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東横ＩＮＮ立川駅北口 ホテル 立川市曙町1-13-14 第2005-801-002号 令和2年5月28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（へ）
③消防水利の設置（ト）
④自衛消防技術認定証（リ）
⑤ＡＥＤの設置（リ）

ホテルエミシア東京立川
(本館）

国際ホテル株式会社
医療法人社団　泉医院 ホテル 立川市曙町2-14-16 第2112-801-001号 令和3年12月16日

①入退室管理(ｲ)
②監視カメラの設置(ﾊ)
③年間スケジュールにより訓練を実施、外国語
による避難誘導体制の確保(ﾘ)
④自衛消防技術認定証の取得(ﾘ)
⑤ＡＥＤを配置(１階エレベーター前ホール)(ﾘ)
⑥災害時の連絡体制の確保(ﾘ)
⑦自衛消防訓練審査会の参加(ﾄ)

ホテルエミシア東京立川
(タワー館）

国際ホテル株式会社
株式会社ｾﾌﾞﾝ・ｲﾚﾌﾞﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ ホテル 立川市曙町2-14-16 第2112-801-002号 令和3年12月16日

①入退室管理(ｲ)
②監視カメラの設置(ﾊ)
③年間スケジュールにより訓練を実施、外国語
による避難誘導体制の確保(ﾘ)
④自衛消防技術認定証の取得(ﾘ)
⑤ＡＥＤを配置(２階エレベーター前ホール)(ﾘ)
⑥災害時の連絡体制の確保(ﾘ)
⑦自衛消防訓練審査会の参加(ﾄ)

立川共同ビルディング

株式会社三越伊勢丹伊勢丹立
川店
岩﨑不動産株式会社
立川チャンスセンター
仏壇ギャラリー香咲立川北口
駅前店
ＪＴＢトラベルゲート立川
多摩信用金庫本店伊勢丹立川
店出張所
野村證券株式会社立川支店
美和ギャラリー
キャフェ/クリムト
エミリーフローゲ本店
クイーンズウェイ立川

飲食店･百貨
店･物品販売店
舗･銀行･事務
所等

立川市曙町2-5-1 第2203-801-005号 令和4年3月22日

①加圧防炎システム(ﾛ)
②緊急救助用スペースの確保（屋上）(ﾍ)
③ＡＥＤを配置（２階防災センター、８階レス
トラン街）(ﾘ)

宗教法人真如苑応現院　修
行棟

寺院 立川市泉町935-27 第2208-801-002号 令和4年8月12日

①禁煙措置(ｲ)
②監視カメラの設置(ﾊ)
③入退室の管理(ｲ)
④飲料水等の確保(ﾁ)
⑤AEDの設置(ﾘ)
⑥自衛消防活動初動の迅速化(ﾄ)

宗教法人真如苑応現院
本棟・食堂棟

寺院 立川市泉町935-27 第2208-801-001号 令和4年8月12日

①禁煙措置(ｲ)
②監視カメラの設置(ﾊ)
③入退室の管理(ｲ)
④飲料水等の確保(ﾁ)
⑤AEDの設置(ﾘ)
⑥自衛消防活動初動の迅速化(ﾄ)

     認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
令和5年5月1日
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ＧＲＥＥＮ　ＳＰＲＩＮＧＳ ソラノホテル ホテル 立川市緑町3-1 第2006-801-003号 令和2年6月1日

①火気設備・器具の使用禁止（イ）
②禁煙措置（イ）
③防炎製品の使用（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
⑦スプリンクラーの設置（ホ）
⑧家具類の転倒防止等の措置（チ）
⑨自衛消防技術認定証（リ）

TACHIKAWA STAGE GARDEN

一般社団法人立飛教育文化振
興会
株式会社UP・STEP

劇場
飲食店

立川市緑町3-3 第2304-801-001号 令和5年4月2日
①監視カメラの設置
②飲料水等の確保
③ＡＥＤの設置

武蔵野市吉祥寺北コミュニ
ティセンター

武蔵野市吉祥寺北コミュニ
ティセンター

15項(コミュニ
ティセンター)

