地下１階）（リ）
⑩災害対策マニュアルを策定している（リ）
⑪予告なしの自衛消防訓練を実施している（リ）
⑫自衛消防訓練審査会に参加している（リ）

第2003-401-009号

令和2年3月27日

①監視カメラを設置している。(ﾊ)
②ＡＥＤを配置している〔地下1階1台、１階コンコー
ス及び９階ホテルフロント〕(ﾘ)

ＭＩＹＡＳＨＩＴＡ

ＰＡＲＫ

ＵＫ渋谷神宮前ビル

事務所

所在地

株式会社 共立メンテナンス
ホテル・事務
生協協同組合東京インターカレッジ
所
コープ

東急ステイ渋谷

東急ステイ渋谷

ホテル

渋谷区神泉町8-14

第1908-305-004号
（01）

アパホテル＜渋谷道玄坂上＞

アパホテル株式会社
コメダ珈琲店渋谷道玄坂店

ホテル
飲食店

渋谷区円山町20-1

第2112-305-002号

ホテルサンルートプラザ新宿

株式会社相鉄ホテルマネジメント

ホテル

あいおいニッセイ
同和損保新宿ビル

あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社
日本軌道工業株式会社
三井住友海上あいおい生命保険
株式会社
ウエスタンデジタル合同会社
レカム株式会社
株式会社ティラド
積水ホームテクノ株式会社
一般社団法人日本中古自動車販 事務所
売協会連合会
ＭＳ＆ＡＤ事務サービス株式会
社
アイテル株式会社
株式会社システムプロシード
株式会社インテックソリュー
ションパワー
ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート株
式会社
Ｃ-Ｕｎⅰｔｅｄ株式会社

日本青年館・日本スポーツ振興
センタービル

日本青年館ホテル
日本スポーツ振興センター
ＳＴＨジャパン株式会社
ファミリーマート日本青年館店

渋谷区代々木2-3-1

渋谷区代々木3-25-3

特定用途の複合 新宿区霞ヶ丘町4-1

第1908-305-002号

創価学会戸田記念国際会館

事務所

新宿区左門町15-3

第1911-401-003号

令和元年11月26日

創価学会

礼拝所

新宿区信濃町15

第2110-401-001号

令和3年10月1日

創価世界女性会館

創価池田華陽会館

礼拝所

新宿区信濃町22-9

第2112-401-004号

令和3年12月9日

創価学会

礼拝所

新宿区信濃町32

第2110-401-002号

令和3年10月1日

礼拝所

新宿区信濃町32

第2009-401-002号

令和2年9月16日

本部別館

創価学会広宣流布大誓堂
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管理権原者変更
（令和3年6月2日）

①入退室の管理をしている(イ)
②監視カメラを設置している（ハ）
③外国語による避難誘導体制を確保している（ヘ）
④ＡＥＤを配置している（リ）

①入退室の管理をしている(イ)
②監視カメラを設置している（ハ）
③外国語による避難誘導体制を確保している（ヘ）
④ＡＥＤを配置している（リ）

①入退室管理をしている(ｲ)
②全館のカーテン及びカーペットの一部に防炎物品を
使用している(ﾛ)
③監視カメラを設置している(ﾊ)
④外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
⑤ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)
①入退室管理をしている(ｲ)
②防炎物品〔カーテン・カーペット〕を自主的に使用
している(ﾛ)
③1階の主たる出入口にＡＥＤを配置している(ﾘ)
①入退室管理をしている(ｲ)
②防炎物品〔カーテン・カーペット〕を自主的に使用
している(ﾛ)
③防火対象物点検〔法第8条の2の2〕を自主的に実施
している(ﾘ)
④ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)
①入退室管理をしている(ｲ)
②防炎物品〔カーテン・カーペット〕を自主的に使用
している(ﾛ)
③1階の主たる出入口にＡＥＤを配置している(ﾘ)
①入退室管理をしている(ｲ)
②防炎物品〔カーテン・カーペット〕を自主的に使用
している(ﾛ)
③1階の主たる出入口にＡＥＤを配置している(ﾘ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

東横ＩＮＮ新宿御苑前駅３番出口

アパホテル＜新宿御苑前＞

用途

ホテル

所在地

新宿区新宿1-17-8

認定番号

認定年月日

第2001-401-008号

令和2年1月27日

ホテル

新宿区新宿2-2-8

第2206-401-002号

令和4年6月8日

新宿三丁目イーストビル

映画館・飲食
店・物品販売
店舗

新宿区新宿3-1-26

第2004-401-001号

令和2年4月14日

丸井・喜多ビル

物品販売店舗

新宿区新宿3-30-13

第2205-401-001号

令和4年5月28日

アパホテル株式会社

変更申請

各種防火対策

①監視カメラを設置している。(ﾊ)
②ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)
③外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
④災害時における自衛消防マニュアルを作成している
(ﾘ)
⑤震災対策用の飲料水等を確保している(ﾁ)
⑥社員全員が上級、若しくは普通救命講習を取得して
いる(ﾘ)
①監視カメラを設置している(ﾊ)
②緊急救助用スペースを設置している(ﾄ)
③ＡＥＤを配置している〔6階1台〕(ﾘ)
①監視カメラを設置している(ﾊ)
②点滅・音声誘導灯を設置している〔地下2階～8階〕
(ﾍ)
③ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

ホテル・飲食
店

新宿区新宿3-7-1

第2202-401-005号

令和4年2月24日

①宿泊者は、当館専用の接触カードを使用し入退室の
管理を実施している(ｲ)
②2、9階以外の階を禁煙階としている(ｲ)
③監視カメラを設置している(ﾊ)
④外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
⑤ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

ヴィアイン新宿

ホテル

新宿区新宿5-11-16

第2202-401-006号

令和4年3月1日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

ホテルリステル新宿

ホテル

新宿区新宿5-3-20

第2001-401-007号

令和2年1月10日

ホテルサンライト新宿

ホテル

新宿区新宿5-15-8

第1912-401-004号

令和元年12月5日

創価学会本部第二別館

礼拝所

新宿区南元町6-1

第2102-401-004号

令和3年2月27日

①入退室管理をしている(ｲ)
②防炎物品〔カーテン・カーペット〕を自主的に使用
している(ﾛ)
③1階の主たる出入口にＡＥＤを配置している(ﾘ)

創価学会創価文化センター

礼拝所

新宿区南元町6-8

第2012-401-003号

令和2年12月24日

①入退室管理をしている(ｲ)
②防炎物品〔カーテン・カーペット〕を自主的に使用
している(ﾛ)
③1階の主たる出入口にＡＥＤを配置している(ﾘ)

ホテルニューショーヘイ

ホテル・飲食
店

新宿区四谷1-7-9

第1912-401-005号

令和元年12月27日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②客室及び館内(2階バルコニーを除く)禁煙としてい
る(ｲ)
③ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)
①宿泊者は、当館専用の接触カードを使用し入退室の
管理を実施している(ｲ)
②5～8、10階を禁煙階としている(ｲ)
③監視カメラを設置している(ﾊ)
④外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
⑤ＡＥＤを配置している〔3階1台〕(ﾘ)

東急ステイ新宿

東急ステイ新宿
３７１ＢＡＲ
居酒屋割烹三三五五

四谷213ビル

東急ステイ四谷
しゃぶ葉四谷店
バーミヤン四谷店
ファミリーマート四谷二丁目店
ココカラファイン四谷店

ホテル・飲食
店・物品販売
店舗・共同住
宅

新宿区四谷2-1

第2112-401-004号

令和3年12月27日

四谷合同庁舎

四谷消防署
消防博物館
江戸消防記念会
東京メトロ四谷三丁目駅

官公署・博物
館・その他の
事業所

新宿区四谷3-10

第2001-401-006号

令和2年1月10日

①共用部分を全面禁煙としている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
①客室の家具類を固定し、転倒、落下防止を行ってい
る(ﾁ)
②自衛消防隊に対し予告なし訓練を実施している(ﾘ)
③近隣地域と自主防災組織及び応援協定を結び協力体
制を確保している(ﾘ)

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②入退室管理をしている(ｲ)
③震災対策用の飲料水等を確保している(ﾁ)

防衛省共済組合
市ヶ谷会館（東館）

防衛省共済組合

ホテル

新宿区市谷本村町4-1

第2112-402-003号

令和3年12月7日

①部外者の出入状況の確認及び記録を実施している
(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③防災センター要員6名、自衛消防技術認定証保有者
30名で対応しており、規定人員を大幅に上回っている
(ﾘ)
④ＡＥＤを配置している〔1、2階部分〕(ﾘ)

防衛省共済組合
市ヶ谷会館
結婚式場(教会）

防衛省共済組合

教会

新宿区市谷本村町4-1

第2112-402-004号

令和3年12月7日

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③飲料水を確保している〔200〕(ﾁ)
④AEDを配置している〔1,2階各1台〕(ﾘ)
⑤自衛消防技術認定証を取得している〔規定人員以外
で15人〕(ﾘ)

防衛省共済組合
市ヶ谷会館(西館)

防衛省共済組合

ホテル

新宿区市谷本村町4-1

第2112-402-004号

令和3年12月7日

①入退館者管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③はしご自動車の活動空間を確保している(ﾄ)
④飲料水等を確保している(1,400人分×3日分）(ﾁ)
⑤AEDを配置している(１階２か所）(ﾘ)
⑥自衛消防訓練審査会に参加している（毎年）(ﾘ)

令和2年3月12日

①監視カメラを設置するとともに、警備員による巡回
警備を実施している(ﾊ)
②防災センター要員３名、自衛消防技術認定証保有者
２名確保している(ﾘ)
③緊急救助スペースを設置している(ﾄ)
④共有部分を禁煙としている(ｲ)
⑤部外者の出入状況の確認及び記録を実施している
(ﾘ)

ザ・センター東京

ザ・センター東京管理組合

共同住宅

新宿区市谷本村町7-4

第2003-402-004号

ドミシール市ヶ谷

株式会社ＳＡＴＯ

共同住宅

新宿区細工町1-19

第1911-402-002号

令和1年11月8日

①共用部分を禁煙としている(ｲ)
②内装を自主的に不燃化している〔各居室〕(ﾛ)
③防炎物品〔カーテン〕を自主的に使用している〔各
居室〕(ﾛ)
④自主的に防火区画している〔A、B棟の連絡通路〕
(ﾛ)
⑤車椅子の滞留スペースを確保している〔2階～7階廊
下部分〕(ﾍ)
⑥家具類を壁・床に固定している〔各居室〕(ﾁ)
⑦消防団に入団している(ﾘ)

飯田橋ガーデン

ヴィアイン飯田橋後楽園

物販・保育
園・
共同住宅・ホ
テル

新宿区新小川町4ー11

第2109-402-001号

令和3年9月28日

①防炎物品[カーテン、じゅうたん]を自主的に使用し
ている［1階～10階客室］(ﾛ)
②自衛消防技術認定証を取得している[11人](リ)
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認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

パールホテル新宿曙橋

用途

ホテル

所在地

新宿区住吉町9-5

新宿区箪笥町特別出張所等区民施
新宿区箪笥町特別出張所等区民施設 公会堂・事務所 新宿区箪笥町15
設

全国障害者総合福祉センター

財団法人日本障害者リハビリテー
ション協会

身体障害者更
生援護設・ホ
テル

アパホテル＜東新宿駅前＞

アパホテル株式会社
株式会社林商事

ホテル・飲食店 新宿区大久保1-1-48

新宿区立新宿コズミックスポーツ
センター及び新宿区立教育セン
ター

新宿東宝ビル

アパホテル＜新宿
ワー＞

歌舞伎町タ

アパホテル＜東新宿
＞

歌舞伎町中央

歌舞伎町西

新宿区大久保3-1-2

東宝株式会社
東宝ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ株式会社
藤田観光株式会社 ホテルグレイス
リー新宿
ＴＯＨＯシネマズ株式会社 ＴＯＨ
Ｏシネマズ新宿
株式会社マルハン マルハン新宿東
宝ビル店
株式会社ラムラ ＡＣＯＲＮ／大地
の恵み 北海道
株式会社リンガーハット 長崎ちゃ
んぽんリンガーハット
株式会社ホットランド 築地銀だこ
ハイボール酒場
株式会社フジオフードシステム 串
家物語
株式会社榮林 SOLAH SPICES
TOKYO
有限会社ネットタワー パールレ
ディ
株式会社トラジ 焼肉トラジ
株式会社セブン・イレブン・ジャパ
ン セブン・イレブン
クリスピー・クリーム・ドーナッ
ツ・ジャパン株式会社 クリス
ピー・クリーム・ドーナッツ
タイムズ２４株式会社 タイムズ２
４
株式会社板前寿司ｼﾞｬﾊﾟﾝ 板前寿司
日本ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ株式会社 ｹﾝﾀｯ
ｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ
株式会社自由が丘蔭山楼 鶏白湯ﾗｰ
ﾒﾝ自由が丘蔭楼
株式会社ｸﾚﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ＳＡＫＵ
ＲＡ

飲食店・ホテ
ル・物品販売
店舗・映画
新宿区歌舞伎町1-19-1
館・パチンコ
店・事務所・
駐車場

アパホテル株式会社
ｃｏｍｍｏｎ ｃａｆｅ
タイムズ新宿歌舞伎町
BEEF KITCHEN STAND

ホテル・飲食
店・駐車場

西武新宿ぺぺ
西武新宿駅
新宿プリンスホテル

西武新宿ビル

アパホテル＜新宿
＞

その他の事業
所

新宿区戸山1-22-1

ホテル・百貨
店・駅舎

ホテル・飲食
店

ホテル

新宿区歌舞伎町1-20-2

新宿区歌舞伎町1-30-1

新宿区歌舞伎町2-26-5

新宿区歌舞伎町2-31-17

認定番号

第2203-402-003号

第2003-402-003号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

①防炎物品［カーテン、じゅうたん］を自主的に使用
している。〔1階～7階〕(ﾛ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③外国語［英語］による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
④AEDを設置している〔フロント1台〕(ﾘ)
⑤自衛消防訓練審査会に参加している[毎年](ﾘ)

令和4年3月28日

①施設内は禁煙とし、喫煙できる区画を分けている。
(ｲ)
②施設1階に警備員を配置し入室管理を行っている。
(ｲ)
③内装の不燃化をしている。(ﾛ)
④監視カメラを設置している。(ﾊ)
⑤家具の転倒防止対策を徹底している。(ﾁ)
⑥AEDを設置している。(ﾘ)

令和2年3月1日

①全館禁煙している〔指定場所を除く〕(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③全周バルコニーを設置している〔ホテル階〕(ﾍ)
④指定消防水利を設置している(ﾄ)
⑤飲料水・食料を確保している〔3日分/300人〕(ﾁ)

第1909-402-001号

令和元年9月29日

第2107-403-005号

令和3年7月19日

①外国語(英語)による避難誘導体制を確保している
②ＡＥＤを配置している③自衛消防技術認定証保有
者の確保(ﾘ)

令和3年3月23日

①全館禁煙としている(イ)
②全館で火気の使用を禁止している(イ)
③入退室管理をしている(イ)
④監視カメラを設置している(ハ)
⑤飲料水・食料等を確保している(150人×3日分)(ﾁ)
⑥ＡＥＤを配置している(1階受付、地下1階プール監
視室)(リ)

第2103-403-009号

一部管理権原者変更
（R4.2.1)

監視カメラを設置している(ﾊ)
外国語（英語、韓国語、中国語）による避難誘導体
制を確保している(ﾍ)
緊急離発着場を設置している(ﾄ)
④災害用浄水器を配置している(ﾁ)
⑤ＡＥＤを配置している（１階、２階、３階、８階）
(ﾘ)
自衛消防訓練審査会に参加している（毎年）(ﾘ)

第2104-403-012号(001)

令和3年4月14日

第2111-403-009号

令和3年11月4日

①火災の早期発見対策（監視カメラの設置）（ハ）
②避難対策（外国語による非常放送の実施）（ヘ）
③その他（ＡＥＤの設置）（リ）

令和3年4月14日

①火気設備・器具の使用を禁止している(ｲ)
②全館禁煙としている(ｲ)
③入退室の管理をしている(ｲ)
④防炎製品(寝具、カーテン、絨毯)を自主的に使用し
ている(ロ)
⑤自動火災報知設備の劣化診断を受けている(ﾊ)
⑥外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
⑦避難上の安全の性能が確保されていることが検証さ
れている(ﾍ)
⑧はしご自動車の活動空間を確保している(南側広
場、東側路上)(ﾄ)
⑨指定消防水利を設置している(ﾄ)
⑩自衛消防の活動に必要な装備を自主的に設置してい
る(ﾄ)
⑪ロッカー等を壁・床に固定している(ﾁ)
⑫飲料水、食料等を確保している(ﾁ)
⑬ガラス飛散防止措置をしている(ﾁ)
⑭一年に一度救命講習を実施している(ﾘ)
⑮ＡＥＤを配置している(３台)(ﾘ)
⑯地域との協力体制を確保している(ﾘ)
⑰災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)
⑱自衛消防審査会に参加している(ﾘ)

第2207-403-004号

令和4年7月23日

①震災対策（飲料水確保）（チ）
②その他（全社員が防火管理者講習、自衛消防技術認
定を取得）（リ）
③避難対策（外国語による避難誘導体制の確保）
（ヘ）
④その他（ＡＥＤ設置）（リ）
⑤火災の早期発見対策（監視カメラの設置）（ハ）

第2207-403-003号

令和4年7月22日

①震災対策（飲料水確保）（チ）
②避難対策（外国語による避難誘導体制の確保）
（ヘ）
③その他（ＡＥＤ設置）（リ）
④火災の早期発見対策（監視カメラの設置）（ハ）

第2104-403-012号
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認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

プレミアホテルーＣＡＢＩＮ－新宿 株式会社ＰＨＧ新宿マネジメント

歌舞伎町東＞

フラッグスビル

ホテル

所在地

新宿区歌舞伎町2-40-3

認定番号

認定年月日

第2010-403-002号

令和2年10月1日

新宿区歌舞伎町2-40-9

第2011-403-003号

令和2年11月18日

アパホテル株式会社
合同会社ＳＵＮＳＵＮ

ホテル・飲食店 新宿区歌舞伎町2-17-7

第2004-403-012号

令和2年4月13日

小田急電鉄株式会社

物品販売店舗

第2001-403-008号

令和2年1月27日

ヴィラフォンテーヌ新宿

アパホテル＜東新宿

用途

ホテル

新宿区新宿3-37-1

変更申請

各種防火対策

①火災の早期発見対策（監視カメラ）（ハ）
②出火防止対策（客室階の完全分煙化）(イ)
③その他（ＡＥＤの設置）（リ）
④その他（外国語による避難誘導体制の確保）（リ）
①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③外国語による避難誘導体制を確保している（ﾍ）
④飲料水を確保している(ﾁ)
⑤災害対策マニュアルを策定している(ﾁ)
⑥ＡＥＤを設置している(ﾘ)
①災害対策（飲料水等の確保）（チ）
火災の早期発見対策（監視カメラの設置）（ハ）
③その他（ＡＥＤの設置〉（リ）
①火気設備器具の使用禁止(ｲ)
②監視カメラの設置(ﾊ)
③非常用備蓄品の確保(ﾁ)
④自衛消防審査会へ参画(ﾘ)､AEDを設置している(ﾘ)

新宿区立新宿文化センター

公会堂

新宿区新宿6-14-1

第2108-403-004号

令和3年8月27日

①火気設備、器具の使用を禁止している(全館)
②全館禁煙としている
③入退室を管理している
④監視カメラを設置している(全外部出入り口)
⑤ロッカー類を壁・床に固定している(全館)
⑥飲料水・食料を確保している
⑦ＡＥＤを配置している(１階１台)

リブレ東新宿

ホテル 飲食
店 共同住宅
診療所

新宿区新宿7-27-9

第2203-403-012号

令和4年3月22日

①監視カメラの設置(ﾊ)
②ｾｷｭﾘﾃｨｰｶｰﾄﾞ所持者以外の進入規制(ｲ)
③ＡＥＤの設置(ﾘ)