武蔵野市吉祥寺北
町1-22-10

第2011-802-003号 令和2年11月10日

1　施設内禁煙
2　火気器具の使用制限
3　施設内の入退出管理の徹底
4　救命講習等の積極的な受講促進

武蔵野市けやきコミュニ
ティセンター

武蔵野市けやきコミュニティ
センター

コミュニティ
センター

武蔵野市吉祥寺北
町5-6-19

第2009-802-001号 令和2年9月29日

1　施設内禁煙
2　火気器具の使用制限
3　施設内の入退出管理の徹底
4　救命講習等の積極的な受講促進

武蔵野市立本宿コミュニ
ティセンター

武蔵野市本宿コミュニティセ
ンター

コミュニティ
センター

武蔵野市吉祥寺東
町3-25-2

第2209-802-001号 令和4年9月26日

1　施設内禁煙
2　火気器具の使用制限
3　施設内の入退出管理の徹底
4　救命講習等の積極的な受講促進

ホテルメッツ武蔵境 ホテルメッツ武蔵境 ホテル
武蔵野市境南町2-
1-8

第2303-802-003号 令和5年3月27日

①指定された場所以外は禁煙としている(ｲ)
②監視カメラを設置している(ｲ)
③独自の自衛消防訓練マニュアルを作成、実施
している(ﾍ)
④自衛消防技術認定試験を積極的に受験してい
る(ﾄ)
⑤非常食の備蓄(ﾁ)
⑥ＡＥＤを設置している(ﾘ)

学校法人亜細亜学園２号館 学校法人亜細亜学園 大学 武蔵野市境5-8 第2112-802-001号 令和3年12月9日

1　施設内禁煙
2　防炎製品の使用
3　消防水利の設置
4 　飲料水等の確保
5　緊急地震システムの設置
6　AED設置
7　自衛消防訓練審査会の参加
8　消防団に所属
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武蔵野市桜堤コミュニティ
センター

武蔵野市桜堤コミュニティセ
ンター

コミュニティ
センター

武蔵野市桜堤3-3-
11

第2009-802-002号 令和2年9月29日

1　施設内禁煙
2　火気器具の使用制限
3　施設内の入退出管理の徹底
4　救命講習等の積極的な受講促進

武蔵野市緑町コミュニティ
センター

武蔵野市緑町コミュニティセ
ンター

15項(コミュニ
ティセンター)

武蔵野市緑町3-1-17 第2212-802-002号 令和4年12月19日 　

1　施設内禁煙
2　火気器具の使用制限
3　施設内の入退出管理の徹底
4　救命講習等の積極的な受講促進

三鷹市芸術文化センター
公益財団法人
三鷹市とスポーツと文化財団

公会堂
三鷹市上連雀6-12-
14

第2209-803-001号 令和4年9月6日

①火気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警備員による巡回警備を実施している(ハ)
④ＡＥＤを設置している［１階受付］(リ)
⑤救命講習を受講している(リ)

三鷹の森ジブリ美術館
公益財団法人
徳間記念アニメーション文化
財団

美術館
三鷹市下連雀1-1-
83

第2203-803-002号 令和4年3月29日
①全館禁煙としている
②多数の避難口を設置している
③隔月自衛消防訓練を実施している(ﾘ)

杏林大学井之頭キャンパス
C本部棟

杏林大学井之頭キャンパス 大学 三鷹市下連雀5-4-1 第2106-803-001号 令和3年6月15日

①夜間時間の入退室を管理している。
②監視カメラを設置している。
③ＡＥＤを設置している。
④Ｃ棟及び他棟への放送設備を設置している。

三鷹中央防災公園・
元気創造プラザ

三鷹市

官公署　老人
福祉センター
その他観覧場
児童発達支援
を行う施設
その他事業所

三鷹市新川6-37-1 第2302-803-003号 令和5年2月25日

①館内すべて電気器具を使用している(ｲ)
②当直者による24時間巡回警備を実施している
(ﾊ)
③敷地内に消防水利を設置している(ﾄ)
④ＡＥＤを設置している〔B1,1,4階各１台〕(ﾘ)
⑤自衛消防技術認定証を有する者を、規定する
人員を超えて、配置している(ﾘ)