新宿区戸塚特別出張所等区民施設

官公署

新宿区高田馬場2-18-1

第2003-403-010号

令和2年3月13日

かどやホテル

ホテル

新宿区西新宿1-23-1

第2206-403-002号

令和4年6月26日

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③外国語[英語]による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
④ＡＥＤを配置(ﾘ)

新宿ファーストウェスト

事務所・飲食店 新宿区西新宿1-23-7

第2008-403-011号

令和2年8月3日

①火気設備・器具の使用を禁止している[全館](ｲ)
②監視カメラを配置している(ﾊ)
③緊急救助スペースを配置している(ﾄ)
④ＡＥＤを配置している[防災センター１台](ﾘ)
⑤自衛消防審査会に参画(ﾘ)

新宿西口駅前ビル

物品販売店舗

第2107-403-001号

令和3年7月19日

①監視カメラを配置している(ﾊ)
②飲料水を確保している(ﾁ)
③従業員に防災講義を実施している(ﾘ)
④災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)
⑤ＡＥＤを配置している[１階防災センター１台](ﾘ)

令和2年1月30日

①毎月5の付く日を電気器具の確認と清掃の日として
いる(ｲ)
②防炎物品、防炎製品の使用、内装の不燃化(ﾛ)
③監視カメラの設置及び勤務員による館内巡回の実施
(ﾊ)
④避難フリップボードの活用(ﾍ)
⑤ＡＥＤの配置(ﾘ)
⑥防災ニュースの発行(ﾘ)
⑦携帯ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｶｰﾄﾞの活用(ﾘ)

京王プラザホテル

ホテル

事務所・飲食
店

新宿モノリス

東京都庁第一本庁舎

東京都議会議事堂

東京都
株式会社くまざわ書店
株式会社みずほ銀行 東京中央支店
東京都庁出張所
日本郵便株式会社 東京都庁内郵便
局
官公署
東京都職員信用組合
株式会社日本旅行リテイリング
株式会社ダイナック
有限会社ＲＹＴＮＡＭＹ
ユーレストジャパン株式会社
ウエルシア薬局株式会社
株式会社ノムラデベロップメント

東京都議会議会局
東京都総務局
株式会社 麻布永坂更科本店
株式会社 伊勢
西洋フード・コンパスグループ 株
式会社
有限会社 靖高設備商事
株式会社 東京フジカラー
一般財団法人 東京都弘済会 弘済
会アシスト
東京都赤十字血液センター
とちょう保育園
ＫＵＲＵＭＩＲＵ都庁店
セブンイレブン東京都議会議事堂店

官公署・飲
食店・物品販
売店舗・保育
所・レストラ
ン

新宿区西新宿1-5-1

新宿区西新宿2-2-1

新宿区西新宿2-3-1

新宿区西新宿2-8-1

新宿区西新宿2‐8-1

第2001-403-006号

第2110-403-007号

第2109-403-003号

第2103-403-008号(01)
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令和3年10月1日

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを配置している(ﾊ)
③家具類の転倒防止をしている(ﾁ)
④ＡＥＤを設置している〔１階エントランス〕(ﾘ)

①入退室管理をしている〔全外部出入口〕(ｲ)
②監視カメラを配置している(ﾊ)
③特別避難階段附室に滞留スペースを配置している
〔2階以上〕(ﾍ)
④外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
⑤点滅・音声誘導灯を配置している〔１～２階出入
口〕(ﾍ)
⑥緊急救助用スペースを配置している(ﾄ)
⑦指定消防水利を配置している(ﾄ)
⑧飲料水・食料を確保している〔３日分/50人〕(ﾁ)
⑨ＡＥＤを配置している〔防災センター〕(ﾘ)

令和3年9月6日

①入退室を管理している(イ)
②監視カメラを設置している(ハ)
③点滅・音声誘導灯を設置している(各階)(ヘ)
④避難上の安全の性能が確保されていることが検証さ
れている(ヘ)
⑤消防水利を設置している(ト)
⑥ロッカー類を壁・床に固定している(チ)
⑦飲料水・食料等を確保している(チ)
⑧耐震改修をしている(ＩＳ値０．６以上)(チ)
⑨ＡＥＤを配置している(各階)(リ)
⑩災害時対応マニュアルを策定している(リ)
⑪自衛消防訓練審査会に参加している(毎年)(リ)

令和3年3月25日

①入退室管理をしている(イ)
②防炎物品(カーテン、じゅうたん)を自主的に使用し
ている(ロ)
一部管理権原者の変 ③監視カメラを設置している(ハ)
更（6月24日）株式会 ④はしご自動車の活動空間を確保している(ト)
社はなまる退去
⑤ロッカー類を壁・床に固定している(各階)(チ)
⑥飲料水・食料を確保している(職員分)(チ)
⑦ＡＥＤを配置している(各階)(リ)
⑧災害時対応マニュアルを策定している(リ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

東京都庁第二本庁舎

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

東京都
株式会社ファミリーマート
株式会社はとバス
株式会社みずほ銀行東京営業部東京
都庁公営企画出張所
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行東京都
官公署
庁第二本庁舎出張所
タリーズコーヒージャパン株式会社
東京ケータリング株式会社
ウェルシア薬局株式会社
ユーシーシー上島珈琲株式会社
株式会社ＪＴＢ首都圏

ＮＴＴ東日本本社ビル

事務所

所在地

認定番号

認定年月日

新宿区西新宿2-8-1

第2103-403-010号

令和3年3月16日

新宿区西新宿3-19-2

第2110-403-008号

令和3年10月1日

変更申請

各種防火対策

①入退室を管理している(イ)
②監視カメラを設置している(ハ)
③点滅・音声誘導灯を設置している(各階)(ヘ)
④消防水利を設置している(ト)
⑤飲料水・食料等を確保している(チ)
⑥耐震改修をしている(ＩＳ値０．６以上)(チ)
⑦ＡＥＤを配置している(各階)(リ)
⑧災害時対応マニュアルを策定している(リ)
⑨自衛消防訓練審査会に参加している(リ)

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを配置している(ﾊ)
③緊急離発着場等を設置している(ﾄ)
④ＡＥＤを設置している〔防災センター〕(ﾘ)

東京オペラシティビル

劇場・飲食
店・事務所

新宿区西新宿3-20-2

第2110-403-010号

令和3年10月1日

①火気設備・器具の使用を禁止している〔飲食店テナ
ント厨房以外〕(ｲ)
②監視カメラを配置している〔主要出入口、廊下〕
(ﾊ)
③特別避難階段附室に車椅子の滞留スペースを設置し
ている(ﾍ)
④外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
⑤緊急離発着場等を設置している(ﾄ)
⑥ＡＥＤを配置している〔防災センター・コンサート
ホール〕(ﾘ)
⑦災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

新宿ワシントンホテルビル
本館・新館

ホテル・事務
所

新宿区西新宿3-2-9

第2112-403-011号

令和3年12月1日

①監視カメラの設置（ハ）
②飲料水の確保（チ）
③階段避難器具の設置（ヘ）
④外国語による避難誘導体制の確保（ヘ）
⑤ＡＥＤの設置（リ）

THE KNOT TOKYO Shinjuku

ホテル

新宿区西新宿4-31-1

第2002-403-007号

令和2年2月12日

東急ステイ西新宿・ステイレジデ
ンス

ホテル・共同
住宅・飲食店

新宿区西新宿5-9-8

第2205-403-014号

令和4年5月20日

ダイワロイネットホテル西新宿ビル

ホテル 飲食
店 物販

新宿区西新宿6-12-39

第2102-403-006号

中野区もみじ山文化センター西館

劇場・観覧
場・その他の
事業所

中野区中野2-9-7

第2112-404-002号

令和3年12月14日

１
２
３
４

監視カメラを設置
避難安全性の検証を実施
震災時の非常用飲料水の確保（自販機）
ＡＥＤの配置

中野区もみじ山文化センター本館

劇場・図書
館・飲食店

中野区中野2-9-7

第2112-404-001号

令和3年12月14日

１
２
３
４

監視カメラを設置
避難安全性の検証を実施
震災時の非常用飲料水の確保（自販機）
ＡＥＤの配置

一般財団法人自警会
東京警察病院

一般財団法人自警会
東京警察病院

病院

中野区中野4-22-1

学校法人宮城学園
みやしろ幼稚園

幼稚園

中野区立総合体育館

その他の事業場 中野区新井3-37-78

中野区南台4-40-9

令和3年2月22日

①禁煙ステッカーの掲示(ｲ)
②監視カメラを設置(ﾊ)
③外国語による避難誘導体制を確保(ﾍ)
④AEDを設置(ﾘ)

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
③飲料水を確保している(ﾁ)
④ＡＥＤを配置している〔１階ロビー〕(ﾘ)

①監視カメラの設置(ﾊ)
②外国語による避難誘導体制の確保(ﾍ)
③ＡＥＤの設置(ﾘ)

令和2年3月1日

①敷地内全てを禁煙にしている。
②不審者の入室による放火を防止するため、鍵の管理
を徹底している。
③敷地内及び病院内の主要個所を監視カメラにより警
戒している。
④病棟部分は連続バルコニーを設置している。
⑤東及び西側の２ヶ所に特別避難階段を設置してい
る。
⑥避難経路図を掲出している。
⑦敷地内に、法令設置以外に防火水槽４０を自主的
に設置している。
⑧はしご車の部署・設定場所を４か所設置している。
⑨屋上に緊急離発着場を設置している。
⑩患者、職員の飲料水及び食料を３日分確保してい
る。
⑪ＡＥＤを配置している。
⑫自家用発電設備（３日間運転可能）及び燃料を確保
している。

第2207-404-001号

令和4年7月11日

１
２
３
４
５
６
７

第2011-405-001

令和2年11月25日

①全館禁煙としている（イ）
②監視カメラを設置している（ハ）
③指定消防水利を設置している（ト）
④ＡＥＤを配置している(１階以上各階１台)(リ)

第2003-404-003号

東京総合保健福祉センター
江古田の森

老人福祉施設

中野区江古田3-14-19

第2109-405-001号

令和3年9月3日

特別養護老人ホーム浄風園

特別養護老人
ホーム

中野区江古田4-19-9

第1909-405-001号

令和元年9月23日

25/45

全館、禁煙としている。（イ）
監視カメラを設置（ハ）
園内の大型家具に転倒防止（チ）
非常時の飲料用及び食料を確保（チ）
窓ガラスに飛散防止フィルムを貼付（チ）
緊急地震速報装置を設置（チ）
ＡＥＤを設置している（リ）

①入退出管理を実施している(ｲ)
②連続式バルコニーを設置している(2～6階)(ﾍ)
③点滅音声誘導灯を設置している[１階避難口](ﾍ)
④廊下の交差する部分に避難経路を床面に表示してい
る(ﾍ)
⑤はしご車の活動空間を確保している[南・北・西
側](ﾄ)
⑥指定消防水利を設置している(ﾄ)
⑦飲料水600人分を備蓄している(ﾁ)
⑧ＡＥＤを設置している(2台)(ﾘ)
①入退出管理を実施している(ｲ)
②１階に点滅式誘導灯を設置している(ﾍ)
③災害時対応マニュアルを職員全員に配布している
(ﾘ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

所在地

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

①全館禁煙としている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③ＡＥＤを配置している(1階1台)(ﾘ)

中野区立歴史民俗資料館

博物館

中野区江古田4-3-4

第2102-405-002号

令和3年2月2日

株式会社七星科学研究所

事務所

中野区上高田1-49-15

第1909-405-002号

令和元年9月25日

杉並区社会教育センター・高円寺
地域区民センター

公会堂・コ
ミュニティー
センター・喫
茶店

杉並区梅里1-22-32

第2011-406-001号

令和2年11月11日

①ＡＥＤを設置している(ﾘ)
②救命講習受講優良証の交付を受けている(ﾘ)
③指定消防水利を設置している(ﾄ)

全館禁煙としている(ｲ)
②防炎物品〔カーテン・じゅうたん〕を自主的に使用
している(ﾛ)
③監視カメラを設置している(ﾊ)
④自衛消防の活動に必要な装備〔消防用ヘルメット、
携帯用照明器具、ロープ、拡声器、担架、応急手当
セット〕を自主的に配置している(ﾄ)
⑤ロッカー類を壁、床に固定している〔１階～３階事
務室、更衣室、倉庫棚〕(ﾁ)
⑥飲料水・食料を確保している(ﾁ)
⑦ガラス飛散防止措置〔フィルム貼付〕をしている
〔各階窓ガラス〕(ﾁ)
⑧ＡＥＤを配置している〔１・２階〕(ﾘ)

杉並区永福体育館

杉並区、杉並スポーツ・カルチャー
体育館
共同事業体

杉並区永福1-7-6

第2003-406-0004号

令和2年3月26日

サミットストア西永福店

サミット株式会社

物品販売店舗

杉並区永福3-53-16

第1911-406-003号

令和元年11月27日

サミット株式会社 本部ビル

サミット株式会社

事務所

杉並区永福3-57-14

第2112-406-002号

令和3年12月21日

高千穂学園 高千穂幼稚園

高千穂学園
スクエア

６号館

セントラル

大宮幼稚園

学校法人高千穂学園

幼稚園

杉並区大宮2-19-1

第2003-406-005号

令和2年3月26日

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

①不審者等の入館による放火を防止するため、監視カ
メラによる入退館管理している(ｲ)
②飲料水・食料を確保している〔3日分/50人〕(ﾁ)

①不審者等の入館による放火を防止するため、監視カ
メラによる入退館管理を実施している。[主要出入
口、廊下、通路](ｲ)
②飲料水・食料を確保している。｢3日分/50人](ﾁ)
③ＡＥＤを設置している。[1台］(ﾘ)

①不審者等の入館による放火を防止するため、守衛所
による入退館管理を実施している。(ｲ)
②全館禁煙としている。(ｲ)
③飲料水・食料を確保している。[3日分/300人](ﾁ)
④防災用品（自家発電機、投光器、ローソク、マッ
チ）及び救助器具（レスキューセット一式、避難用
ロープ）を配置している。(ﾁ)
⑤ＡＥＤを設置している。[1台](ﾘ)

学校法人高千穂学園

大学

杉並区大宮2-19-1

第2003-406-006号

令和2年3月26日

①全館禁煙としている。(ｲ)
②不審者等の入館による放火を防止するため、守衛所
による入退館管理を実施している。(ｲ)
③防炎物品（カーテン及びカーペット）を使用してい
る。(ﾛ)
④飲料水・食料を確保している。[3日分/1000人](ﾁ)
⑤防災用品（自家発電機、投光器、マッチ、ローソ
ク）及び救助器具（レスキューセット一式、避難用
ロープ、油圧ジャッキ）を配置している。(ﾁ)
⑥ＡＥＤを設置している。[1台](ﾘ)

大宮八幡宮

幼稚園

杉並区大宮2-3-1

第2112-406-001号

令和3年12月24日

①不審者等の入館による放火を防止するため、監視カ
メラによる入退館管理を実施している。(ｲ)
②飲料水・食料を確保している。｢3日分/300人](ﾁ)
③ＡＥＤを設置している。[1階1台](ﾘ)

令和3年12月27日

①監視カメラによる放火防止対策を実施している。
(ｲ)
②飲料水等の確保(ﾁ)
③ＡＥＤを設置している。[1台］(ﾘ)
④救命講習の受講(ﾘ)
⑤火災の避難時に使用する防煙フードを配備[4～9階
ホテル］(ﾍ)
⑥厨房のダクト天蓋に自動消火装置を自主的に設置[2
階飲食店］(ﾎ)
⑦定例のテナント会議及び防火管理協議会により、消
防計画に定める事項の周知と帰宅困難者対策等につい
て情報共有をしている。(ﾘ)

ＪＲ東日本ホテルメッツ高円寺、デ
ニーズ高円寺駅前店、杉並区保育室
高円寺第二、高円寺駅前図書サービ
ＪＲ東日本ホテルメッツ高円寺ビ
スコーナー、高円寺駅休憩室、青山
ル
フラワーマーケットＪＲ東日本ホテ
ルメッツ高円寺店、杉並警察署高円
寺駅前交番

ホテル、飲食
店、保育所、
物品販売店
舗、その他の
事業所

杉並区高円寺北2-5-1

第2112-406-003号

白石建設株式会社本社ビル

白石建設株式会社

事務所

杉並区高円寺南4-15-11

第2203-406-004号

令和4年3月17日

①入退室管理を実施している(ｲ)
②指定消防水利を設置している(ﾄ)
③飲料水［井戸水を含む]、食料を確保している〔4日
分/70人分〕(ﾁ)
④ＡＥＤを設置している［1階１台](ﾘ)
⑤井戸水揚水式散水設備の設置(ﾁ)
⑥震災時に受水槽(10t)が飲料水とし利用できる(ﾁ)

サミットストア成田東店

サミット株式会社

物品販売店舗

杉並区成田東1-35-12

第1910-406-002号

令和元年10月20日

①不審者等の入館による放火を防止するため、監視カ
メラによる入退館管理を実施している(ｲ)
②飲料水・食料を確保している〔3日分/50人〕(ﾁ)

サミットストア妙法寺前店

サミット株式会社

物品販売店舗

杉並区堀ノ内3-3-20

第2004-406-001号

令和2年4月7日

①不審者等の入館による放火を防止するため、監視カ
メラによる入退館管理を実施している。(ｲ)
②飲料水・食料を確保している。(ﾁ)

観泉寺幼稚園

観泉寺幼稚園

幼稚園

杉並区今川2-20-7

第1912-407-003号

令和元年12月13日

杉並区上井草スポーツセンター

杉並区
TAC・FC東京・MELTEC共同事業体

スポーツ施設

杉並区上井草3-34-1

第2103-407-002号

26/45

令和3年3月15日

①放火防止のため入園者管理を実施している(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③AEDを設置〔１台〕している(ﾍ)
④予告無し訓練を実施している(ﾘ)

①館内をすべて禁煙としている（イ）
②内装を自主的に準不燃以上としている(ロ）
③監視カメラの設置をしている（ハ）
④ＡＥＤを設置している（リ）
⑤職員が救命講習を受講している（リ）
⑥災害時対応マニュアルを策定している（リ）

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

医療法人社団
越川病院

杏順会

杉並公会堂

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

医療法人社団

杏順会

杉並公会堂

用途

所在地

認定番号

認定年月日

病院

杉並区上井草4-4-5

第2003-407-006号

令和2年3月14日

集会場

杉並区上荻1-23-15

第2109-407-001号

令和3年9月27日

桃井幼稚園

桃井幼稚園

幼稚園

杉並区清水2-18-16

第1909-407-001号

令和元年9月26日

杉並区妙正寺体育館

杉並区

体育館

杉並区清水3-20-12

第2009-407-001号

令和2年9月12日

医療法人社団山斗会
山中病院

医療法人社団山斗会 山中病院

病院

杉並区南荻窪1-5-15

第1912-407-005号

令和元年12月11日

変更申請

各種防火対策

①放火防止のため、入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③点滅機能を有する誘導等を設置している(ﾍ)
④震災時に備え飲料水、食糧を確保している(ﾁ)

①外国語による避難誘導体制が整備されている（へ）
②点滅機能を有する誘導等を設置している（へ）
③ＡＥＤの（３基）（リ）配置している
④上級救命技能認定取得者が２９名在籍している。
（リ）
①全館禁煙(ｲ)
②放火防止のため、入園者管理をしている(ｲ)
③監視カメラを設置している(ﾊ)
④飲料水、食糧を確保している(ﾁ)
⑤予告なし訓練を実施している(ﾘ)
①館内をすべて禁煙としている（イ）
②内装を自主的に準不燃以上としている(ロ）
③監視カメラの設置をしている（ハ）
④ＡＥＤを設置している（リ）
⑤職員が救命講習を受講している（リ）
①館内をすべて禁煙としている（イ）
②監視カメラを設置している（ハ）
③事務室の棚等に転倒落下移動防止対策を図っている
（チ）
④飲料水等の備蓄品を確保している（チ）
⑤ＡＥＤを設置している（リ）
①館内をすべて禁煙としている（イ）
②内装を自主的に準不燃以上としている(ロ）
③自動火災報知設備は、一斉鳴動式、放送設備連動型
である（ハ）
④監視カメラの設置している（ハ）
⑤地下２階、地下１階からは避難階への直通階段が設
けられている。また、２階には居室は無く、屋上広場
へ避難できる(へ)
⑥国土交通大臣による認定（全館避難安全性能に係る
構造）がされていおり、構造の安全性能が確保されて
いる（へ）
⑦指定消防水利を設置している（ト）⑧ＡＥＤを３台
設置している[地下２階～１階]（リ）
⑨全職員がスポーツ救急手当プロバイダーコースを受
講している（リ）
⑩災害時対応マニュアルを策定している（リ）

杉並区大宮前体育館

杉並区

事業所

杉並区南荻窪2-1-1

第2203-407-002号

令和4年3月22日

ヴィムスポーツアベニュウ

ヴィムスポーツアベニュウ

総合スポーツ
センター

杉並区宮前2-10-4

第1909-407-002号

令和元年9月26日

日産東京販売株式会社
荻窪店

日産東京販売株式会社

事務所・工場

杉並区桃井3-5-5

第1912-407-004号

令和元年12月28日

跡見学園中学校高等学校校舎

学校法人

中学校・高等
学校

文京区大塚1-5-9

第1912-501-004号

令和元年12月6日

①全館禁煙としている(ｲ)
②全ての外部出入口において入退室管理している(ｲ)
③家具類の転倒防止等措置をしている
④飲料水等の確保している
⑤ＡＥＤを設置している(ﾘ)

令和2年9月4日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②避難誘導の際、英語でのアナウンスができるように
している(ﾍ)
③飲料水等の確保（ﾁ）
④防火対象物点検を自主的に実施している。(ﾘ)
⑤ＡＥＤを設置している(ﾘ)
⑥災害時対応マニュアルの作成(ﾘ)

令和2年3月28日

①監視カメラを設置(ﾊ)
②119番通報訓練装置を設置・活用(ﾆ)
③スプリンクラー設備を自主設置（全館）
④個人装備品の充実
⑤非常食等の確保（飲料水1,200リットル・非常食
1,720食）
⑥ロッカー類の転倒防止装置
⑦自衛消防技術認定者734名・防災センタ要員講習修
了者392名
⑧AEDの設置（本社玄関ﾎｰﾙ・中央管理ｾﾝﾀｰ）

令和3年10月10日

①自主点検検査のダブルチェック制・放火防止対策の
強化・ロビー等パブリック部分の全面禁煙の実施(ｲ)
②内装の不燃化、準不燃化及び防炎物品の使用強化
(ﾛ)
③客室を除く全ての部分に監視カメラを設置し、防災
センターで監視している。(ﾊ)
④令10条に基づく消火器を必要単位以上に増設(ﾎ)
⑤日本語及び外国語(英語・中国語・韓国語)による避
難誘導体制を確保している。(ﾍ)
⑥屋上に緊急救助用スペースを確保している。(ﾄ)
⑦震災に備えて飲料水・食料を確保している。(ﾁ)
⑧地震初動対応・震災活動マニュアルを作成し、社員
等に配布している。(ﾁ)
⑨自衛消防技術認定証及び防災センター要員講習修了
者を必要算定人数より多く配置している。(ﾘ)

東横イン後楽園文京区役所前

小石川４丁目ビル

跡見学園

株式会社東横インホテル企画開発

大星ビル管理株式会社

ホテル

事務所

文京区小石川2-2-11

文京区小石川4-22-2

第2009-501-001号

第2003-501-008号

株式会社東京ドーム

ホテル・飲食
店等

東京ドームプリズムホール

株式会社東京ドーム

集会場・テレ
ビスタジオ

文京区後楽1-3-61

第2001-501-005号

令和2年1月17日

トヨタ自動車株式会社東京本社

トヨタ自動車株式会社

事務所

文京区後楽1-4-18

第1908-501-001号

令和元年8月23日

株式会社東京ドームホテル

文京区後楽1-3-61

第2110-501-001号
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①監視カメラを設置している(ﾊ)
②放火防止のため、入館者管理をしている(ｲ)
③飲料水及び食糧を確保している(ﾁ)
④予告なし訓練を実施している(ﾘ)

①飲料水及び食料を確保している(ﾁ)
②予告無し訓練を実施している(ﾘ)

①監視カメラを設置している(１階）
②外国語(英語）による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
③大型開口部による避難経路を確保している。(ｲ)
④ＡＥＤを設置している(ﾘ)

①入館者を受付で管理している［全館］(ｲ)
②スプリンクラー設備の設置している
③飲料水、食料等を確保している［３日分／全従業
員］（ﾁ）
ＡＥＤを設置している［診療室］(ﾘ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

東京ドーム

藤田観光株式会社
ホテル椿山荘東京 ホテル棟

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

観覧場・博物
館・飲食店等

株式会社東京ドーム

藤田観光株式会社

ホテル

所在地

文京区後楽1-3-61

文京区関口2-10-8

変更申請

各種防火対策

認定番号

認定年月日

第2110-501-004号

令和3年10月18日

①走査型火災検知器（ディフレクター）による常時監
視及び放水銃による消火(ﾊ)(ﾎ）
②入退場者数を常時監視して、定員の適正管理を行っ
ている(ﾍ)
③ＡＥＤを設置している(ﾘ)

令和3年10月13日

①火気器具の使用を制限している
②フロントでの入退室管理を実施している(ｲ)
③監視カメラを設置している
外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
⑤緊急離発着場を設置している(ﾄ)
自衛消防隊の活動能力向上を図っている
⑦ＡＥＤを配置し、定期的に救命講習を受講している

①火気使用設備器具は認めたもの以外使用禁止
②全館禁煙としている
③監視カメラを設置〔出入口・ロビー・会計・荷物搬
入口・庭園建物〕
④屋外消火栓設備を設置
⑤外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保
⑥緊急離発着場等を設置
⑦家具類の転倒落下防止措置を実施
⑧震災用飲料水の設置（非常用発電機付き井戸水）
⑨敷地内に防火水槽等設置
⑩ＡＥＤの設置(３機）

第2110-501-002号

藤田観光株式会社
ホテル椿山荘東京
バンケット棟

藤田観光株式会社

飲食店

文京区関口2-10-8

第2003-501-007号

令和2年3月28日

株式会社日立製作所
白山閣

株式会社日立製作所

飲食店

文京区白山2-3-7

第1909-501-003号

令和元年9月26日

①入館者を受付で管理を行っている［全館］(ｲ)

天心聖教本部聖堂

宗教法人天心聖教

教会

文京区本駒込6-10-21

第2110-501-003号

令和3年10月13日

①館内すべてを禁煙としている(ｲ)
②震災に備えて、食料等を確保し受水槽に10t飲料水
を常時保有している（ﾁ）
③救命講習受講優良証の交付を受けている（ﾘ）

大学

文京区目白台2-8-1

第1909-501-002号

令和元年9月1日

①全館禁煙としている(ｲ)
②入退室の管理をしている（ｲ）

学校法人日本女子大学成瀬記念館 学校法人日本女子大学

有料老人ホー
ム

クラシックガーデン文京根津

文京区根津2-14-18

第1908-502-001号

令和元年8月27日

順天堂大学医学部附属順天堂醫
院１号館

病院

文京区本郷3-1-3

第2201-502-001号

令和4年1月23日

学校法人尚美学園 尚美ミュー
ジックカレッジ専門学校 本館

専修学校

文京区本郷4-15-9

第1908-502-002号

令和元年8月27日

ホテル機山館

ホテル

文京区本郷４－３７－２０

第2003-502-006号

令和2年6月12日

文部科学省共済組合東京宿泊所
フォーレスト本郷

宿泊所

東京大学弥生講堂

大学

日本私立学校振興・共済事業団湯
島会館(東京ガーデンパレス)

Ｐｉatto

文京区弥生1-1-1

第1908-502-003号

第1909-502-005号

令和元年8月30日

令和元年9月25日

ホテル・事務
所

文京区湯島1-7-5

第1909-502-004号

令和元年9月26日

ホテル

文京区湯島3-1-6

第2201-502-002号

令和4年1月10日

①敷地内禁煙としている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③緊急離発着場を設置している(ﾄ)
④飲料水・食料を確保している(ﾁ)
⑤全館転倒防止措置をしている(ﾁ)
⑥窓ガラス飛散防止措置をしている(ﾁ)
⑦ＡＥＤを配置している(ﾘ)
⑧自衛消防審査会へ参加している(ﾘ)
①全館禁煙としている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③ＡＥＤを配置している〔1階玄関1台〕(ﾘ)
④防炎物品を使用している(ﾛ)

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)
③飲料水・食料を確保している(ﾁ)
①監視カメラを設置している(ﾊ)
②外国語〔英語〕による避難誘導対策を確保している
(ﾍ)
③飲料水〔15t〕及び食料を確保している(ﾁ)
④防災マニュアルの小冊子を作成し、全従業員及び関
係者に配布し防災教育の徹底を図っている(ﾘ)
①火気設備・器具の使用を禁止している(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③飲料水・食料を確保している〔3日分/1,000人〕(ﾁ)
④ＡＥＤを配置している〔付近建物3台緊急時使用可
能〕(ﾘ)
①火気設備・器具の使用を禁止している(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
④飲料水〔受水槽120ｔ〕・食料〔3日分/200人〕を確
保している(ﾁ)
⑤ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)
①監視カメラを設置している(ﾊ)
②ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)
③飲料水・食料を確保している〔1日分/200人〕(ﾁ)

アパホテル＜御茶ノ水駅北＞

Ｇrill＆Ｂar

アパホテル＜東京板橋駅前＞

アパホテル株式会社
有限会社サンライズコーポレーショ ホテル、飲食
ン
店、駐車場
アリサンー商事株式会社

豊島区上池袋4-47-1

第2012-503-005号

令和2年12月25日

東横ＩＮＮ大塚駅北口Ⅰ

株式会社東横イン

ホテル

豊島区北大塚2-11-3

第2008-503-001号

令和2年8月17日

①監視カメラの設置(ﾊ)
②外国語による避難誘導体制の確保(ﾍ)
③ピクトグラムを用いた避難経路図の掲示(ﾍ)
④ＡＥＤの設置(ﾘ)

東横ＩＮＮ大塚駅北口Ⅱ

株式会社東横イン

ホテル

豊島区北大塚2-5-9

第2008-503-002号

令和2年8月17日

①監視カメラの設置(ﾊ)
②外国語による避難誘導体制の確保(ﾍ)
③ピクトグラムを用いた避難経路図の掲示(ﾍ)
④ＡＥＤの設置(ﾘ)

ホテル・飲食
店・物品販売
店舗・その他
事業所

豊島区駒込2-1-39

第2107-503-001号

令和3年7月26日

１
２
３
４
５

ＪＲ東日本ホテルメッツ駒込

Ｐorco

文京区本郷6-16-4

①全館禁煙としている(ｲ)
②家具類を壁・床に固定している(ﾁ)
③飲料水・食料を確保している〔1日/全収容人員分〕
(ﾁ)
④近隣８町会と災害活動相互応援協定を締結し、備蓄
スペースを町会に提供している(ﾄ)

株式会社銀座ｺｰｼﾞｰｺｰﾅｰ
株式会社JR東日本ｽﾎﾟｰﾂ
株式会社JR東日本ｸﾛｽｽﾃｰｼｮﾝ
株式会社ｾﾌﾞﾝ＆ｱｲ･ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
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①入退出の管理(ｲ)
②監視カメラの設置(ﾊ)
③外国語による避難誘導体制の確保(ﾍ)
④震災に備えた飲料水等の確保(ﾁ)
⑤ＡＥＤの設置(ﾘ)
⑥自衛消防活動中核要員の増員(ﾘ)

監視ｶﾒﾗの設置
喫煙管理の徹底
非常用飲料水。非常食等の備蓄
AEDの設置
従業員の普通救命講習受講促進

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

アパホテル＜駒込駅前＞

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

アパホテル株式会社
株式会社塚エンタープライズ

ＳＡＫＵＲＡ

事務所

アパホテル株式会社
日本郵便株式会社
日本連合警備株式会社
三井不動産リアルティ株式会社

ホテルグランドシティ

第一イン池袋

株式会社イケオン
有限会社串政
株式会社銀座ルノアール
ジャパンフードサービス有限会社
有限会社ホリコーポレーション

Ｐ'パルコ

アパホテル＜山手大塚駅タワー＞

ホテル・飲食
店

熱気浴場

中央理化工業株式会社本社ビル

アパホテル＜巣鴨駅前＞

用途

アパホテル株式会社
株式会社ダイニングファクトリー

所在地

豊島区駒込3-23-15

豊島区駒込5-4-24

豊島区巣鴨1-4-17

認定番号

認定年月日

第1912-503-006号

令和元年12月17日

第1910-503-003号

第1909-503-004号

変更申請

①入退出の管理(ｲ)
監視カメラの設置(ﾊ)
外国語による避難誘導体制の確保(ﾍ)
④震災に備えた飲料水等の確保(ﾁ)
⑤ＡＥＤの設置(ﾘ)
①飲料水を確保している(ﾁ)
②ガラス飛散防止措置〔フィルム貼付〕をしている
(ﾁ)
③災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)
④ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

令和元年10月1日

①全館禁煙としている(ｲ)
②飲料水・食料を確保している(ﾁ)
③消火器を増強設置している〔全館〕(ﾎ)
④避難器具〔緩降機、救助袋〕を自主的に設置してい
る〔2階～3階〕(ﾍ)
⑤災害時対応マニュアルを作成している(ﾘ)
⑥ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

令和元年9月25日

ホテル、郵便
局、飲食店、
駐車場

豊島区巣鴨2-9-7

第2009-503-003号

令和2年9月28日

ホテル・レス
トラン

豊島区東池袋1-30-7

第1911-503-007号

令和元年11月14日

ホテル・飲食
店・物品販売
店舗

豊島区東池袋1-42-8

第1908-503-002号

令和元年8月29日

物品販売店舗
集会場

豊島区東池袋1-50-35

第2112-503-002号

令和3年12月17日

ホテル・飲食
店
駐車場

豊島区南大塚3-31-10

第1911-503-005号

令和元年11月22日

各種防火対策

①入退出の管理(ｲ)
②監視カメラの設置(ﾊ)
③外国語による避難誘導体制の確保(ﾍ)
④はしご自動車の活動空間の確保(ﾄ)
⑤震災対策として、飲料水等を確保(ﾁ)ＡＥＤの設置
(ﾘ)
⑥自衛消防技術認定証資格保有者の増員(ﾘ)
①監視カメラの設置(ﾊ)
②客室テレビの落下防止措置(ﾁ)
③ＡＥＤの配置〔1階フロント1台〕(ﾘ)
④全館にスプリンクラー設備を設置(ﾎ)
⑤「東京都耐震マーク」耐震基準適合認定を受けてい
る(ﾘ)

① 監視カメラを設置している(ﾊ)
②ＡＥＤを設置している(ﾘ)

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②ＡＥＤを配置している(ﾘ)
③安全管理マニュアルを作成している(ﾘ)

①監視カメラの設置(ﾊ)
②外国語による避難誘導体制の確保(ﾍ)
③震災に備えた飲料水等の確保(ﾁ)
④ＡＥＤの設置(ﾘ)

①監視カメラの設置(ﾊ)
②震災に備えた飲料水・非常用食料を備蓄している
（３日分２００人分）(ﾁ)
③自衛消防活動審査会に参加している(ﾘ)
④ＡＥＤの設置(ﾘ)
⑤救命講習受講優良証の交付を受けている(ﾘ)

ホテル

豊島区南大塚3-33-6

第2012-503-004号

令和2年12月25日

ホテル・飲食
店・診療所・
その他の事業
所

豊島区目白1-4-1

第2201-503-003号

令和4年2月9日

１
２
３
４

東急ステイ池袋

ホテル

豊島区池袋2-12-2

第2001-504-004号

令和2年1月16日

①監視カメラの設置(ｲ）
②外国語による避難誘導(ﾍ)
③ＡＥＤの設置
④ＩＣカードによる入退室の管理

アパホテル＜池袋駅北口＞

ホテル

豊島区池袋2-48-7

第2203-504-004号

令和4年3月24日

①救命講習の受講(ﾘ)
②ＡＥＤの設置(ﾘ)
③災害時対応マニュアルの策定(ﾘ)
④自衛消防技術認定証を有する者を５名以上配置（自
主）(ﾘ)
⑤監視カメラの設置(ｲ）

東横イン池袋北口Ⅰ

ホテル

豊島区池袋2-50-5

第2007-504-001号

令和2年7月24日

①監視カメラの設置(ｲ）
②防炎物品、防炎製品の使用(ﾍ)
③外国語による避難誘導(ﾍ)

東横イン池袋北口Ⅱ

ホテル

豊島区池袋2-51-2

第2112-504-001号

令和3年12月28日

①監視カメラの設置(ｲ）
②防炎物品、防炎製品の使用(ﾍ)
③外国語による避難誘導(ﾍ)
④ＡＥＤの設置(ﾘ)

いけぶくろ茜の里

障害者支援施
設

豊島区池袋4-15-10

第2203-504-003号

令和4年3月25日

①消防水利の設置（防火水槽４０ｔ）(ﾄ)
②ＡＥＤを配置している(ﾘ)
③有効に避難できる連続式バルコニーを設けている
「２階～５階」(ﾍ)
④近隣事業所と応援協定を結んでいる(ﾘ)

長崎いずみの郷

老人デイサー
ビス
障害者支援施
設

豊島区長崎4-45-6

第2002-504-005号

令和2年2月14日

①特定施設水道連結スプリンクラー自主設置
②有人直接通報設置
屋外避難階段に通ずるバルコニーの設置
④居住スペースのキッチンをＩＨ化し出火防止
⑤ＡＥＤ設置

令和2年3月25日

①入館者の管理(ｲ)
②監視カメラの設置(ｲ)
③外国語による避難誘導(ﾍ)
④防火戸閉鎖範囲、消防用設備等操作範囲の表示(ﾍ)
⑤指定消防水利の設置(ﾄ)
⑥什器等の転倒防止(ﾁ)
⑦飲料水、非常食料等の確保(ﾁ)
⑧救命講習受講率が全従業員の90％(ﾘ)
⑨ＡＥＤの設置（6か所）(ﾘ)
⑩自衛消防訓練審査会に毎年参加(ﾘ)

ホテルベルクラシック東京

ＪＲ東日本ホテルメッツ目白

ホテル

メトロポリタン

日本ホテル株式会社
医療法人社団育成会
株式会社レゾナ
スターバックスコーヒージャパン株
式会社

ホテル・飲食
店・駐車場

豊島区西池袋1-6-1

第2003-504-006号
(003）
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一部管理権原者変
更（R3.12.7）
②一部管理権原者変
更（R3.12.28）

監視カメラの設置
喫煙管理の徹底
非常用飲料水、非常食等の備蓄
ＡＥＤの設置

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

所在地

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

その他の事業
所

豊島区西池袋2-20-11

第2202-504-002号

令和4年2月20日

官公署

豊島区西池袋2-37-8

第1912-504-003号

令和元年12月27日

ＴＩＣ王子ビル

事務所

北区王子1-12-4

第2112-505-008号

令和3年12月21日

公益財団法人紙の博物館

博物館

北区王子1-1-3

第2003-505-009号

令和2年3月7日

北区飛鳥山博物館

博物館

北区王子1-1-3

第2003-505-008号

令和2年3月6日

①全館禁煙としている(ｲ)
②ガラス飛散防止措置〔フィルム貼付〕をしている
〔全館外壁面〕(ﾁ)
③ＡＥＤを配置している〔玄関ホール〕(ﾘ)

コーセー王子研修センター

研修所

北区王子2-29-2

第2106-505-002号

令和3年6月30日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②指定消防水利を設置している〔40t〕(ﾄ)
③ＡＥＤを配置している〔1階受付1台〕(ﾘ)