創価学会　三鷹平和会館 創価学会 礼拝所 三鷹市牟礼6-1-48 第2211-803-002号 令和4年11月18日

①入退室管理（イ）
②敷地内に消防水利を設置している（ト）
③監視カメラを設置している〔１階ホール〕
（ハ）
④ＡＥＤを設置している〔１階警備室〕（リ）

府中東芝ビル　２号館 事務所 府中市片町３－２２ 第2108-804-002号 令和3年8月24日
①監視カメラ
②ＡＥＤ配置
③延焼拡大防止対策
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東芝インフラシステムズ株
式会社
府中事業所　１３号館

事務所 府中市東芝町1 第2108-804-001号 令和3年8月10日  
①監視カメラ(ﾊ)
②ＡＥＤ配置(ﾘ)
③延焼拡大防止対策

北府中フロントビル 国際航業東京事業所 事務所
府中市晴見町2-24-
1

第2303-804-001号 令和5年3月16日
監視カメラを正門、南門、車路、通用口、エン
トランス、地下駐車場に設置(ﾊ)

日本中央競馬会東京競馬場
フジビュースタンド

日本中央競馬会東京競馬場 観覧場 府中市日吉町1-1 第2201-804-003号 令和4年1月28日

①監視カメラを正門、車路、通用口、エントラ
ンス等に設置
②観覧場内に点滅・音声誘導灯を設置
③場内救護所に医師・看護師、AEDを設置

ＨＯＴＥＬ松本屋１７２５ ホテル 府中市宮西町2-4-1 第2012-804-004号 令和2年12月11日

① 入退室の管理
② 防炎製品の使用
③ 監視カメラの設置
④ 個別自衛消防訓練を毎月実施
⑤ 外国語による避難誘導体制の確保
⑥ 飲料水等の確保
⑦ 災害時対応マニュアルの策定

ベストライフ昭島
有料老人ホー
ム

昭島市田中町1-26-
10

第2207-805-003号 令和4年7月27日

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

介護老人保健施設　アゼリ
ア

介護老人保健
施設

昭島市田中町2-1-
37

第2205-805-002号 令和4年5月25日

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〔3日分/200人
分〕(ﾁ)
③ＡＥＤを配置している[1,3階各1台](リ)

昭島ステーションホテル東
京

 ホテル 昭島市田中町562-8 第2112-805-001号 令和3年12月24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防炎製品を使用している（ロ）

ＭＯＶＩＸ昭島 映画館
昭島市田中町573-
1-1

第2012-805-002号 令和2年12月25日

①全館禁煙としている(イ)
②入退室を管理[全外部出入口](イ)
③監視カメラを設置している(ハ)
④予告無し訓練を実施している(リ)
⑤ＡＥＤを配置している[1階1台](リ)
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社会福祉法人恩賜財団東京
都同胞援護会　昭島病院

病院 昭島市中神町1260 第2204-805-001号 令和4年4月27日

①全館禁煙としている(イ)
②点滅・音声誘導灯を設置している(ヘ)
③飲料水・食料を確保している〔３日分／200人
分〕(チ)
④ＡＥＤを配置している(リ)⑤災害時対応マ
ニュアルを策定している(リ)

フォレスト・イン昭和館
フォレスト・イン昭和館
昭和の森　車屋

ホテル・飲食
店

昭島市拝島町4017-
3

第2009-805-001号 令和2年9月30日

①ＡＥＤを配置している(リ)
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)

昭島ガス株式会社本社ビル 事務所
昭島市もくせいの
杜1-1-1

第2203-805-002号 令和4年3月6日

①火気設備・器具の使用を禁止している[全
館](イ)
②Ｂ２級可般[１台]及び貯水施設[75t]を設置
し、放水訓練を定期的に実施している(ホ)
③ＡＥＤを配置している。〔１階１台〕（リ）