共同住宅

北区王子5-3-18

第2112-505-009号

令和3年12月22日

①飲料水・食糧の確保している〔3日分/85人〕（ｾﾌﾞﾝ
ｲﾚﾌﾞﾝﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ内倉庫）(ﾁ)

どらっくぱぱす王子神谷店

物品販売店舗

北区王子5-8-3

第2201-505-011号

令和4年1月27日

①監視カメラを設置を設置している(ﾊ)

恒栄電設本社ビル

事務所

北区岸町1-8-17

第2203-505-013号

令和4年3月28日

①監視カメラを設置している(ﾊ)

東京都北区立中央図書館

図書館

北区十条台1-2-5

第2106-505-001号

令和3年6月30日

①全館禁煙としている(ｲ)
②ＡＥＤを配置している〔貸出カウンター1台〕(ﾘ)

一般社団法人セメント協会
研究所本館

事務所

北区豊島4-17-33

第2108-505-004号

令和3年8月21日

①指定消防水利を設置している〔40t〕(ﾄ)
②ロッカー、書棚等を壁・床に固定している〔全館〕
(ﾁ)
③ＡＥＤを配置している〔1階〕(ﾘ)

一般社団法人セメント協会
研究所第二実験棟

研究所

北区豊島4-17-33

第2108-505-005号

令和3年8月21日

①ロッカー、書棚等を壁・床に固定している(ﾁ)

株式会社トンボ鉛筆

事務所

北区豊島6-10-12

第1909-505-006号

令和元年9月21日

①全館禁煙としている(ｲ)
②入退室管理をしている(ｲ)
③監視カメラを設置している〔3台〕(ﾊ)
④飲料水・食料を確保している〔1階･3階～6階の備品
庫･3日分/40人〕(ﾁ)
⑤ＡＥＤを配置している(ﾘ)

すずらん幼稚園

幼稚園

北区豊島6-9-18

第1912-505-008号

令和元年12月17日

①全館禁煙としている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③ＡＥＤを配置している〔１階職員室１台〕(ﾘ)

日本製紙株式会社
研究開発本部研究棟

研究所

北区豊島8-27-4

第2112-505-010号

令和3年12月21日

①自衛消防訓練審査会等への参画(ﾘ)
②ＡＥＤの措置(ﾘ)

学校法人成立学園本部棟

幼稚園・高等
学校

北区東十条6-17-10

第2206-505-003号

令和4年6月10日

アイムス赤羽

有料老人ホー
ム

北区東十条6-5-15

第1909-505-005号

令和元年9月27日

①全周バルコニーを設置している〔2階以上各階〕(ﾍ)
②点滅・音声誘導灯を設置している〔各階避難口〕
(ﾍ)
③指定消防水利を設置している〔敷地内北側40t〕(ﾄ)

ＮＤＫ第三王子ビル

事務所

北区堀船1-29-13

第2202-505-012号

令和4年2月24日

①指定消防水利を設置している〔100t〕(ﾄ)

専修学校

北区堀船1-4-13

第2206-505-002号

令和4年6月24日

①全館禁煙としている(ｲ)
②ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

株式会社読売プリントメディア東
京北工場

工場

北区堀船4-2-1

第1912-505-008号

令和元年12月6日

①飲料水・食料を確保している〔3日分/108人〕(ﾁ)
②ＡＥＤを配置している〔1階玄関ホール1台〕(ﾘ)

株式会社日刊スポーツｐｒｅｓｓ

工場

北区堀船4-2-3

第1909-505-004号

令和元年9月28日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②飲料水・食糧を確保している〔2階備品倉庫･3日分
/30人〕(ﾁ)
③ＡＥＤを配置している(ﾘ)

令和2年10月23日

１ 宿泊者の入退出をフロントのコンピューターで管
理している。（イ）
２ 監視カメラの設置（ハ）
３ 外国語（英語）による避難誘導体制を確保してい
る。（ヘ）
４ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を配置している。
（リ）

令和3年9月20日

１ ホテル部分を全室禁煙にし、３階部分に喫煙ルー
ムを設置。デニーズ部分も全席禁煙で他のテナントに
あっても全面禁煙にしている。（イ）
２ 監視カメラを設置している。（ハ）
３ 大規模地震に備えて非常用食糧や飲料水等を備蓄
している。（チ）
４ ＡＥＤを配置している。（３階ホテルフロント）
（リ）

公益財団法人全国友の会振興財団

東京消防庁池袋合同庁舎

池袋防災館

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ北区王子神谷駅
ヴェージュ・ジョーホク

ヴェージュ・ジョーホク

学校法人コーセー学園
美容専門学校

東横ＩＮＮ赤羽駅東口

コーセー

株式会社

東横イン

ホテル

ＪＲ東日本ホテルメッツ赤羽
リトルマーメード ＪＲ東日本ホテ
ルメッツ赤羽店
飲食店
デニーズ赤羽駅前店
ＪＲ東日本ホテルメッツ赤羽ビル
物品販売店舗
青山フラワーマーケットホテルメッ
ホテル
ツ赤羽店
おむすび権米衛ＪＲ東日本ホテル
メッツ赤羽店

北区赤羽1-11-11

北区赤羽1-1-76

第2009-506-001号

第2109-506-002号
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①入退室管理(ｲ)
②全館禁煙(ｲ)

①全館を禁煙としている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ｲ)
③ロッカー類を壁･天井に固定している(ﾁ)
④ＡＥＤを配置している(ﾘ)
⑤庁舎防護対策を策定している(ﾘ)

①火災の早期発見対策として監視カメラ設置(ﾊ)
②ＡＥＤの措置(ﾘ)
③自衛消防訓練審査会等への参画(ﾘ)

①全館禁煙としている(ｲ)
②ＡＥＤを配置している〔玄関ホール〕(ﾘ)

①全館禁煙としている(ｲ)
②ＡＥＤを配置している(ﾘ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

所在地

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

東横イン赤羽駅東口一番街

ホテル

北区赤羽3-2-2

第2103-506-002号

令和3年3月29日

１ 宿泊の入退室をフロントのコンピューターで管理
している。（イ）
２ 監視カメラを設置している。（ハ）
３ 外国語（英語）による避難誘導体制を確保してい
る。（へ）
４ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置している。
（リ）

医療法人社団博栄会
院

病院

北区赤羽北2-21-19

第2203-506-005号

令和4年3月31日

１
２
３
４
５

ホテルパレスＭＯＭＯＹＡＭＡ

ホテル

北区赤羽西1-32-4

第1908-506-002号

令和元年8月14日

①監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めてい
る。(ﾊ)
②ＡＥＤを設置している。(ﾘ)

インプレス赤羽駅前

寄宿舎

北区赤羽南1-5-4

第2107-506-001号

令和3年7月1日

１
２

①建物内の入退室管理を行っている。（イ）
（ルームキーによるエレベーター昇降管理）
②寝具は防炎製品を使用している。（ロ）
③監視カメラによる火災の早期発見に努めている。
（ハ）
④英語対応の職員の配置及び階段避難車（イーバック
チェア）を設置し、歩行困難者にも対応している。
（へ）
⑤震災に備えて貯水タンクを保有している。（チ）
⑥自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を配置している。
（リ）

浮間中央病

監視カメラを設置（ハ）
バルコニーの設置（へ）
はしご車の活動空間の確保（ト）
ＡＥＤを配置（リ）
赤羽北二丁目町会と災害時応援協定を締結（リ）

監視カメラによる災害の早期発見（ハ）
コンピューターによる宿泊者の入退室管理（イ）

ダイワロイネットホテル東京赤羽

ホテル

北区赤羽南1-9-13

第2003-506-010号

令和2年3月1日

博栄会ビル

診療所・事務
所・寄宿舎

北区赤羽南2-10-13

第1910-506-006号

令和元年10月29日

①ＡＥＤを配置している(ﾘ)
②入退室の管理(ｲ)

ジェクサー・フィットネスクラブ
赤羽

スポーツクラ
ブ

北区赤羽南2-9-47

第2001-506-008号

令和2年1月24日

①ＡＥＤを配置している(ﾘ)

千代田赤羽駅南口ホール

事業所

北区赤羽南2-9-78

第2207-506-001号

令和4年7月12日

１ 実施日時を予告しないで、実践的な自衛消防活動
訓練を実施（リ）
２ 監視カメラを設置（ハ）
３ ＡＥＤを配置（リ）

東京北医療センター職員宿舎

寄宿舎

北区赤羽台4-17-56

第1908-506-003号

令和元年8月14日

①災害時の被害を最小限にするため、地域町会と応援
協定を締結して協力体制が確保されている。(ﾘ)
②１階玄関に赤外線式監視装置を設置している。(ﾊ)

介護老人保健施設「太陽の都」

老人保健施設

北区浮間2-1-13

第1908-506-004号

令和元年8月14日

①出火防止対策として、館内すべてを喫煙禁止として
いる。(ｲ)
②避難対策として２、３階に全周バルコニーを設置。
(ﾍ)

高齢者福祉センター希望

グループホー
ム

北区浮間2-5-20

第2112-506-004号

令和3年12月26日

１ 入退館者の管理（イ）
２ ２階及び３階の居室東側に連続式バルコニーの設
置（ヘ）
３ キッチン部分のコンロを全てＩＨヒーターに交換
（イ）

東京都北区立西浮間小学校

学校

北区浮間2-7-1

第2003-506-011号

令和2年3月19日

①監視カメラの設置（ハ）
②消防水利設置（ト）
③ＡＥＤの設置（リ）

東京都北区赤羽体育館

その他の事業
所

北区志茂3-46-16

第2103-506-003号

令和3年3月29日

１ 全館禁煙にしている。（イ）
２ 正面玄関出入り口おいて入退室の管理をしてい
る。（イ）
３ 監視カメラを設置している。（ハ）
４ ロッカー類を壁に固定している。
５ 震災時に備えて飲料水を確保している。（チ）
６ ＡＥＤを２台設置、１２名が救命講習を受講して
いる。（リ）
７ 震災時対応マニュアルを策定している。（チ）

特別養護老人ホームみずべの苑

特別養護老人
ホーム

北区志茂3-6-5

第2112-506-003号

令和3年12月22日

１ 避難対策として、点滅形誘導灯の設置（へ）
２ 近隣町会と応援協定書を結び、協力体制を図って
いる。（リ）
３ 自主的な救援組織「うらら救援隊」を作ってい
る。（リ）

宿泊所

北区西が丘3-9-14

第2003-506-007号

令和2年3月18日

①ＡＥＤを設置している。（リ）

事務所

北区滝野川1-3-11

第1909-507-002号

令和元年9月19日

①ＡＥＤを配置している〔2階1台〕(ﾘ)

ビジネスホテルプラザ駒込

ホテル

北区中里2-1-3

第1909-507-003号

令和元年9月25日

①ＡＥＤを配置している〔2階1台〕(ﾘ)

聖学院中学校・高等学校(本館)

学校

北区中里3-12-1

第2003-507-005号

令和2年3月7日

①全館禁煙としている（イ）
②監視カメラを設置している（ハ）
③AEDを設置している〔2階2台〕（リ）

聖学院中学校・高等学校(中学棟)

学校

北区中里3-12-1

第2003-507-006号

令和2年3月7日

①全館禁煙としている（イ）
②監視カメラを設置している（ハ）
③飲料水･食料を確保している〔3日分/2102人〕
（チ）

聖学院中学校・高等学校(体育館)

学校

北区中里3-12-1

第2003-507-007号

令和2年3月7日

①全館禁煙としている（イ）
②監視カメラを設置している（ハ）
③AEDを設置している〔１階１台〕（リ）

聖学院小学校

学校

北区中里3-13-１

第2101-507-002

令和3年1月27日

①全館禁煙としている（イ）
②入退校を管理している（イ）
③監視カメラを設置している（ハ）
④AEDを設置している〔2台〕 （リ）

ナショナルトレニーングセン
ター・アスリートヴィレッジ

川田工業株式会社

東京本社

独立行政法人
ンター

日本スポーツ振興セ
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認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

所在地

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

聖学院幼稚園

幼稚園

北区中里3-13-2

第2011-507-001

令和2年11月26日

①全館禁煙としている（イ）
②入退園を管理している（イ）
③監視カメラを設置している（ハ）
④AEDを設置している〔１階１台〕 （リ）

渋沢史料館

博物館

北区西ヶ原2-16-1

第2101-507-001

令和3年1月14日

①全館禁煙としている（イ）
②監視カメラを設置している（ハ）
③AEDを設置している〔２階１台〕 （リ）

株式会社千代田コンサルタント
西ヶ原オフィス

事務所

北区西ヶ原3-57-5

第1909-507-004号

令和元年9月25日

①全館禁煙としている(ｲ)
②飲料水・食料を確保している〔3日分/120人〕(ﾁ)

特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑

老人福祉施
設・障害者支
援施設

北区西ヶ原4-51-1

第2110-507-001号

令和3年10月4日

①全周バルコニーを設置している[2～6階]（ヘ）
②AEDを設置している[各階１台] （リ）
③地域町会と応援協定を結んでいる（リ）
④自衛消防審査会への参画[毎年]（リ）

旧岩崎邸住宅(洋館・和館)

文化財

台東区池之端1-3-45

第2103-601-007号

令和3年3月23日

①火気器具の使用を禁止している（イ）
②全面禁煙としている（イ）
③監視カメラを設置している(ハ)
④飲料水・食料を確保している(チ)
⑤ＡＥＤを設置している(リ)

旧岩崎邸住宅(撞球室)

文化財

台東区池之端1-3-45

第2103-601-008号

令和3年3月23日

①火気器具の使用を禁止している（イ）
②全面禁煙としている（イ）
③監視カメラを設置している(ハ)
④飲料水・食料を確保している(チ)
⑤ＡＥＤを設置している(リ)

ホテル

台東区上野1-14-8

第2011-601-002号

令和2年11月4日

①監視カメラを設置している〔主要出入口、廊下〕
(ハ)
②全館禁煙としている(イ)
③飲料水・食料を確保している(チ)

上野ファーストシティホテル

上野シティホテル株式会社

アパホテル<京成上野駅前>

ホテル

台東区上野2-14-26

第2003-601-009号

令和2年3月6日

吉池ホテル

ホテル

台東区上野3-19-7

第2112-601-005号

令和3年12月17日

①深夜帯に建物外周の点検・清掃をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③外国語による避難誘導体制の確保をしている(ﾍ)
④ＡＥＤを設置している（ﾘ）⑤昼礼時に火災発生時
の対応訓練をしている(ﾘ)

①監視カメラを設置している〔主要出入口、廊下〕
(ﾊ)

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②外国語による避難誘導ができる体制が整備されてい
る(ﾍ)
③ＡＥＤを設置している(ﾘ)

アパホテル＜上野駅北＞

アパホテル株式会社

ホテル

台東区上野7-12-11

第2206-601-001号

令和4年6月1日

ニューウエノビル

株式会社上野亭

ホテル・飲食
店

台東区上野7-2-5

第2011-601-003号

令和2年11月4日

①監視カメラを設置している〔主要出入口、廊下〕
(ハ)
②入退出管理をしている〔全外部出入口〕(イ)

ホテル松本

ホテル

台東区上野7-5-3

第2112-601-004号

令和3年12月24日

①入退出管理をしている(イ)
②全周バルコニーを設置している〔２階から６階〕
（ヘ）

ホテルサンルート“ステラ”上野 株式会社サンルート浅草

ホテル

台東区上野7-7-1

第2011-601-001号

令和2年11月4日

①監視カメラを設置している〔主要出入口、廊下〕
(ハ)
②入退出管理をしている〔全外部出入口〕(イ)
③外国語による避難誘導ができる体制が整備されてい
る（ヘ）
④ＡＥＤを設置している(リ)

上野精養軒

飲食店

台東区上野公園4-59

第2012-601-004号

令和2年12月2日

①階段区画内に一時避難スペースを確保している
（へ）
②ＡＥＤを設置している(リ)

株式会社上野精養軒

日本学士院

官公署

東京都美術館

台東区上野公園7-32

第1911-601-006号

令和元年11月14日

①入退出管理をしている(ｲ)
②防炎物品を自主的に使用している（カーテン、絨
毯）(ﾛ)
③監視カメラを設置している(ﾊ)
④ハロゲン化物消火設備を自主的に設置している（１
階書庫）(ﾎ)
⑤避難経路、消防用設備等を記載した印刷物を配布し
ている(ﾍ)
⑥震災に備えて飲料水等を確保している(ﾁ)
⑦ＡＥＤを配置している(ﾘ)

美術館

台東区上野公園8-36

第2103-601-010号

令和3年3月23日

①全面禁煙としている（イ）
②監視カメラを設置している(ハ)
③家具類の転倒防止等の措置をしている(チ)
④ガラス飛散防止措置をしている(チ)
⑤ＡＥＤを設置している(リ)
⑥災害時対応マニュアルを策定している(リ)

動物舎

台東区上野公園9-83

第2003-601-011号

令和2年3月20日

①全館禁煙としている(イ)
②脱出警報装置を携帯しており、異常信号を送信でき
る（リ）

上野動物園
森

ゴリラ・トラの住む

上野動物園

クマ舎

動物舎

台東区上野公園9-83

第2003-601-012号

令和2年3月20日

①全館禁煙としている(イ)
②脱出警報装置を携帯しており、異常信号を送信でき
る（リ）

上野動物園

パンダ舎

動物舎

台東区上野公園9-83

第2003-601-013号

令和2年3月20日

①全館禁煙としている(イ)
②脱出警報装置を携帯しており、異常信号を送信でき
る（リ）

ホテル

台東区台東1-29-2

第2012-601-006号

令和2年12月14日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②英語による避難誘導体制の確保をしている(ﾍ)
③ＡＥＤを配置している(ﾘ)

ホテル

台東区根岸1-3-9

第2003-601-010号

令和2年3月6日

アパホテル〈秋葉原駅北〉

ＨＯＴＥＬ

ＳＣＨＡＬＬ

アパホテル株式会社
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①入退出管理をしている（イ）
②監視カメラを設置している（ハ）
③飲料水・食料を確保している(チ)
④ＡＥＤを設置している（リ）

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

所在地

認定番号

認定年月日

ホテルニュー大柿

ホテル

台東区根岸1-5-17

第2203-601-006号

令和4年3月2日

ホテル絆

ホテル

台東区根岸2-2-11

第2112-601-002号

令和3年12月24日

ホテルステラ

ホテル

台東区根岸2-2-9

第2112-601-001号

令和3年12月27日

変更申請

各種防火対策

①すべての外部出入り口及び全客室出入り口にセン
サーを設け入退出管理をしている(ｲ)

①入退出管理をしている(イ)
②監視カメラを設置している(ハ)
③飲料水・食料を確保している(チ)
④防火戸閉鎖範囲を床面に表示している(ヘ)

①入退出管理をしている(イ)
②監視カメラを設置している(ハ)
③飲料水・食料を確保している(チ)
④防火戸閉鎖範囲を床面に表示している(ヘ)

ホテルゲストワン上野駅前

株式会社ホテルゲストワン

ホテル

台東区東上野2-18-18

第2206-601-002号

令和4年6月1日

①監視カメラを設置している(ﾊ) ②ＡＥＤを設置して
いる(ﾘ)

アパホテル〈上野駅前〉

アパホテル株式会社

ホテル

台東区東上野2-18-7

第2109-601-003号

令和3年9月24日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②全客室に災害時対応マニュアルを設置している(ﾘ)
③ＡＥＤを配置している(ﾘ)

ＴＢ東上野ビル

三井ガーデンホテル上野

特定用途複合
ホテル

台東区東上野3-19-7

第2103-601-009号

令和3年3月23日

①入退出管理をしている(イ)
②監視カメラを設置している(ハ)
③飲料水・食料を確保している(チ)
④ＡＥＤを設置している(リ)
⑤自衛消防訓練審査会へ参加している（リ）

東上野四丁目ビルディング
(ＮＢＦ上野ビル)

ＮＢＦ上野ビル
上野学園

事務所
劇場

台東区東上野4-24-11

第2012-601-007号

令和2年12月25日

①火気器具の使用を禁止している（イ）
②入退出管理をしている(イ)
③監視カメラを設置している(ハ)
④ＡＥＤを設置している(リ)

①入退出管理をしている(ｲ)
②深夜帯に建物外周の点検・清掃をしている(ｲ)
③監視カメラを設置している(ﾊ)
④外国語による避難誘導体制の確保をしている(ﾍ)
⑤救命講習の受講促進を行っている(ﾘ)
⑥昼礼時に火災発生時の対応訓練をしている(ﾘ)

ホテル

台東区東上野5-10-8

第1909-601-005号

令和元年9月13日

浅草橋ビジネスホテル

ホテル

台東区浅草橋1-11-9

第1910-602-003号

令和元年10月5日

コバヤシ本社ビル

事務所

台東区浅草橋3-26-5

第2204-602-002号

令和4年4月28日

①監視カメラを設置している。（ハ）
②ＡＥＤを１台設置している。（リ）

ホテルサンルート浅草

ホテル・飲食
店

台東区雷門1-8-5

第2204-602-001号

令和4年4月18日

①監視カメラを設置している。（ハ）
②ＡＥＤを１台設置している。(リ)

アパホテル＜浅草

雷門＞

ホテル

台東区雷門2-14-1

第2112-602-006号

令和3年12月6日

①外国語（英語）による避難誘導体制の確保（ヘ）
②ＡＥＤを１階に１台設置している。（リ）

アパホテル＜浅草

雷門南＞

ホテル

台東区雷門2-9-1

第2110-602-002号

令和3年10月18日

①監視カメラを設置している。（ハ）
外国語による避難誘導体制の確保(ヘ）
飲料水・食料を確保している。（チ）
④ＡＥＤを１台設置している。（リ）

ヴィラフォンテーヌ上野

ホテル

台東区小島2-4-4

第2103-602-002号

令和3年3月26日

東横INN上野田原町駅

ホテル

台東区寿3-19-5

第2109-602-001号

令和3年9月3日

アパホテル〈上野 稲荷町駅北〉

アパホテル株式会社

①飲料水、食料を保存している(ﾁ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)

①監視カメラを設置している。（ハ）
②ＡＥＤを設置している(リ)

①飲料水・食料を確保している(ﾁ)
②監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めている
(ﾊ)

ホテル・飲食
店・駐車場・
駐輪場

台東区駒形1-12-16

第2203-602-007号

令和4年3月12日

①災害対応マニュアルの策定（リ）
②飲料水・食料を確保している。（チ）
③外国語（英語）による避難誘導体制の確保（ヘ）
④監視カメラを設置している。（ハ）
⑤ＡＥＤを１台設置している。（リ）
⑥救命講習の受講（リ）

東横ＩＮＮ 浅草蔵前Ⅰ

ホテル

台東区駒形1-3-13

第2009-602-001号

令和2年9月1日

監視カメラの設置（ハ）
外国語による避難誘導体制の確保(ヘ）
③飲料水の確保④防火対象物点検報告の実施、AED設
置（1階ロビー）（リ）

バンダイ本社ビル

事務所・
ミュージアム

台東区駒形1-4-8

第2111-602-004号

令和3年11月1日

①監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めてい
る。（ハ）
②震災に備え飲料水等を確保している。（4～12階ﾘﾌ
ﾚｯｼｭｺｰﾅ）（チ）
③ＡＥＤを配置している。（リ）

アパホテル＜浅草蔵前＞

ホテル

台東区駒形2-4-6

第2103-602-003号

令和3年3月26日

①監視カメラを設置している。（ハ）
外国語による避難誘導体制の確保(ヘ）
飲料水・食料を確保している。（チ）
④ＡＥＤを１台設置している。（リ）

アパホテル〈浅草

ホテル

台東区西浅草1-2-3

第2110-602-003号

令和3年10月18日

①監視カメラを設置している。（ハ）
外国語による避難誘導体制の確保(ヘ）
飲料水・食料を確保している。（チ）
④ＡＥＤを１台設置している。（リ）

アパホテル〈浅草駅前〉

田原町駅前〉

アパホテル株式会社
株式会社塚エンタープライズ
株式会社Ｐ－ｎｅｘ
Ｎｅｕｅｔ株式会社
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認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

所在地

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

住友不動産上野ビル8号館

住友不動産㈱
日立建機㈱
日立建機日本㈱
日立建機ロジテック㈱
住友重機械建機クレーン㈱
㈱メトロプロパティーズ
㈱メトロビジネスアソシエ
㈱メトロコマース
㈱三菱ＵＦＪ銀行
㈱ＬＩＸＩＬリニューアル

事務所

台東区東上野6-9-3

第2111-602-005号

令和3年11月30日

雷門旅館

雷門旅館
スターバックスコーヒー雷門店

旅館・喫茶店

台東区浅草1－18－2

第2006-603-001号

令和2年6月11日

浅草セントラルホテル

ホテル・飲食
店・物品販売
店舗

台東区浅草1-5-3

第2112-603-003号

令和3年12月24日

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③AEDを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

ホテル京阪浅草

ホテル

台東区浅草2-12-4

第1909-603-002号

令和元年9月1日

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)

ホテル

台東区浅草6-35-8

第2112-603-004号

令和3年12月24日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
③指定消防水利を設置している(ﾄ)

宿泊施設

台東区千束1-15-1

第2112-603-002号

令和3年12月24日

①外国語(英語)による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
②AEDを配置している(ﾘ)

スマイルホテル

浅草

東横イン浅草千束つくばエクスプ
レス

浅草ビューホテル

ホテル

台東区西浅草3-17-1

第2002-603-006号

令和2年2月17日

どぜう飯田屋

飲食店

台東区西浅草3-3-2

第1909-603-004号

令和元年9月27日

行燈旅館

旅館・寄宿舎

台東区日本堤2-34-10

第2009-603-002号

令和2年9月8日

ドーミーイン・global cabin浅草

ホテル

台東区花川戸1-3-4

第1909-603-003号

令和元年9月5日

東京都立産業貿易センター
台東館・台東区立台東区民会館共
同ビル

事務所・展示
場

台東区花川戸2-6-5

第2112-603-001号

令和3年12月24日

荒川区役所分庁舎

荒川区立防災センター

官公署

荒川区荒川2-25-3

第2204-604-004号

令和4年4月12日

①消防用設備の遠隔監視システムを設置している。
(リ)
②防災無線機の設置。(ト)
③ＡＥＤを１台設置している。(リ)

①入退室管理をしている(ｲ)
②外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)

①喫煙スペースの分煙化(ｲ)
②館内終日巡視(ｲ)
③監視カメラの設置(ﾊ)
④レスキューキャリーマットの装備(ﾍ)
⑤AEDの設置(ﾘ)
⑥救命講習受講優良証交付(ﾘ)
⑦消防団への入団(ﾁ)

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②飲料水・食料を確保している〔3日分/40人〕(ﾁ)

①入退室管理をしている(ｲ)
②外国語〔英語〕による避難誘導体制を確保している
(ﾍ)
③飲料水等の確保をしている(ﾁ)
①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②自衛消防技術審査会への参加(ﾘ)
③災害時対応マニュアルの策定(ﾘ)
④AEDを配置している〔1階1台〕(ﾘ)
①全館禁煙としている(イ)
②屋内消火栓設備を自主的に設置している[全館](ホ)
③ドレンチャー設備を自主的に設置している[全
館](ロ)
④放送設備を自主的に設置している[全館](ヘ)
⑤指定消防水利を設置している(ト)
⑥飲料水・食料を確保している(チ)
⑦ＡＥＤを設置している[1階1台](リ)
⑧上級救命講習を積極的に受講している(リ)
①全館禁煙としている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③消防機関へ通報する火災報知設備の設置(ﾊ)
④飲料水、食料を確保している[3日分/職員・園児
数](ﾁ)
⑤ＡＥＤを設置している[1階1台](ﾘ)

社会福祉法人仁風会館
仁風保育園

仁風保育園

保育所

荒川区荒川2-41-1

第2202-604-003号

令和4年2月26日

ドン・ボスコ保育園

社会福祉法人ドン・ボスコ学院

保育所

荒川区荒川3-11-1

第2012-604-004号

令和2年12月22日

コミュニティ
センター

荒川区荒川3-3-10

第2102-604-005号

令和3年2月5日

①禁煙措置（イ）
②防炎物品の使用（ロ）
③監視カメラの設置（ハ）
④防火水槽の設置（ト）
⑤ＡＥＤの設置（リ）

令和3年10月5日

①火災の早期発見及び放火防止対策のため監視カメラ
を設置している。(ハ)
②指定消防水利を設置している。(ト)
③ＡＥＤを3機設置している。(リ)
④災害対応マニュアルを策定し、防災センター要員に
周知させている。(リ)
⑤自衛消防審査会に毎年参加している。(リ)
⑥年2回以上建物内全事業所が参加した自衛消防訓練
を行っている。(リ)

峡田ふれあい館

センターまちや

ムーブ町屋
ＪＯＢコーナー町屋
日本コンピューター・ダイナミクス
株式会社
朝日信用金庫
フヂ商事株式会社
株式会社ＷＩＮＧＳ
日本マクドナルド株式会社
サイセイ町屋店
株式会社京成不動産
ＬＵＦＬＯＳ株式会社
有限会社リトルフラミンゴ
山寿不動産
株式会社サンメリー
株式会社ビジョンケア
株式会社ドトールコーヒー
株式会社プラザクリエイト
たばこ土屋
有限会社博多屋
㈱マルヨシ住宅社
八起そば
公益財団法人 介護労働安定セン
ター
株式会社ＭＡＸＩＳエデュケーショ
ン

飲食店・物品
販売店舗・公
会堂・事務
所・共同住宅
等

荒川区荒川7-50-9

第2110-604-001号
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①園内全面禁煙(イ)
②監視カメラの設置(ハ)
③ＡＥＤの設置(リ)
④防火水槽の設置(ト)
⑤飲料水の確保(チ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

所在地

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

荒川山吹ふれあい館

コミュニティ
センター

荒川区荒川7-6-8

第2201-604-002号

令和4年1月30日

①館内全面禁煙(イ)
②監視カメラを設置している(ハ)
ロッカー類を壁に固定している(チ)
④ＡＥＤを設置している[1階1台](リ)
⑤職員8名が上級救命講習を修了している（リ）

西日暮里ふれあい館

コミュニティ
センター

荒川区西日暮里6-24-4

第2010-604-002号

令和2年10月8日

館内全面禁煙、入退出の管理（イ）
②自動火災報知設備の設置、監視カメラの設置（ハ）
③誘導灯の設置、非常警報設備の設置（へ）
④飲料水の確保（チ）
⑤救命講習の受講、ＡＥＤの設置（リ）

アパホテル＜ＴＫＰ日暮里駅前＞ 株式会社ティーケーピー

ホテル

荒川区東日暮里5-52-9

第2009-604-001号

令和2年9月24日

館内全面禁煙、喫煙トレーラー設置（イ）
②監視カメラの設置（ハ）
③防火水槽の設置（ト）
④自衛消防訓練の定期的な実施（リ）
⑤救命講習の受講、ＡＥＤの設置（リ）

石浜ふれあい館

コミュニティ
センター

荒川区南千住3-28-2

第1912-604-001号

令和元年12月22日

①館内全面禁煙(イ)
②監視カメラの設置(ハ)
③ＡＥＤの設置(リ)
④上級救命講習の定期的受講(リ)
⑤防火水槽の設置(ト)

特別養護老人ホーム
信愛のぞみの郷

特別養護老人
ホーム

荒川区西尾久1-1-12

第2109-605-001号

令和3年9月17日

①防炎製品を使用している。（ロ）
②全周バルコニーを設置している。（へ）
③ＡＥＤを設置している。（へ）
近隣町会と応援協定を締結している。（へ）
⑤点滅・音声誘導灯を設置している。（へ）
⑥消防水利を設置している。（ト）
⑦特別養護老人ホームの入所者64名分の食糧・飲料水
を3日分備蓄している。（チ）

尾久ふれあい館

コミュニティ
センター
事務所等

荒川区西尾久2-25-13

第2112-605-003号

令和3年12月11日

①ＡＥＤを設置している。（１階）（リ）
②カーテン等、防炎物品を使用している。（１階～５
階）（ロ）
③監視カメラを設置している。（ハ）

西尾久ふれあい館

コミュニティ
センター
事務所等

荒川区西尾久8-33-31

第2002-605-001号

令和2年2月26日

ＡＤＥＫＡ江碧会館

事務所

荒川区東尾久8-25-8

第2004-605-001号

令和2年4月10日

荒川区立尾久図書館

図書館

荒川区東尾久8-45-4

第2103-605-001号

令和3年3月4日

①全館禁煙としている。（イ）
②ＡＥＤを設置している。（１階）（リ）
③監視カメラを設置している。（ハ）

町屋ふれあい館

コミュニティ
センター・事
務所等

荒川区町屋1-35-8

第1909-605-002号

令和元年9月30日

①全館禁煙としている。（イ）
②ＡＥＤを設置している。（２階）（リ）
③監視カメラを設置している。（ハ）

社会福祉法人聖華
町屋保育園

保育所

荒川区町屋1-35-9

第1909-605-001号

令和元年9月5日

①全館禁煙としている。（イ）
②ＡＥＤを設置している。（１階）（リ）
③監視カメラを設置している。（ハ）

社会福祉法人
エンゼル福祉会
おたけの郷

特別養護老人
ホーム

荒川区町屋7-18-11

第2109-605-002号

令和3年9月29日

①食糧、飲料水を備蓄により３日分確保している。
（イ）
②ＡＥＤ５台設置している。（リ）
③全館禁煙としている。（イ）
④近隣町会と応援協定を締結している。（ヘ）
⑤防炎物品を使用している。（ロ）

ココ・グラン北千住

アーバイン東京・上野 北千住

学校法人足立学園
中学校・高等学校

医療法人財団桜会

桜会病院

①食料・飲料水〔3日分/100人〕、毛布〔約100枚〕等
を確保している(ﾁ)

銀行

足立区千住1-4-16

第2009-606-001号

令和2年9月30日

１ カードによる入退室管理を実施(ｲ)
２ 監視カメラを設置し火災の早期発見に努めている
(ｲ)
３ 避難経路、防火戸閉鎖範囲等を表示している(ﾍ)
４ オフィス家具類の転倒落下防止措置が実施されて
いる(ﾁ)
５ 震災時に備え従業員＋７０名分の３日分以上の飲
料水・食料等を備蓄している(ﾁ)
６ 足立区配置のスタンドパイプを活用した自衛消防
訓練を近隣町会と実施し、震災時の災害対応に努めて
いる(ﾘ)
７ 従業員４００名が普通救命講習を受講している
(ﾘ)
８ ＡＥＤの配置(ﾘ)
９ 足立区と災害時における応急対策活動に対する支
援に関する協定書を締結している(ﾘ)

ホテル ココ・グラン北千住
株式会社ドンレミー

ホテル・物品
販売店舗

足立区千住3-40-2

第1909-606-001号

令和元年9月15日

１
２

株式会社ユキ・コーポレーション

ホテル

足立区千住4-20-10

第2202-606-003号

令和4年2月1日

１ 館内（ロビー、客室、ラウンジ）を禁煙としてい
る(ｲ)
２ 入退室管理をしている(ｲ)
３ 監視カメラを設置している(ﾊ)

学校法人

中学校・高等
学校

令和4年1月1日

１
２
３
４
５
６
７

足立成和信用金庫本店・本部ビル 足立成和信用金庫本店・本部ビル

ホテル

①全館禁煙としている。（イ）
②ＡＥＤを設置している。（２階）（リ）
③監視カメラを設置している。（ハ）

足立学園

病院

足立区千住旭町40-24

足立区千住桜木2-13-1

第2201-606-001号

第2205-606-001号
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令和4年5月18日

入退室管理をしている(ｲ)
監視カメラを設置している(ﾊ)

指定消防水利を設置している(ﾄ)
監視カメラを設置している(ﾊ)
AEDを設置している(ﾘ)
自衛消防審査会に参加している(ﾘ)
自衛少年消防隊(生徒）を配置している(ﾘ)
全館禁煙(ｲ)
カーテンの防炎品使用(ﾛ)

①来院者名簿の記載による入退管理並各及びドアの
オート
ロックを活用による関係者以外の入室禁止をしてい
る(イ)
②館内を禁煙としている（イ）
③全周バルコニーを設置している（ヘ）
④家具類の転倒防止等の措置及び飲料水等の確保をし
ている(チ）
⑤ＡＥＤを配置している（リ）

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

一般財団法人海外産業人材育成協
一般財団法人海外産業人材育成協会 ホテル・研修
会
東京研修センター
所
東京研修センター

足立あかしあ園

アパホテル〈綾瀬駅前〉

株式会社スエヒロ本社ビル

成仁介護老人保健施設

ライフ大谷田店

身障者更生援
護施設

アパホテル株式会社
ブリッジ・モーション・トゥモロー ホテル
株式会社

事務所・作業
所

老人保健施設

物品販売店舗

所在地

足立区千住東1-30-1

認定番号

第2112-606-002号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

令和3年12月27日

１ 入退室管理をしている(ｲ)
２ 火気使用器具の使用を制限している(ｲ)
３ 外国語（英語）による避難誘導体制を確保してい
る(ﾍ)
４ 飲料水・食料を確保している(ﾁ)
５ 救命講習受講優良証の交付を受けている(ﾘ)
６ ＡＥＤを配置している
７ 自衛消防訓練審査会に参加している

足立区青井4-30-5

第2107-607-002号

令和3年7月9日

①防炎製品〔寝具類〕を自主的に使用している〔１階
保健室〕(ﾛ)
②スプリンクラー設備を自主設置している。〔全館〕
(ホ)
③連続式のバルコニーを設置している〔２階～３階〕
④バルコニーから車椅子による地上への避難を可能と
している〔２階スロープ、３階マルチダウン式〕(ﾍ)
⑤ロッカー類を壁・床に固定している〔２～３階〕
(ﾁ)
⑥飲料水・食料を確保している〔３日分／１００人
分〕(ﾁ)
⑦ＡＥＤを設置している。〔１階保健室〕(ﾘ)

足立区綾瀬3-7-18

第1908-607-002号

令和元年8月22日

防犯カメラの設置(ｲ)(ハ)管内の定期巡回(ｲ)(ハ)
③災害用品の備蓄（チ）ＡＥＤの設置（リ） 自衛
消防技術資格者の配置（リ）⑥救命講習受講者の配置
（リ）

令和4年1月25日

①全館禁煙(ｲ)
②セキュリティシステムによる入室制限〔１階主たる
玄関〕(ｲ)
③屋内消火栓を自主設置〔１階のみ〕(ﾛ)
④非常放送設備設置〔全館〕(ﾍ)
⑤飲食料を確保〔３日分／２５人分〕(ﾁ)
⑥オフィス家具〔２階〕及び倉庫内ラック〔１階〕の
転倒防止(ﾁ)
⑦近隣火災に備え大型消火器８本を店頭屋外に設置し
一般の使用に供している(ﾘ)
⑧１階ショールームに各種防災機器を設置し近隣住民
の防災行動力の向上に寄与している(ﾘ)

足立区綾瀬5-24-5

足立区大谷田2-18-12

足立区大谷田5-18-11

第2201-607-006号

第2003-607-004号

第2105-607-001号

令和2年3月7日

令和3年5月31日

杉本グループ本社ビル

事務所

足立区島根1-2-3

第2103-607-001号

令和3年3月19日

成仁病院

病院

足立区島根3-2-1

第2108-607-003号

令和3年8月20日

竹の塚あかしあの杜

身体障害者更
生援護施設生
活介護を行う
施設

特別養護老人ホーム足立万葉苑

特別養護老人
ホーム

足立区六月2-11-20

日本自動車ターミナル株式会社
足立トラックターミナル新管理棟

事務所・飲食
店・診療所・
寄宿舎

足立区入谷6-1-1

足立区竹の塚7-19-11

株式会社ライフコーポレーション
扇大橋駅前店

物品販売店舗

足立区扇2-26-1

リブインさくら

有料老人ホー
ム

足立区古千谷本町4-116

①全館禁煙としている(ｲ)
②入退室管理をしている(ｲ)
③監視カメラを設置している(ﾊ)
④連続式バルコニーを設置している〔2～3階〕(ﾍ)
⑤点滅・音声誘導灯を設置している〔2～3館〕(ﾍ)
⑥飲料水・食料を確保している〔3日分/120人〕(ﾁ)
⑦ＡＥＤを配置している〔2階1台〕(ﾘ)
⑧日中看護士が常駐〔1名〕(ﾘ)