調布駅北口ビル

株式会社 パルコ調布店
株式会社 ホテルマネージメン
トインターナショナル調布ク
レストンホテル
有限会社 勝文堂

百貨店・物品
販売店舗・ホ
テル

調布市小島町1-38-
1

第2111-806-001号 令和3年11月12日

震災対策（ガラス飛散防止等の措置）(ﾁ)
ＡＥＤの配置(ﾘ)
救命講習の受講(ﾘ)

皐月保育園
社会福祉法人六踏園
皐月保育園

保育園 調布市小島町2-20 第2212-806-007号 令和4年12月3日

入退室の管理(ｲ)
監視カメラの設置(ﾊ)
飲料水等の確保(ﾁ)
ガラス飛散防止措置(ﾁ)

調布市グリーンホール
公益財団法人調布市文化・
　コミュニティ振興財団

公会堂・飲食店 調布市小島町2-47-1 第2209-806-004号 令和4年10月18日

喫煙場所の管理(ｲ)
監視カメラの設置(ﾊ)
ＡＥＤの設置(ﾘ)
救護担架の配置(ﾄ)

オリンピア保育園
社会福祉法人　オリンピア保
育園

保育園 調布市佐須町3-1-5 第2203-806-005号 令和4年3月24日

入退園の管理(ｲ)
監視カメラの設置(ﾊ)
家具類の転倒防止(ﾁ)
ＡＥＤの設置(ﾘ)
災害時マニュアルの策定(ﾘ)
予告なし訓練の実施(ﾘ)

仙川キユーポート
キユーピー株式会社
ライフサポート会社ゆらりん
仙川保育園

事務所 調布市仙川町2-5-7 第2303-806-009号 令和5年3月8日

入退室の管理(ﾍ)
飲料水等の確保(ﾁ）
ＡＥＤの配置（ﾘ）
監視カメラの設置(ﾊ)

調布アーバンホテル 株式会社　タイレル ホテル
調布市飛田給1-1-
25

第2208-806-001号 令和4年8月18日
①入退室の管理(ﾍ)
②監視カメラの設置(ｲ)
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ＥＵＲＯ　ＳＰＯＲＴＳ
味の素スタジアム店

株式会社プロフィットスポー
ティング

物品販売店
舗・事務所

調布市西町376-3 第2212-806-008号 令和4年12月21日
全館禁煙(ｲ)
監視カメラの設置(ﾊ)
火気設備・器具の使用禁止(ｲ)

ＡＧＦフィールド 株式会社東京スタジアム 観覧場 調布市西町290-11 第2210-806-002号 令和4年10月18日
禁煙措置(ｲ)
監視カメラの設置(ﾊ)
ＡＥＤの配置（ﾘ）

武蔵野の森スポーツプラザ 株式会社東京スタジアム 観覧場 調布市西町290-11 第2103-806-002号 令和3年3月12日

①全館禁煙(ｲ)
②監視カメラ（ハ）、
③ＡＥＤの配置（リ）

味の素スタジアム アミノバ
イタルフィールド　大会本
部棟

株式会社　東京スタジアム 観覧場 調布市西町376-3 第2202-806-003号 令和4年2月5日
全館禁煙(ｲ)
監視カメラの設置(ﾊ)

味の素スタジアム アミノバ
イタルフィールド　スタン
ドＡ・Ｂ

株式会社　東京スタジアム 観覧場 調布市西町376-3 第2202-806-004号 令和4年2月5日
全館禁煙(ｲ)
監視カメラの設置(ﾊ)

味の素スタジアム 株式会社 東京スタジアム 観覧場 調布市西町376-3 第2201-806-002号 令和4年1月18日 　
①監視カメラの設置(ﾊ)
②ＡＥＤの設置(ﾘ)

東横ＩＮＮ調布京王線布田
駅

株式会社東横イン ホテル 調布市布田2-11-1 第2101-806-001号 令和3年1月27日

入退室の管理(ｲ)
飲料水等の確保(ﾁ）
ＡＥＤの配置（ﾘ）
監視カメラの設置(ｲ)