①全館オール電化(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③点滅型誘導灯を設置している〔１階最終避難口３ヶ
所〕(ﾍ)
④飲料水・食料を確保している〔１０日分／就業従業
員２１人分〕(ﾁ)

禁煙措置(ｲ)
②監視カメラ設置(ｲ)
③入退出管理(ｲ)
④防火区画(ロ)
⑤防炎表示(ロ)
⑥易操作性１号消火栓設置(ロ)
⑦避難ハッチ設置(ヘ)
⑧サッシ方立避難ハッチ表示(ヘ)
⑨免震・耐震構造(チ)
⑩足立区との応援協定「帰宅困難者受入」(チ)
⑪東京消防庁との応援協定「緊急消防援助隊関係」
(チ)
⑫飲料水・非常食の確保３日分×２００人分の確保
①火気設備・器具の使用を禁止している〔２～６階〕
(ｲ)
②入退室管理を行っている〔１階受付〕(ｲ)
③監視カメラを設置している(ﾊ)
④音声誘導灯を設置している〔全館〕(ﾍ)
⑤ガラス飛散防止措置〔フィルム貼付〕をしている
〔１～６階西側窓〕(ﾁ)
⑥ＡＥＤを配置している〔1～３階に各１台〕(ﾘ)

令和3年8月24日

①全館禁煙としている(ｲ)
②入退室管理をしている(ｲ)
③監視カメラを設置している(ﾊ)
④連続式のバルコニーを設置している〔２～４階〕
(ﾍ)
⑤バルコニーから車椅子による地上への避難を可能と
している〔２階及び３階マルチダウン式〕(ﾍ)
⑥音声・点滅型誘導灯を設置している〔全館〕(ﾍ)
⑦飲料水・食料を確保している〔１日分／１００人分
を３日分〕(ﾁ)
⑧ＡＥＤを配置している〔2台〕(ﾘ)

第2112-607-005号

令和3年12月11日

①全館禁煙としている(ｲ)
②入退室管理をしている〔１階受付〕(ｲ)
③監視カメラを設置している(ﾊ)連続式バルコニーを
設置している〔各階〕(ﾍ)
④飲料水･食料を確保している〔3日分/190人〕(ﾁ)
⑤防災井戸･防災トイレの設置(ﾁ)

第1912-608-006号

令和元年12月26日

①各階通路に監視カメラを設置している(ハ)
②飲料水・食料・簡易トイレを備蓄している（3日分/
全従業員）(チ)

令和3年7月17日

①店内、バックヤード及び屋上駐車場に監視カメラを
設置している。(ハ)
②スプリンクラー設備を屋内消火栓代替設備として設
置している。(1～2階)（ホ）
③自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置している。
(リ)

第2108-607-004号

第2107-608-001号

第1912-608-005号

36/45

令和元年12月26日

①全館禁煙としている(イ)
②消防機関へ通報する火災報知設備を設置している
(ニ)
③スプリンクラー設備を設置している(ホ)
④全周バルコニーを設置している（2～4階）（ヘ)
⑤全職員が救命講習を受講している(リ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

所在地

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

西新井大師總持寺大本堂遍照殿

寺院

足立区西新井1-15-1

第1912-608-001号

令和元年12月26日

①指定消防水利（池100t)を設置している(ト)
②自衛消防審査会に毎年参加している（リ）

西新井大師總持寺光明殿

寺院

足立区西新井1-15-1

第1912-608-002号

令和元年12月26日

①指定消防水利（防火水槽40t）を設置している
（ト）
②自衛消防審査会に毎年参加している(リ)

西新井大師總持寺宝照殿

寺院

足立区西新井1-15-1

第1912-608-003号

令和元年12月26日

①入退室の管理をしている（イ）
②監視カメラを設置している(ハ)
③自衛消防審査会に毎年参加している(リ)

西新井大師總持寺本坊

寺院

足立区西新井1-15-1

第1912-608-004号

令和元年12月26日

①監視カメラを設置している(ハ)
②放送設備を自主的に設置している（ヘ）
③自衛消防審査会に毎年参加している(リ)

医療法人社団 医善会
いずみ記念病院

病院

足立区本木1-3-7

第2202-608-002号

令和4年2月10日

東京スカイツリータウン
(タワーヤード部分)

東武ホテルレバント東京

ロッテシティ

ＳＤビル

東武鉄道株式会社
東武タワースカイツリー株式会社

東武ホテルレバント東京

電波塔・展望
台・飲食店・
物品販売店舗

ホテル

株式会社ロッテシティホテル
セブンイレブン錦糸町ロッテシティ
店
株式会社ハブ
株式会社ヴァイタライツ
ホテル・飲食
株式会社ビッグワン
店・物品販売
ブックオフコーポレーション株式会 店舗 その他
社
ＴＢＣグループ株式会社
株式会社ＥＣＣ

株式会社昭電
ＪＦＥシステムズ株式会社
事務所
株式会社日本旅行・グローバルビジ
ネストラベル

墨田区押上１-1-2

墨田区錦糸1-2-2

墨田区錦糸4-6-1

墨田区太平4-3-8

第2202-701-003号

第1909-701-003号

第2110-701-001号

第1908-701-002号

令和4年2月28日

令和元年9月1日

令和3年10月19日

令和元年8月17日

パールホテル両国
ライオン株式会社
ホテル・事務
ライオン・パールホテル共同ビル ライオンコーディアルサポート株式
所
会社
公益財団法人冨徳会

墨田区横網1-2-24

第2001-701-004号

令和2年1月25日

国技館

墨田区横網1-3-28

第2205-701-001号

令和4年5月11日

観覧場

37/45

①館内禁煙としている。(ｲ)
②指定消防水利(40㎥)を自主設置している。(ﾄ)
③はしご自動車の活動空間を確保している。(北側駐
車場)(ﾄ)
④地域町会と応援協定を結んでいる。(ﾘ)

①タワーヤード部分は可燃物管理を徹底し、直火不使
用を徹底、厨房は全て電気式である。バックヤード入
室は電子式カードシステムにより管理し、入場時に持
物確認により危険物等の持込みを防止している(ｲ)
② 内装材は、不燃材料を使用し、防火・防煙区画等
の適切な設置により延焼拡大防止を図っている(ﾛ)
③総合操作盤により３街区を監視・制御できる(ﾊ)
④全館非常電話を設置し防災センターへの連絡体制、
常時回線を確保した加入電話を設け、消防機関への通
報体制を確保してる(ﾆ)
⑤消火器、スプリンクラー設備、補助散水設備を全館
設置、電気室等には、大型消火器・ハロン消火設備、
厨房には簡易消火設備を設置している (ﾎ)
⑥階段は２方向避難確保、展望台には特別避難階段、
非常用エレベータ２台を設置している(ﾍ)
⑦緊急車両寄り付き場を設け、防災センター入室用専
用入口を設けている。指定消防水利〔400t〕を設置し
ている
(ﾄ) ⑧ロッカー等の転倒防止を徹底し、上下受水槽
〔500t〕を震災時飲良水として使用できる(ﾁ)
⑨ＡＥＤを設置し、施設運営会社の大部分の社員は、
上級救命講習を受講している(ﾘ)

①建物全体に監視カメラを設置し、２４時間監視して
いる。（ハ）
②１階出入口に点滅形誘導灯を設置している。(ヘ)
③消防用水を設置している。(ト)
④緊急救助用スペースを設置している。(ト)
⑤緊急地震速報装置を設置している。（チ）
⑥ＡＥＤを配置している。(リ)
⑦救命講習受講優良証の交付を受けている。(リ)
⑧自衛消防訓練審査会に毎年参加している。(リ)
①放火防止対策として入退室管理を実施している(ｲ)
②監視カメラを設置し火災等の早期発見に努めている
(ﾊ)
③外国語〔英語・韓国語〕による避難誘導体制を確保
している(ﾍ)
④消防水利を設置している(ﾄ)
⑤はしご自動車の活動スペースを確保している(ﾄ)
⑥窓ガラスに飛散防止フィルムを貼付し震災時等の窓
ガラス飛散に対応している(ﾁ)
⑦ＡＥＤを防災センター及びホテルフロントに配置し
ている(ﾘ)

①全館火気設備・器具の使用を禁止し、入退室の管理
を実施(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③ドアの電気錠をパニックオープンとしている(ﾍ)
④震災に備え、飲料水、食料を備蓄している(ﾁ)
⑤ＡＥＤを配置している(ﾘ)
①２４時間、フロントに従業員を配置し、入退室管理
をすると共に、火災の早期発見に努めている。（イ、
ハ）
②ホテルの避難経路図を日本語、英語、中国語、韓国
語の４ヶ国語表記で掲示し、避難誘導体制を確保して
いる。（ヘ）
③指定消防水利を設置している。（ト）
④震災対策備蓄品（飲料水・食料）を常備している。
（チ）
⑤自衛消防訓練審査会に毎年参加している。また、ブ
ラインド訓練等を実施し自衛消防力の強化を図ってい
る。（リ）
⑥ＡＥＤを配置している。（リ）
⑦近隣事業所、自主防災組織と協力体制を確保してい
①全館火気設備・器具の使用を禁止している。（イ）
②全館禁煙としている。（イ）
③防炎製品(客席部分の座布団)を自主的に使用してい
る。（ロ）
④監視カメラを設置している。（ハ）
⑤２階に全周バルコニーを設置している。（ヘ）
⑥消防水利を設置している。（ト）
⑦1階事務室のロッカー類を壁・床に固定している。
（チ）
⑧職員用の飲料水・食料を確保している。（チ）
⑨ＡＥＤを配置している。（リ）

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

国際ファッションセンタービル

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

第一ホテル両国

東京消防庁本所消防署
東京消防庁本所消防署・本所都民
本所都民防災教育センター
防災教育センター

ベルグランデ

株式会社杉田製線第２焼鈍工場・
事務所棟

老人介護保健施設ベレール向島

花王株式会社東京工場ＳＲＣ棟

向島文化幼稚園

社会福祉法人八広会
特別養護老人ホーム和翔苑

日本ビューホテル株式会社
株式会社パイオニア
株式会社サンマルクカフェ
株式会社両国サイト

用途

ホテル・飲食
店・事務所

官公署

ホテル・飲食
店・事務所

工場・事務所

介護老人保健
施設・診療所

研究所

幼稚園

特別養護老人
ホーム

所在地

墨田区横網1-6-1

墨田区横川4-6-6

墨田区両国2-19-1

墨田区東墨田3-1-12

墨田区東向島2-36-11

墨田区文花2-1-3

墨田区八広6-24-6

墨田区八広6-55-17

認定番号

第2020-701-002号

第2203-701-004号

第2112-701-002号

第2207-702-002号

第1909-702-003号

第1912-702-006号

第1909-702-004号

第2001-702-007号

認定年月日

令和3年3月9日

令和4年3月30日

変更申請

各種防火対策
①厨房、湯沸かし場以外は火気設備、器具の使用を禁
止している(ｲ)
②夜間不審者の入館防止のため腕章着用を徹底してい
る(ｲ)
③防火戸閉鎖範囲をテープにより表示し閉鎖障害を防
止している(ﾛ)
④監視カメラを配置している(ﾊ)
⑤警備員による館内巡回を徹底している(ﾊ)
⑥警備員に無線を配置し早期通連絡体制を確立してい
る(ﾆ)
⑦館内に自衛消防活動中核要員の算定人数以上の人数
が自衛消防隊に配置されている(ﾎ)
⑧ 外国語による避難誘導体制が整備されている(ﾍ)
⑨警備員が避難障害等を確認に巡回している(ﾍ)
⑩地下に貯水槽を設置している(ﾄ)
⑪屋上に航空消防活動確保のため着陸スペースを確保
している(ﾄ)
⑫救助用破壊器具を配置している（ﾁ）
⑬家具類の転倒防止措置を実施している(ﾁ)
⑭震災に備え飲料水、食料等を備蓄している(ﾁ)
⑮上級救命講習修了者多数配置している (ﾘ)
⑯ＡＥＤを配置している(ﾘ)
⑰救急車要請、エレベーター閉じ込め事故等の対応マ
ニュアルを作成している(ﾘ)
①喫煙場所を指定し適時清掃を実施。24時間体制で受
付勤務員を指定し入退室管理を徹底し監視カメラによ
り庁舎周囲を監視(ｲ)
②内装を準不燃材、下地を不燃としスプリンクラー設
備を設置(ﾛ)
③自火報、監視カメラ設置し、24時間体制で庁舎巡回
を実施(ﾊ)
④消火器、屋内消火栓、動力消防ポンプを設置し訓練
を実施している(ﾎ)
⑤放送設備、バルコニー設置、はしご車活動空間を確
保(ﾍ)
⑥ヘリコプター緊急離着場設置、消防水利・各種災害
資器材備蓄(ﾄ)
⑦飲料水、非常食、非常電源確保し、ロッカー等転倒
防止実施（ﾁ）
⑧AED設置し救命士等各種資格者多数在籍(ﾘ)

令和3年12月20日

①タバコの吸殻の適切な処分の徹底、改修工事等の火
気使用の確認、館内外の巡視を徹底している(ｲ)
②深夜帯の巡視強化、防災監視盤を有効活用し火災の
早期発見に努めている(ﾊ)
③防災センターに２４時間常駐し早期通報体制を確保
している(ﾆ)
④館内非常放送に、英語・中国語を取り入れ、宿泊者
の多様性に対応している(ﾍ)
⑤自衛消防隊の装備を有し適正に訓練を実施している
(ﾄ)

令和4年7月19日

①入退室管理を実施している(イ)
②自動火災報知設備を設置している（ハ）
③自衛消防隊が高い自衛消防能力を保持している。
(ト)
④はしご自動車による活動上必要な空間を有している
(ト)
⑤震災対応マニュアルを策定している（チ）
⑥ＡＥＤを配置している［敷地内２台］(リ)

令和元年9月1日

令和元年12月17日

令和元年9月27日

令和2年1月29日

①火気設備・器具の使用を制限している［厨房を除
く］(イ)
②全館禁煙としている(イ)
③監視カメラを設置している(ハ)
④飲料水・食料を確保している（チ）
⑤ＡＥＤを配置している［１階１台］(リ)
⑥救命講習受講優良証の交付を受けている(リ)
⑦災害対応マニュアルを策定している（リ）

①入退室管理をしている(ｲ)
②火気設備・器具の使用を制限している〔許可制〕
(ｲ)
③キャビネット類を壁・床に固定している〔全館〕
(ﾁ)
④飲料水・食料等を確保している［３日分］(ﾁ)
⑤ＡＥＤを配置している〔南館1台緊急時使用可能〕
(ﾘ)
⑥災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

①全館禁煙としている〔敷地内含む〕(ｲ)
②入退室管理をしている(ｲ)
③ガラス飛散防止措置〔フィルム貼付〕をしている〕
(ﾁ)
④戸棚等の落下防止をしている〔全館〕(ﾁ)
①火気設備･器具の使用を制限している(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③連続式バルコニーを設置している〔2～4階〕(ﾍ)
④飲料水・食料を確保している〔3日分〕(ﾁ)
⑤地域町会と応援協定を結んでいる(ﾘ)
⑥ＡＥＤを設置している(ﾘ)

公益財団法人東京オリンピック・パ
観覧場
ラリンピック競技大会組織委員会

江東区有明1-10-1

第2004-703-001号

令和2年4月1日

①館内すべてを禁煙としている。
②同一敷地内に、消防水利（法第２１条第１項の規定
による防火水槽３ヶ所）を設けている。
③外国語による避難誘導ができる体制が整備されてい
る。
（非常用放送設備に日本語、英語、中国語、韓国語の
音声警報メッセージが自動放送できるシステムを追加
している。

ファーイーストビレッジホテル東 ウィズシード・ホスピタリティ・マ
ホテル
京有明
ネジメント株式会社

江東区有明1-2-43

第2008-703-004号

令和2年8月27日

①館内すべてを禁煙としている。
②防炎物品の使用
③監視カメラの設置
④外国語による避難誘導体制の確保

ホテルヴィラフォンテーヌグラン 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式
ホテル
ド東京有明
会社

江東区有明2-1-5

第2104-703-001号

令和3年4月26日

①館内すべてを禁煙としている。
②防炎物品の使用
③監視カメラの設置
④ＡＥＤの設置

有明体操競技場
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認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

パナソニックセンター東京

有明プライムビル

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

パナソニックオペレーショナル
エクセレンス株式会社

株式会社相鉄ホテルマネジメント
株式会社 フードワークス
関電ファシリティーズ株式会社
株式会社 一理

用途

スタジオ
劇場
展示場

ホテル
飲食店
物品販売店舗

大和ハウスリアルティマネジメント
株式会社
ホテル
株式会社ジャガー東京
ダイワロイネットホテル東京有明
飲食店
シダックス株式会社
物品販売店舗
株式会社ＶＩＬＬＡＲＳ
インテルコム株式会社

所在地

江東区有明3-5-1

江東区有明3-6-6

江東区有明3-7-3

認定番号

第2206-703-002号

第2003-703-005号

第2203-703-010号

認定年月日

令和4年4月26日

令和2年3月3日

変更申請

各種防火対策
①監視カメラの設置(ﾊ)
②機械警備の設置(ﾊ)
③災害時の「緊急対応マニュアル」の策定(ﾘ)
④警備隊員による火気器具及び消防設備の点検及び結
果記録を実施(ﾘ)
⑤全館トイレ内に「防災の手引き」を表示し、災害時
の対応要領の周知と的確な行動体制の確保を図ってい
る(ﾘ)。
⑥館内すべてを禁煙とし、出火防止対策を実施(ｲ)
⑦震災に備え、食糧、救命器具及び医薬品等を確保
(ﾁ)
⑧ＡＥＤの設置(ﾘ)
①監視カメラを設置し、火災の早期発見対策を強化し
ている
②外国語による避難誘導ができる体制を確保している
③屋上に航空消防活動を確保するための、緊急救助用
スペースを設けている
④自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を配置している
⑤自衛消防技術認定証を有する者を規則第１１条の５
に規定する人員を超えて配置している

令和4年3月5日

①放火対策として、警備員による建物内外の巡回、
カード式電子錠による入退室の管理をしている(ｲ)
②火災の早期発見対策として防災センター在駐の警備
員による監視カメラの監視をしている(ﾊ)
③避難対策として歩行困難者搬送用の専用器具（イー
バックチェア）を配置している(ﾍ)
④飛散しない材質の窓ガラスを使用している(ﾁ)
⑤震災対策としてスチールロッカー等の転倒防止をし
ている(ﾁ)⑥ＡＥＤの設置(ﾘ)
①全館禁煙としている(イ)
②監視カメラを設置している[艇庫棟・グランドスタ
ンド棟・フィニッシュタワー](ハ)
③点滅・音声誘導灯を設置している[艇庫棟・グラン
ドスタンド棟](ヘ)
④光警報装置を設置している[艇庫棟・グランドスタ
ンド棟](へ)
⑤ＡＥＤを設置している[艇庫棟・フランドスタンド
棟](リ)
⑥災害時対応マニュアルを策定している[全館](リ)

海の森水上競技場

海の森水上競技場マネジメント共同
観覧場
企業体

江東区海の森3-6-44

第2103-106-001号

令和3年3月11日

東横イン門前仲町永代橋

株式会社東横イン

江東区永代1-15-3

第2205-703-001号

令和4年5月24日

江東区永代2-37-28

第2004-703-002号

令和2年4月11日

①監視カメラ２２台設置している（ﾊ）
②ＡＥＤを設置している[１階防災センター](ﾘ)
③ビル竣工時より自衛消防隊員の技術向上を図ってい
る(ﾘ)

令和3年7月15日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②避難対策として６ヶ国語防火の手引きを客室に常備
している(ﾍ)
③震災対策としてガラス飛散防止措置〔フィルム貼
付〕をしている(ﾁ)
④震災対策として飲料水・食料を確保している(ﾁ)
⑤自衛消防訓練審査会に参加している。(ﾘ)

澁澤シティプレイス永代

ホテル

澁澤倉庫株式会社
飲食店・物品
株式会社テプコシステムズ
販売店舗・事
東洋冷蔵株式会社
務所
株式会社スーパーリージョナル
株式会社セブンイレブンジャパン江

①監視カメラを配置している(ｲ)
②外国語（英語）による避難誘導体制を確保している
(ﾊ)
②自衛消防技術認定証を取得している〔8名〕(ﾘ)
③AEDを配置している(ﾘ)

株式会社デイナイス

飲食店・ホテ
ル

東京イーストサイド ホテル櫂会

東京イーストサイドホテル櫂会

特定用途の複
合
（ホテル・物
品販売店舗）

江東区潮見2-8-11

第2107-703-003号

令和3年7月15日

①全館禁煙としている(ｲ)
②入退室管理をしている［館内全て］(ｲ)
③内装を自主的に不燃化している(ロ)
④監視カメラを設置している(ハ)
⑤外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
⑥飲料水・食料を確保している〔3日分〕(ﾁ)
⑦救命講習受講優良証の交付を受けている(リ)
⑧ＡＥＤを設置している(リ)

アパホテル東京潮見駅前

アパホテル株式会社

ホテル・飲食
店・物品販売
店舗

江東区潮見2-8-6

第2110-703-005号

令和3年10月30日

①監視カメラの設置により火災の早期発見に繋げる
（ハ）
②AEDを設置している（リ）

東京アクアティクスセンター

公益財団法人東京都スポーツ文化事
観覧場
業団東京アクアティクスセンター

江東区辰巳2-2-1

第2004-703-003号

令和2年4月15日

デイナイスホテル東京

江東区木場2-1-1

第2107-703-001号

①入退室の管理をしている(ｲ）
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③ＡＥＤを配置している(ﾘ)

江東区東陽6-3-2

第2207-703-003号

令和4年7月30日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②緊急離発着場を設置している(ﾄ)
③エレベータ閉じ込め者救出訓練を実施している〔月
1度以上〕(ﾁ)
④ＡＥＤを設置している〔２６台〕(ﾘ)
⑤エレベーター内に防災キャビネットを設置している
(ﾘ)
⑥２０１８年開催の自衛消防基礎技術確認に参画して
いる(ﾘ)

東京イースト２１

東京イースト２１

ホテル・飲食
店・事務所・
物品販売店
舗・診療所・
駐車場

東急ステイ門前仲町・別館

東急ステイサービス株式会社
ファミリーマート深川門前仲町店

ホテル

江東区富岡1-23-15

第2203-703-007号

令和4年3月1日

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

東急ステイ門前仲町・本館

東急ステイサービス株式会社
株式会社グローバルハイ

ホテル

江東区富岡1-23-2

第2203-703-008号

令和4年3月1日

①3.4階以外禁煙としている（ｲ）
②宿泊者は当館専用の接触カードを使用し入退室管理
をしている（ｲ）
③監視カメラを設置している(ﾊ)
④外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
⑤ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

豊洲シビックセンター

豊洲シビックセンター

特定複合
（官公署・公会
堂・図書館）

江東区豊洲2-2-18

第2109-703-003号

令和3年9月24日

①全館禁煙としている(ｲ)
②監視カメラを設置している〔39台〕(ﾊ)
③外国語による避難誘導ができる体制が整備されてい
る(ﾍ)
④自衛消防技術認定証を取得している(ﾘ)
⑤ＡＥＤを配置している〔5台〕(ﾘ)
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認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

変更申請

各種防火対策

認定番号

認定年月日

第1912-703-004号

令和元年12月6日

①監視カメラを配置している
②緊急離発着場等を設置している
③AEDを配置している④飲料水等を確保している

特定複合
（市場・事務所・ 江東区豊洲6-6-1
飲食店）

第2111-703-005号

令和3年11月14日

①総合操作盤による防災設備の監視・制御(ﾊ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③大容量かつ長時間運転可能な非常用発電機の設置
(ﾘ)

その他の事業
場

江東区平野3-2-20

第2107-703-002号

令和3年7月15日

①全館禁煙としている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ）
③同一敷地内に消防水利を設置している(ﾄ)
④ＡＥＤを１台設置している（ﾘ）

ブルージュ東大島

共同住宅

江東区大島9-1-12

第2103-704-003号

令和3年3月26日

①１階エントランスに自動体外式除細動器(AED)を設
置している。
②マンション入口をオートロック式としている。

江東区中川船番所資料館

資料館

江東区大島9-1-15

第2012-704-002号

令和2年12月8日

①全館禁煙としている
②監視カメラを設置している
③AEDを設置している（1階1台）

特定複合
（ホテル、飲
食店舗、物品
販売店舗）

江東区新木場1-6-1

第2012-704-001号

令和2年12月10日

２階フロントロビー脇の喫煙室を除き、館内全面禁
煙としている。
②監視カメラを設置している。
③AEDを設置している。（2階フロント事務室に1台）

新木場タワー

事務所

江東区新木場1-7-22

第2112-704-001号

令和3年12月22日

竹中セントラルビル

事務所

江東区新砂1-1-1

第2204-704-002号

令和4年4月28日

大末建設株式会社

事務所

江東区新砂1-7-27

第1911-704-004号

令和元年11月28日

特別養護老人ホーム三井陽光苑

特別養護老人
ホーム・老人
短期入居施
設・老人デイ
サービスを行
う施設

江東区新砂3-3-37

第1910-704-003号

令和元年10月14日

江東区夢の島2-1-3

第2204-704-002号

令和4年4月4日

葛飾区青戸3-35-11

第2010-705-002号

令和2年11月9日

①入退室管理をしている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③従業員による巡回警備を実施している(ﾊ)
④震災に備えた飲料水を確保している(ﾁ)

令和2年12月15日

①全館禁煙、入退室管理及びオール電化としている
(ｲ)
②監視カメラの設置を設置している(ﾊ)
③全周バルコニー及び階段附室に滞留スペースを設置
している。（2～5階）(ﾍ)
④はしご車の活動空間を確保している。(ﾄ)
⑤飲料水の確保、井戸水の利用、ガラスの飛散防止等
の措置を実施している。(ﾁ)
⑥ＡＥＤを設置している。自衛消防訓練審査会に参加
している。(ﾘ)

Ｄタワー豊洲

特定複合
（ホテル・物
豊洲６丁目４－１Ｂ開発特定目的会 品販売店舗・
社
レストラン・
スポーツ施
設）

豊洲市場管理施設棟

東京都中央卸売市場

江東区深川北スポーツセンター

江東区深川北
スポーツセンター

ＪＲ東日本ホテルメッツ東京ベイ新木場ビル

東京スポーツ文化館

宿泊棟

ＨＯＴＥＬ Ｖｉｌｌａ
ｙ ａｏｔｏ

豊洲市場

日本ホテル株式会社
山崎製パン株式会社
株式会社セブン＆アイ・フードシス
テムズ

ＰＦＩ区部ユース・プラザ株式会社 宿泊施設

Ｃｉｔ

ホテル

所在地

江東区豊洲6-4-20

①AEDを配置している〔１４階１台〕(ﾘ)
②消防指定水利を設置している〔１００㎥」(ﾄ)

①はしご自動車の活動空間を確保している〔全周〕
(ﾄ)
②指定消防水利を設置している(ﾄ)

①喫煙場所の限定〔各階1か所のみ〕(ｲ)
②監視カメラを設置している〔各階計１６台〕(ﾊ)
③ＡＥＤを配置している〔1階に1台〕(ﾘ)

①火気設備・器具の使用を制限している(ｲ)
②全館禁煙としている(ｲ)
③内装を自主的に不燃化している〔全館〕(ﾛ)
④監視カメラを設置している(ﾊ)
①全館禁煙としている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ﾊ)
③AEDを配置している〔１階フロント１台〕(ﾘ)

特別養護老人ホーム
スマイルホーム西井堀

老人福祉施設

葛飾区奥戸総合スポーツセンター

スポーツ施設
（体育館）

葛飾区奥戸7-17-1

第2203-705-002号

令和4年3月18日

①館内は全面禁煙。喫煙所は区切りを設け、灰皿には
常時水をはっている(ｲ)
②監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めている
(ﾊ)
③家具類の転倒移動防止措置をしている(ﾁ)
④自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を配置している
（ﾘ）

東高通信工業開発研究棟

工場

葛飾区白鳥2-17-1

第1908-705-005号

令和元年8月9日

①指定消防水利を設置している(ﾄ)

葛飾区奥戸総合スポーツセンター
温水プール館・エイトホール・野
球場

スポーツ施設

葛飾区高砂1-2-1

第2010-705-001号

令和2年11月5日

①全館禁煙としている(ｲ)
②監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めている
(ﾊ)
③家具類の転倒移動防止措置をしている(ﾁ)
④ＡＥＤを配置している（ﾘ）

葛飾区文化会館
「かつしかシンフォニーヒルズ別 ヒルズレストラン
館」

複合用途

葛飾区立石6-33-1

第2003-705-008号

令和2年3月6日

①火気使用禁止及び全館禁煙としている（イ）
②自動火災報知設備の設置及び劣化診断を受けている
（ハ）
③AEDを設置している（正面入り口付近に２台）
（リ）
④自衛消防訓練審査会に参加している。（リ）

葛飾区文化会館
「かつしかシンフォニーヒルズ」

劇場

葛飾区立石6-33-1

第2001-705-007号

令和2年1月16日

株式会社タカラトミー立石本社

事務所

葛飾区立石7-9-10

第2112-705-001号

令和3年12月28日

葛飾区奥戸3-24-15

第2012-705-003号
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①全館禁煙としている。（ｲ）
②自動火災報知設備の劣化診断を受けている。（ﾊ）
③はしご自動車の活動空間を確保している。〔本館外
周〕（ﾄ）
④指定消防水利を設置している。（ト）
⑤ガラス飛散防止措置〔フィルム添付〕をしている。
〔本館外周部分〕
①入退室管理をしている（ｲ）
②監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めている
（ﾊ）
③自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を配置している
（ﾘ）

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

所在地

認定番号

認定年月日

ミヨシ油脂株式会社本社ビル

事務所

葛飾区堀切4-66-1

第1908-705-003号

令和元年8月7日

医療法人社団玲瓏会
金町中央病院

病院

葛飾区金町1-9-1

第2001-706-003号

令和2年1月17日

葛飾区観光文化センター
Ａ、Ｂ 棟（寅さん記念館）

博物館
その他の事業
所

葛飾区柴又6-22-19

第1912-706-002号

保育所

葛飾区新宿4-4-16

第2002-706-004号

令和2年2月16日

三菱ガス化学株式会社
東京テクノパークＡ館

開発研究・分
析・事務所

葛飾区新宿6-1-1

第1910-706-001号

令和元年10月24日

江戸川区江戸川1-11-3

第1912-707-004号

令和元年12月25日

各種防火対策
①入退室管理をしている（ｲ）
②監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めている
（ﾊ）
③指定消防水利を設置している（ﾄ）
④自衛消防訓練審査会に過去5年以上参加している
（ﾘ）
①カーテン・カーペットに防炎製品の使用
②ＳＰのない手術室にパッケージ型消火設備を自主設
置
③各室に避難経路図の掲出
④入院患者に火災・震災対応マニュアルを周知
⑤ＡＥＤの配置
①監視カメラを設置して早期の火災発見に努めている
②職員の定期巡回により異常の早期発見に努めている
③避難経路図を掲示して、職員に周知している
④点滅・音声誘導灯の設置により、速やかな避難に努
めている
⑤避難安全性の検証を行い、職員の速やかな避難誘導
技術を高めている

令和元年12月6日

社会福祉法人新宿会
新宿保育園

特別養護老人
ホーム・養護
老人ホーム・
デイサービス

変更申請

①入退室の管理の徹底(ｲ)
②監視カメラの設置(ﾊ)
③消防機関へ通報する火災報知設備を自主的に設置し
ている(ﾆ)
④非常食及び飲料水を確保している(ﾁ)
⑤予告なし訓練を実施している(ﾘ)
①火災通報装置の設置（自主）
②居室床面のカーペット等の敷物については、防炎製
品を使用している
③敷地内に消防水利（40ｔ、54t）を設けている

飲料水、食料を確保している(ﾁ)
②自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を配置している(ﾘ)
③自衛消防技術審査会に参加している[毎年](ﾘ)

社会福祉法人江東園

社会福祉法人江東園

江戸川区立東部図書館

江戸川区立東部図書館

図書館

江戸川区江戸川2-26-1

第2102-707-002号

令和3年2月27日

小松川さくらホール

小松川区民施設

公会堂・集会
場・プール

江戸川区小松川3-6-3

第2106-707-001号

令和3年6月5日

江戸川区総合文化センター

江戸川区総合文化センター

公会堂

江戸川区中央4-14-1

第2012-707-001号

令和2年12月24日

江東園ケアセンタ－つばき

社会福祉法人江東園

ケアセンタ－

江戸川区春江町2-5-15

第2204-707-002号

令和4年4月24日

東京都瑞江葬儀所

東京都瑞江葬儀所

その他事業所

江戸川区春江町3-26-1

第1912-707-003号

令和元年12月25日

第三みどりの郷

第三みどりの郷

老人ホーム

江戸川区東小松川1-132

第2203-707-004号

令和4年3月3日

特別養護老人ホームウエル江戸川 特別養護老人ホームウエル江戸川

老人福祉施設

江戸川区平井7-13-32

第2203-707-003号

令和4年3月3日

①全館禁煙としている
②消防機関へ通報する火災報知設備を自主的に設置し
ている
③防炎物品(カーテン、じゅうたん)を自主的に使用し
ている

タイヘイ株式会社

タイヘイ株式会社

事務所

江戸川区松江7-8-10

第2203-707-005号

令和4年3月1日

①自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を配置している(ﾘ)
②震災に備えて飲料水・食料を確保している(ﾁ)
③監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めている
(ﾊ)

江戸川区民センタ－

グリーンパレス

その他の事業
所

江戸川区松島1-38-1

第2112-707-002号

令和3年12月19日

わんぱくすまいる保育園

わんぱくすまいる保育園

保育園

江戸川区松島3-39-15

第2204-707-001号

令和4年4月22日

東部フレンドホール

東部フレンドホール

公会堂・官公
署

江戸川区瑞江2-5-7

第2102-707-003号

令和3年2月27日

瑞江第一ホテル

瑞江第一ホテル

ホテル

江戸川区瑞江2-6-16

第2203-707-006号

令和4年3月26日

特別養護老人ホーム

江戸川区北葛西4-3-16

第2112-708-003号

令和3年12月31日

本部ビル

社会福祉法人東京清音会
特別養護老人ホーム
暖心苑

社会福祉法人東京清音会特別養護老
人ホーム
暖心苑
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①監視カメラを設置している(ﾊ)
②ＡＥＤを配置している(ﾘ)
③火気設備・器具の使用を禁止している(ｲ)
①監視カメラを設置している(ﾊ)
②防火水槽を設置している(ﾄ)
③ＡＥＤを設置している(ﾘ)
④災害用毛布を準備している(ﾁ)
⑤救命講習を受講している(ﾘ)

①自衛消防技術認定証を取得している（9人）(ﾘ)
②震災に備え飲料水及び食料等を確保している(ﾁ)
③監視カメラの設置(ﾊ)
①倉庫に飲料水・食料品をストックし震災時に備えて
いる[３日分](ﾁ)
②自衛消防訓練審査会に参加している〔毎年〕(ﾘ)

防炎物品を自主的に使用している(ﾛ)
②自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置している(ﾘ)

2021/4/13
名称変更 旧名称；み
どりの里江戸川みどり
の郷福寿園東小松川
有料老人ホームみどり
の里江戸川

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②飲料水・食料品を確保している(ﾁ)
③防炎物品を自主的に使用している(ﾛ)
④ＡＥＤを設置している(ﾘ)

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②消防水利を設置している(ﾄ)
③飲料水を確保している〔30〕(ﾁ)

①飲料水を確保している(ﾁ)
②自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を配置している(ﾘ)

①監視カメラを設置している(ﾊ)
②消防水利を設置している(ﾄ)
③飲料水を確保している(ﾁ)
④救命講習を受講している(ﾘ)
⑤ＡＥＤを配置している(ﾘ)

①外国語による避難誘導ができる体制を整備している
②自社倉庫に飲料水・食料品をストックし、震災時等
に備えている(ﾁ)
③自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置している(ﾘ)

①火気設備・器具の使用を禁止している(ｲ)
②全周バルコニーを設置している(ﾍ)
③飲料水、食料を確保している(4日分/130人)(ﾁ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

変更申請

各種防火対策

所在地

認定番号

認定年月日

ホテル

江戸川区西葛西5-11-12

第2112-708-001号

令和3年12月31日

アパホテル〈ＴＫＰ東京西葛西〉 アパホテル〈ＴＫＰ東京西葛西〉

（５）項イ (ホテル)

江戸川区西葛西6-15-24

第2006-708-001号

令和2年6月30日

①監視カメラを設置している。(ﾊ)
②救命講習を受講している。(ﾊ)
③ＡＥＤを配置している。(ﾘ)

社会医療法人社団
森山医会
森山脳神経センター病院

社会医療法人社団
森山医会
森山脳神経センター病院

病院

江戸川区西葛西7-12-7

第2112-708-002号

令和3年12月31日

①火気設備・器具の使用を禁止している(1階以外)(ｲ)
②全館禁煙としている(ｲ)
③入退室管理を実施している(ｲ)

アゼリー学園なぎさ幼稚園

アゼリー学園なぎさ幼稚園

幼稚園

江戸川区南葛西7-2-54

第1908-708-001号

令和元年8月26日

①入退室管理をしている。(全外部出入口)
②ＡＥＤを配置している。(１階１台)

株式会社 東横イン
東横イン東西線西葛西

株式会社 東横イン
東横イン東西線西葛西

用途

①防炎製品(寝具類)を自主的に使用している(全客
室)(ﾛ)
②外国語による避難誘導体制を確保している(ﾍ)
③ＡＥＤを配置している(1階)(ﾘ)
④毎月訓練を実施している(ﾘ)

病院

江戸川区臨海町1-4-2

第1909-708-002号

令和元年9月5日

①火気設備・器具の使用を禁止している。(指定場所
を除く)
②全館禁煙としている。
③入退室管理をしている。(全外部出入口)
④全周バルコニーを設置している。(２階～９階)
⑤はしご自動車の活動空間を確保している。(東側空
地)
⑥緊急救助用スペースを設置している。
⑦飲料水・食料を確保している。(３日分／１５００
人)
⑧ＡＥＤを配置している。(１階１台、２階１台)
⑨災害時対応マニュアルを策定している。

やすらぎの里北小岩

特別養護老人
ホーム
重症心身障害
児通所施設等

江戸川区北小岩1-21-12

第2111-709-008号

令和3年11月9日

①監視カメラの設置(ﾊ)②AEDの設置(ﾘ)

高齢者在宅サービスセンター
江戸川光照苑

老人デイサー
ビスセンター

令和3年11月17日

①避難経路等の確保(ﾍ)
②点滅・音声誘導灯の設置(ﾍ)
③家具類の転倒防止等の措置(ﾁ)
④飲料水等の確保(ﾁ)
⑤救命講習の受講(ﾘ)
⑥AEDの配置(ﾘ)
⑦自衛消防訓練の審査会等への参画(ﾘ)

特別養護老人ホーム
江戸川光照苑

特別養護老人
ホーム

江戸川区北小岩5-7-2

第2111-709-009号

令和3年11月17日

①避難経路等の確保(ﾍ)
②点滅・音声誘導灯の設置(ﾍ)
③家具類の転倒防止等の措置(ﾁ)
④飲料水等の確保(ﾁ)
⑤救命講習の受講(ﾘ)
⑥AEDの配置(ﾘ)
⑦自衛消防訓練の審査会等への参画(ﾘ)