アサヒグループ食品株株式
会社
仙川事務所　試製棟

アサヒグループ食品株式会社
仙川事務所　試製棟

研究所 調布市若葉町2-2 第2212-806-006号 令和4年12月12日

入退室の管理(ｲ)
飲料水等の確保(ﾁ）
ＡＥＤの配置（ﾘ）
監視カメラの設置(ﾊ)

アサヒグループ食品株式会
社
仙川事務所

アサヒグループ食品株式会社
仙川事務所

研究所 調布市若葉町2-2 第2212-806-005号 令和4年12月3日
入退室の管理(ｲ)
飲料水等の確保(ﾁ）
監視カメラの設置(ｲ)

小金井市立はけの森美術館 小金井市立はけの森美術館 美術館
小金井市中町1-11-
3

第2303-807-003号 令和5年3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)
③ＡＥＤを配置している〔１階１台〕(ﾘ)
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認 定 優 良 防 火
対 象 物 の 名 称
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     認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
令和5年5月1日

社会福祉法人多摩養育園
光明第二保育園

社会福祉法人多摩養育園
光明第二保育園

保育園
小金井市貫井南町
1-13-17

第2010-807-001号 令和2年10月1日

①全館禁煙としている(イ)
②入退室管理をしている(警備会社による２４時
間施錠管理）(イ)
③避難安全性の検証を実施している(ヘ)
④ロッカー類を壁・床に固定している〔１・２
階〕(チ)
⑤飲料水・食料を確保している〔１５０人／３
日分〕
⑥ＡＥＤを配置している〔１階１台〕
⑦予告なし訓練を実施している〔１回／月〕

株式会社いなげや小金井本
町店

株式会社いなげや小金井本町店 物品販売店舗 小金井市本町3-1-1 第2205-807-002号 令和4年5月30日
①監視カメラを設置している（ﾊ）
②ＡＥＤの設置（ﾘ）
③災害時対応マニュアルを策定している（ﾘ）

小金井市民交流センター
（小金井 宮地楽器ホール）

小金井市民交流センター
（小金井 宮地楽器ホール）

劇場
小金井市本町6-14-
45

第2204-807-001号 令和4年4月21日

①全館禁煙としている(ｲ)
②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)
③ＡＥＤを設置している(ﾘ)
④災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

小金井市本町児童館
小金井市本町児童館
ほんちょう学童保育所 児童館

小金井市本町5-4-
25

第2203-807-001号 令和4年3月15日

①救命講習受講者を配置している(ﾘ）
②災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ）
③ＡＥＤを配置している〔１階１台〕(ﾘ)
④全館禁煙としている(ｲ)
⑤自動火災報知設備を自主的に設置している
〔全館〕(ﾊ)
⑥連続式バルコニーを設置している〔２階〕(ﾍ)

小金井市緑児童館
小金井市緑児童館
みどり学童保育所

児童館
小金井市緑町4-18-
25

第2303-807-004号 令和5年3月28日

①全館禁煙としている(ｲ)
②自動火災報知設備を自主的に設置している
〔１～２階〕(ﾊ)
③積極的に訓練を実施している(ﾘ)
④ＡＥＤを配置している〔１階事務室１台〕(ﾘ)

丸山幼稚園 認定こども園
小平市小川東町1-
29-21

第2205-808-002号 令和4年5月16日

①火気設備・器具の使用を禁止している[園児室
内](イ)
②全館禁煙としている[敷地内を含む](イ)
③入退室管理をしている（全外部出入口）(イ）
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（チ）
⑥ＡＥＤを配置している(リ）

小平みどり幼稚園 幼稚園 小平市鈴木町1-341 第2205-808-001号 令和4年5月16日

①火気設備・器具の使用を禁止している[全
館](イ)
②監視カメラを設置している(ハ)
③棚の高所設置を禁止している[全保育室]
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学校法人花小金井学園
小平花小金井こども園