Gakkenほいくえん篠崎

保育園

江戸川区鹿骨2-29-10

第1908-709-001号

令和元年8月19日

株式会社京葉興業本社ビル

事務所

江戸川区篠崎町1-2-6

第1909-709-003号

令和元年9月28日

保育所

江戸川区篠崎町2-5-2

第2103-709-001号

令和3年3月30日

①禁煙措置(ｲ)
②監視カメラの設置(ﾊ)
③家具類の転倒防止等の措置(ﾁ)
④飲料水等の確保(ﾁ)

図書館
その他事業所

江戸川区篠崎町3-12-10

第2107-709-003号

令和3年7月14日

①禁煙措置(ｲ）
②監視カメラの設置(ﾊ)
③AEDの設置(ﾘ)

保育園

江戸川区篠崎町6-4-20

第1908-709-002号

令和元年8月19日

診療所・老人
福
祉施設

江戸川区西小岩1-25-15

第2003-709-005号

令和2年3月5日

株式会社東京葬祭慈光殿

その他事業所

江戸川区西小岩1-30-26

第1909-709-004号

令和元年9月28日

①災害時対応マニュアルの策定(ﾘ)
②地域との協力体制の確保(ﾘ)

株式会社東京葬祭瑞鳳殿

その他事業所

江戸川区松本1-25-1

第2202-709-011号

令和4年2月28日

①地域等との協力体制の確保(ﾘ)
②災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

松本幼稚園（本園舎）

幼稚園

江戸川区松本2-18-5

第2109-709-004号

令和3年9月9日

松本幼稚園（ホール）

幼稚園

江戸川区松本2-18-5

第2109-709-005号

令和3年9月9日

松本幼稚園（新園舎）

幼稚園

江戸川区松本2-18-5

第2109-709-006号

令和3年9月9日

東京臨海病院

学校法人江戸川富士学園
な浅間保育園

江戸川区子ども未来館

東京臨海病院

このは

篠崎子ども図書館

篠崎ちとせ保育園

サシバビル

医療法人社団ゆい

江戸川区北小岩5-6-5

第2111-709-010号
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①監視カメラの設置(ﾊ）
②消防機関へ通報する火災報知設備の設置(ﾆ）

①監視カメラの設置(ﾊ)
②ＡＥＤの設置(ﾘ)

①監視カメラの設置(ﾊ）
②消防機関へ通報する火災報知設備の設置(ﾆ）
③AEDの設置(ﾘ）

館内全館禁煙措置(ｲ)
②防犯カメラの設置(ﾊ)
③ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備の自主設置(1階3階）(ﾎ)
④全周連続式バルコニー等の設置(2階3階）(ﾍ)
⑤家具類の転倒防止等の措置(ﾁ)

①禁煙措置(ｲ)
②監視カメラの設置(ﾊ)
③救命講習の受講(ﾘ) ④ＡＥＤの配置(ﾘ)
①禁煙措置(ｲ)
②監視カメラの設置(ﾊ)
③救命講習の受講(ﾘ)
④ＡＥＤの配置(ﾘ)
①禁煙措置(ｲ)
②監視カメラの設置(ﾊ)
③救命講習の受講(ﾘ)
④ＡＥＤの配置(ﾘ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

所在地

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策
①禁煙措置(ｲ)
②監視カメラの設置(ﾊ)
③救命講習の受講(ﾘ)
④ＡＥＤの配置(ﾘ)

松本幼稚園（新新園舎）

幼稚園

江戸川区松本2-18-5

第2109-709-007号

令和3年9月9日

宗教法人日本福音ルーテル小岩教
会 ルーテル保育園

保育所

江戸川区南小岩3-6-8

第2105-709-001号

令和3年5月19日

①監視カメラの設置(ﾊ)
②AEDの設置(ﾘ)

社会福祉法人厚生会

特別養護老人
ホーム 老人
デイサービス
センター

江戸川区南小岩5-11-10

第2106-709-002号

令和3年6月17日

①全周バルコニー等の設置(ﾍ)
②消防水利の設置(防火水槽４０)(ト)
③AEDの配置(ﾘ)
④地域等との協力体制の確保(ﾘ)
⑤自衛消防訓練の審査会等への参画(ﾘ)

令和4年7月20日

①出火防止対策（ｲ）
・全館内禁煙、入退館管理チェック、館内裸火使用
禁止
②延焼拡大防止対策（ﾛ）
・防炎物品の使用
③火災の早期発見対策（ﾊ）
・自動消火報知設備設置、監視カメラ設置
避難対策（ﾍ）
・点滅音声誘導灯の設置、非常放送設備設置
⑤その他（ﾘ）
・災害時対応マニュアルの策定

令和2年9月23日

①1階厨房及び２階パントリー以外火気使用器具の使
用を禁止(イ)
②館内禁煙(イ)
③入退室管理をしている(イ)
④自動火災報知設備を設置している（ハ）
⑤指定消防水利を設置している（ト）
⑥家具類の転倒移動落下防止対策をしている。(チ)
⑦飲料水・食料等を確保している（チ）
ＡＥＤを設置(リ)
⑨防災訓練を年７回実施しており、教職員全員が災害
時等に対応できる体制を整えている。（リ）

小岩ホーム

板橋区立ハイライフプラザ

東京家政大学付属みどりヶ丘幼稚
園

展示場

幼稚園

板橋区板橋1-55-16

板橋区加賀1-18-1

第2207-508-002号

第2009-508-002号

加賀倶楽部

共同住宅

板橋区加賀2-4-16

第1909-508-003号

令和元年9月14日

武蔵野音楽大学第二幼稚園

幼稚園

板橋区小茂根4-13-2

第2009-508-001号

令和2年9月9日

①各種防火対策の変
更（Ｈ31.3.20）
②増築に伴う変更
（Ｈ31.3.20）

①火気設備・器具の使用禁止(イ)
・火気使用・器具の使用及び持ち込みの禁止
②禁煙措置(イ)
・管内及び敷地内すべてを禁煙にしている
③入退館の管理(イ)(ハ)
・監視カメラ６台を設置し、不審者の入管を監視
〔主要 出入口、廊下〕
・正面玄関は静脈認証登録者以外は入館できない
・夜間は門扉の施錠、警備員が巡回監視

①全館禁煙としている(ｲ)
②2階全保育室のバルコニーが屋外階段に通じている
(ﾍ)

①自衛消防隊の設置（イ）
②自衛消防訓練の実施（消防職員出向指導あり）
（イ）
③特殊消防設備等の点検実施（委託）（イ）
④避難経路の確保、整理整頓・不定期巡回等（ヘ）
⑤避難経路図の表示（ヘ）
⑥喫煙の管理・吸殻の処理（イ）
⑦従業員数の把握・各自ヘルメットの配布（リ）
⑧ＡＥＤの設置・非常食の備蓄（リ）
⑨監視カメラの設置（ハ）

株式会社平河工業社小竹事業所

工場

板橋区向原2-22-21

第2207-508-001号

令和4年7月1日

板橋向原幼稚園

幼稚園

板橋区向原2-31-3

第2010-508-003号

令和2年10月17日

①全館、禁煙としている。(イ)
②全周廊下を設置している。(ヘ)
③自動火災報知設備と放送設備を連動している。(ヘ)

エスビー食品株式会社板橋スパイ
スセンター ミーティングホー
エスビー食品株式会社
ル・展示館

事業所

板橋区宮本町３８－８

第2201-509-001号

令和4年1月19日

①事業所敷地内の出入口において入退室管理をしてい
る。（イ）
②飲料水・食糧を確保している。[3日分/400人](チ)
③災害時対応の防災マニュアルを従業員に配布し、社
内ホームページで閲覧できるようにしている。

立正佼成会

教会

練馬区春日町3-17-3

第2205-510-005号

令和4年5月19日

①全ての外部出入口において入退室管理をしている
(イ)

株式会社北豊島園自動車学校

自動車教習所

練馬区春日町4-37-24

第2206-510-003号

令和4年6月13日

①ＡＥＤを配置している(ﾘ)

ホテル

ホテル

練馬区豊玉北5-20-8

第2112-510-001号

令和3年12月15日

①監視カメラを設置している(ﾊ)

（Ａ棟）

練馬教会

ノエル

①監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めている
（ハ）
②点滅機能及び音声誘導機能を有する誘導灯を設置し
ている。(ヘ)
③防火対象物の屋上に、航空消防活動を確保するため
の緊急離発着場を設けている。(ト)
④自衛消防訓練審査会等に、過去二回以上毎回参画し
ている。(リ)

練馬区役所本庁舎・西庁舎

官公署

練馬区豊玉北6-12-1

第2003-510-010号

令和2年3月15日

練馬区役所東庁舎

官公署・診療
所

練馬区豊玉北6-12-1

第2003-510-011号

令和2年3月15日

①監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めている
（ハ ②自衛消防訓練審査会等に、過去二回以上毎回
参画している。(リ)

特別養護老人ホーム豊玉南しあわ
せの里

老人福祉施設

練馬区豊玉南2-26-6

第2205-510-001号

令和4年5月19日

①全ての外部出入口において入退室管理をしている
(イ）
②地域町会と応援協定を結んでいる(リ)

高齢者福祉総合センター希望

認知症対応型
老人共同生活
援助事業

練馬区豊玉南2-27-4

第1911-510-009号

令和元年11月11日

①全ての外部出入口において入退室管理をしている(イ)

グレースメイト鷺ノ宮

有料老人ホー
ム

練馬区中村3-32-2

第2112-510-002号

令和3年12月15日

①全周バルコニーの設置（２～４階）（ヘ）
②各階に点滅誘導灯を設置している。（ヘ）
③AEDの設置（リ）

弐番館
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認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

各種防火対策

認定年月日

第2206-510-006号

令和4年6月2日

有料老人ホーム 練馬区中村南3-24-12

第2203-510-003号

令和4年3月7日

社会福祉法人育秀会
特別養護老人ホーム
第２育秀苑

特別養護老人
ホーム

練馬区羽沢2-8-16

第2206-510-007号

令和4年6月13日

社会福祉法人
練馬キングスガーデン

特別養護老人
ホーム

練馬区早宮2-10-22

第2205-510-004号

令和4年5月19日

平和台介護老人保健施設アバンセ

介護老人保健
施設

練馬区平和台1-16-12

第2205-510-002号

令和4年5月19日

もみの樹・練馬

有料老人ホー
ム

練馬区平和台2-50-1

第1908-510-008号

令和元年8月29日

国際興業株式会社練馬営業所

事務所

練馬区北町1-13-28

第2207-512-001号

令和4年7月31日

株式会社アウトプラッツ
Nerima BMW

事務所

練馬区高野台4-22-24

第1908-512-004号

令和元年8月31日

学校法人安蔵学園練馬幼稚園

幼稚園

練馬区高松1-10-5

第1908-512-007号

令和元年8月31日

光ヶ丘体育館

体育館

練馬区高松5-8-16

第2206-512-001号

令和4年6月14日

ジェイシティービル

ホテル・事務
所・飲食店等

練馬区高松5-8-20

第2009-512-001号

令和2年9月15日

社会福祉法人エンゼル保育園

保育園

練馬区田柄2-37-10

第1912-512-008号

令和元年12月21日

①入退室管理をしている〔全外部出入口〕(ｲ)
②飲料水、食料を確保している〔3日分/148人〕(ﾁ)

大陽ステンレススプリング株式会
社

事務所

練馬区三原台1-15-17

第1908-512-006号

令和元年8月31日

①全館禁煙としている(ｲ)

有料老人ホー
ム

グレースメイト鷺ノ宮

参番館

特別養護老人ホームさくらヶ丘

フローラ石神井公園

学校法人しらふじ学園
白ふじ幼稚園 課外教室

老人福祉施設

特別養護老人
ホーム

幼稚園

所在地

変更申請

認定番号

グレースメイト鷺ノ宮

用途

練馬区中村3-33-15

練馬区大泉学園町5-3036

練馬区下石神井3-6-13

練馬区石神井台4-21-22

第2206-513-004号

第2112-513-007号

第2107-513-003号

令和4年6月23日

令和3年12月10日

令和3年7月9日

学校法人しらふじ学園
白ふじ幼稚園 新館

幼稚園

練馬区石神井台4-21-22

第2107-513-002号

令和3年7月9日

学校法人しらふじ学園
白ふじ幼稚園本館 本館

幼稚園

練馬区石神井台4-21-22

第2107-513-004号

令和3年7月9日

①全ての外部出入口において入退室管理をしている
(ｲ)
②地域町会と応援協定を結んでいる(ﾘ)
①全周バルコニーの設置（２～４階）（ヘ）
②各階に点滅誘導灯を設置している。（ヘ）
③AEDの設置（リ）
①全ての外部出入口において入退室管理をしている
(ｲ)
②地域町会と応援協定を結んでいる(ﾘ)
①全ての外部出入口において入退室管理をしている
(イ)
②地域町会と応援協定を結んでいる(リ)
①全ての外部出入口において入退室管理をしている
(イ)
②地域町会と応援協定を結んでいる(リ)
①各階に点滅誘導灯を設置している。（ヘ）
②全周バルコニーを設置している〔２～４階〕(ヘ)
③地域町会と応援協定を結んでいる(リ)
①監視カメラを設置している(ﾊ)
②指定消防水利を設置している(ﾄ)

①飲料水・食料を確保している〔3日分/28人〕(ﾁ)
②ＡＥＤを配置している〔1階ショールーム内に1台〕
(ﾘ)

①飲料水を確保している〔20㎥〕(ﾁ)
②予告無し訓練を実施している〔2回/年〕(ﾘ)

①ＡＥＤを配置している〔ジェイシティービル2台緊
急時使用可能〕(ﾘ)
②指定消防水利を設置している(ﾄ)
①ＡＥＤを配置している〔1階ロビー､地下1階防災セ
ンター各1台〕(ﾘ)
②緊急救助用スペースを設置している(ﾄ)

①全館禁煙(ｲ)
②入退室の管理(ｲ)
③全周バルコニーの設置(2～4階)(ﾍ)
④地域での協力体制 石神井高齢者施設等自衛消防連
絡会第四部会内において相互応援協定を締結し事業所
間の協力体制を構築

①全館（厨房を除く）火気器具の使用を禁止してい
る。(ｲ)
②全館禁煙としている。(ｲ)
③防炎物品の使用(ﾛ)
④自動火災報知設備の設置(ﾊ)
⑤監視カメラの設置(ﾊ)
⑥消防機関へ通報する火災報知設備の設置(ニ)
⑦スプリンクラー設備の設置(ホ)
⑧家具類の転倒防止措置(ﾁ)
⑨飲料水等の確保(ﾁ)
⑩普通救命講習の受講(ﾘ)
⑪合同防災訓練の実施(ﾘ)
①館内を全て禁煙としている。(ｲ)
②不審者等の入室による放火を防止するため、防火対
象物の入退室管理を実施している。(ｲ)
③家具類の転倒落下防止等の措置を実施している。
(ﾁ)
④震災に備え飲料水等を確保している。(ﾁ)
⑤事前日時を予告しないで、自衛消防活動訓練を実施
している。(ﾘ)
①館内を全て禁煙としている。(ｲ)
②不審者等の入室による放火を防止するため、防火対
象物の入退室管理を実施している。(ｲ)
③家具類の転倒落下防止等の措置を実施している。
(ﾁ)
④震災に備え飲料水等を確保している。(ﾁ)
⑤事前日時を予告しないで、自衛消防活動訓練を実施
している。(ﾘ)
①館内を全て禁煙としている。(ｲ)
②不審者等の入室による放火を防止するため、防火対
象物の入退室管理を実施している。(ｲ)
③家具類の転倒落下防止等の措置を実施している。
(ﾁ)
④震災に備え飲料水等を確保している。(ﾁ)
⑤事前日時を予告しないで、自衛消防活動訓練を実施
している。(ﾘ)

東京あおば農業協同組合
石神井支店

事務所

練馬区石神井町5-11-7

第2111-513-006号

令和3年11月16日

①館内を全て禁煙としている。(ｲ)
②不審者等の入館を防止するため、電子システムや警
備により、防火・防犯対策を強化している。(ｲ)
③書籍・事務用品の転倒防止措置を実施している。
(ﾍ)(ﾁ)
④震災に備え食糧・飲料水・毛布等を確保している。
(ﾁ)
⑤事業所内店舗の販売品等を含め、食糧の備蓄確保を
している。(ﾁ)
⑥事前日時を予告しないで、自衛消防活動訓練を実施
している。(ﾘ)

社会福祉法人泉陽会
第二光陽苑

老人福祉施設

練馬区関町北5-7-22

第2109-513-003号

令和3年9月17日

①全周バルコニーの設置(2～3階)(ﾍ)
②指定消防水利設置(ﾄ)
③ロッカー等を壁床に固定(全館)(ﾁ)
④ＡＥＤを配置(1台)(ﾘ)
⑤地域町会と応援協定を結んでいる(ﾘ)

ファミニュー石神井

有料老人ホー
ム

練馬区関町東1-1-5

第1910-513-006号

令和元年10月7日
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①全館禁煙としている(ｲ)
②ロッカー類を壁・床に固定している〔全館〕(ﾁ)

認定優良防火対象物一覧表(２３区)

令和4年8月1日
認定優良防火
対象物の名称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

所在地

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策
①入退室の管理(ｲ)
②全周バルコニーの設置(2～3階)(ﾍ)
③ロッカー類を壁床に固定(全館)(ﾁ)
④地域での協力体制 石神井高齢者施設等自衛消防連
絡会第二部会内において相互応援協定を締結し事業所
間の協力体制を構築

シルバーシティ石神井北館

有料老人ホー
ム

シルバーシティ石神井南館

有料老人ホー
ム

練馬区関町東1-16-14

第2206-513-005号

令和4年6月23日

①入退室の管理(ｲ)
②全周バルコニーの設置(2～3)(ﾍ)
③指定消防水利を設置している(ﾄ)
④地域での協力体制 石神井高齢者施設等自衛消防連
絡会第二部会内において相互応援協定を締結し事業所
間の協力体制を構築

㈱大泉自動車教習所

自動車教習所

練馬区東大泉6-34-1

第2203-513-009号

令和4年3月22日

①全館禁煙(ｲ)
②家具類の転倒防止措置(ﾁ)
③防炎製品の使用(ﾛ)
④自動火災報知設備の設置(ﾊ)
⑤飲料水等の確保(ﾁ)
ＡＥＤの設置(ﾘ)

令和4年2月16日

①館内すべてを禁煙にしている。(ｲ)
②入退室管理の実施(ｲ)
③防炎物品の使用(ﾛ)
④自動火災報知設備の設置(ﾊ)
⑤監視カメラの設置(ﾊ)
⑥バルコニーの設置(ﾍ)
⑦はしご車の活動空間を確保している。(ﾄ)
⑧家具類の転倒防止措置(ﾁ)
⑨飲料水等の確保(ﾁ)
⑩ＡＥＤの設置(ﾘ)
⑪１１０番通報の設置(ﾘ)

南光幼稚園

幼稚園

練馬区関町東1-15-12

練馬区富士見台4-11-3

第2206-513-003号

第2202-513-008号

令和4年6月26日

愛和幼稚園

本園舎棟

幼稚園

練馬区南田中2-23-30

第2205-513-001号

令和4年5月31日

愛和幼稚園

西園舎棟

幼稚園

練馬区南田中2-23-30

第2205-513-002号

令和4年5月31日
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①全館禁煙(ｲ)
②監視カメラの設置(ﾊ)
③はしご自動車の活動空間確保〔南側〕(ﾄ)
④指定消防水利(ﾄ)
⑤ＡＥＤを配置〔1台〕(ﾘ)
①全館禁煙(ｲ)
②監視カメラの設置(ﾊ)
③はしご自動車の活動空間確保〔東側〕(ﾄ)
④指定消防水利(ﾄ) ⑤ＡＥＤを配置〔1台〕(ﾘ)