幼稚園
小平市花小金井2-
9-11

第2210-808-004号 令和4年10月24日

①全館禁煙としている。(ｲ）
②火気使用・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全周バルコニーを設置している。(ﾍ）

三菱電機ビルソリューショ
ンズ株式会社教育センター
ファシリティ研修棟

研修所
小平市花小金井7-
16－1

第2303-808-006号 令和5年3月14日

①館内指定場所以外を禁煙としている。(ｲ）
②入退室者の管理をしている。(ｲ）
③はしご車の活動空間を確保している。(ﾄ)
④全館ガラス飛散防止措置[フィルム貼付]をし
ている。(ﾁ）

しあわせの森保育園 保育所
小平市花小金井南
町1-6-20

第2212-808-005号 令和4年12月19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職員が順次救命講習を受講している。(ﾘ)
④ＡＥＤを設置している。(ﾘ)

小平市民文化会館（ルネこ
だいら）

公会堂 小平市美園町1-8-5 第2205-808-003号 令和4年5月16日
①監視カメラを設置している(ハ)
②消防用水を自主的に設置している(ト)
③ＡＥＤを配置している[１階１台](リ)

久米川ウィングホテル ホテル
東村山市栄町1-15-
6

第2212-809-001号 令和4年12月27日 　
①火災の早期発見対策として、監視カメラを設
置し、火災の早期発見に努めている。
②避難対策として、外国語による避難誘導体制
を確保する。

いきいきプラザ 官公署 東村山市本町1-2-3 第2112-809-001号 令和3年12月22日

①救命講習受講優良証の交付を受けている(ﾘ)
②自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を１階ロビー
に配置している(ﾘ)
③毎自衛消防訓練審査会に参加している(ﾘ)

東京都立多摩図書館 図書館
国分寺市泉町2-2-
26

第2106-810-001号 令和3年6月1日

①監視カメラにより入退室者の管理をし、不審
者による放火防止対策をしている。(ﾊ)
②ＡＥＤを館内に設置している。(ﾘ)
③館内すべてを禁煙としている。(ｲ)

東京むさし農業協同組合
国分寺支店

特定用途の複合
国分寺市東恋ヶ窪
4-23-8

第2012-810-001号 令和2年12月22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を配置している。(ﾘ)
④飲料水・食料を確保している。(ﾁ)
⑤消防水利を設置している。(ﾛ)
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令和5年5月1日

リオン株式会社本館 事務所
国分寺市東元町3-
20-41

第2203-810-002号 令和4年3月28日

①救命講習を積極的に受講している（毎年40
名）(ﾘ)
②AEDを配置(ﾘ)
③救命用担架の配置(ﾘ)
④自衛消防隊の組織強化と人材育成を積極的に
行っている。(ﾘ)

リオン株式会社２号館 工場・研究所
国分寺市東元町3-
20-41

第2203-810-003号 令和4年3月28日

①救命講習を積極的に受講している（毎年40
名）(ﾘ)
②AEDを配置(ﾘ)
③救命用担架の配置(ﾘ)
④自衛消防隊の組織強化と人材育成を積極的に
行っている。(ﾘ)
⑤ロッカー類を固定している。(ﾁ)

リオン株式会社３号館 研究所
国分寺市東元町3-
20-41

第2203-810-004号 令和4年3月28日

①救命講習を積極的に受講している（毎年40
名）(ﾘ)
②AEDを配置(ﾘ)
③救命用担架の配置(ﾘ)
④自衛消防隊の組織強化と人材育成を積極的に
行っている。(ﾘ)
⑤ロッカー類を固定している。(ﾁ)

リオン株式会社５号館（厚
生会館）

その他の事業
所

国分寺市東元町3-
20-41

第2203-810-004号 令和4年3月28日

①救命講習を積極的に受講している（毎年40
名）(ﾘ)
②AEDを配置(ﾘ)
③救命用担架の配置(ﾘ)
④自衛消防隊の組織強化と人材育成を積極的に
行っている。(ﾘ)

学校法人早稲田実業学校
５号館

小学校 国分寺市本町1-2-1 第2102-810-004号 令和3年2月14日

①入退室管理をしている。(ｲ)
②防炎物品（カーテン）を自主的に使用してい
る。（教室及び職員室）(ﾛ)
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)

学校法人早稲田実業学校
３号館

高等学校 国分寺市本町1-2-1 第2102-810-003号 令和3年2月14日

①入退室管理をしている。(ｲ)
②防炎物品（カーテン）を自主的に使用してい
る。（教室及び職員室）(ﾛ)
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)

学校法人早稲田実業学校
１・２号館

中学校 国分寺市本町1-2-1 第2102-810-002号 令和3年2月14日

①入退室管理をしている。(ｲ)
②防炎物品（カーテン）を自主的に使用してい
る。（教室及び職員室）(ﾛ)
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)

学校法人東京経済大学図書
館

大学
国分寺市南町1-7-
34

第2209-810-007号 令和4年9月25日

①全館禁煙としている(ｲ)
②ＡＥＤを配置している〔敷地内2台〕(ﾘ)
③自衛消防訓練審査会に毎年参加している(ﾘ)
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学校法人東京経済大学進一
層館

東京経済大学 大学
国分寺市南町1-7-
34

第2209-810-002号 令和4年9月25日

①全館禁煙としている(ｲ)
②ＡＥＤを配置している〔敷地内2台〕(ﾘ)
③自衛消防訓練審査会に毎年参加している(ﾘ)

学校法人東京経済大学
　学生厚生会館

大学
国分寺市南町1-7-
34

第2209-810-005号 令和4年9月25日

①全館禁煙としている(ｲ)
②ＡＥＤを配置している〔敷地内2台〕(ﾘ)
③自衛消防訓練審査会に毎年参加している(ﾘ)

学校法人東京経済大学
　学生会館

大学
国分寺市南町1-7-
34

第2209-810-004号 令和4年9月25日

①全館禁煙としている(ｲ)
②ＡＥＤを配置している〔敷地内2台〕(ﾘ)
③自衛消防訓練審査会に毎年参加している(ﾘ)

学校法人東京経済大学
　葵陵会館

大学
国分寺市南町1-7-
34

第2209-810-003号 令和4年9月25日

①全館禁煙としている(ｲ)
②ＡＥＤを配置している〔敷地内2台〕(ﾘ)
③自衛消防訓練審査会に毎年参加している(ﾘ)

学校法人東京経済大学
　１００周年記念館

大学
国分寺市南町1-7-
34

第2209-810-006号 令和4年9月25日

①全館禁煙としている(ｲ)
②ＡＥＤを配置している〔敷地内２台〕(ﾘ)
③自衛消防訓練審査会に毎年参加している(ﾘ)

国分寺駅ビル（ホテル棟部
分）

ホテルメッツ国分寺
国分寺Ｊキッズステーション

ホテル
保育園

国分寺市南町3-20-
3

第2112-810-002号 令和3年12月5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初期消火対策として、ガスコンロに自動消火
装置を設置している。(ﾎ)
④避難対策として、ホテル客室に火災避難時に
使用する防炎フードを配備している。(ﾍ)
⑤飲料水、食料等を確保している。(ﾁ)
⑥ＡＥＤを配置している。(ﾘ)
⑦災害時対応マニュアルを策定している。（ﾘ）

学校法人国際文化学園　国
際文化理容美容専門学校国
分寺校

専修学校
国分寺市南町3-22-
14

第2204-810-001号 令和4年4月25日

①校舎内全面禁煙としている。(ｲ)
②主要出入口に監視カメラを設置している。(ｲ)
③署自衛消防審査会に毎年参加している。(ﾘ)
④ＡＥＤを設置している(事務室前）。(ﾘ)

インディペンデンスヴィ
レッジ成城西

共同住宅 狛江市岩戸北3-6-6 第2208-811-002号 令和4年8月9日

①入退室管理をしている(イ)
②救命講習受講優良証の交付を受けている(リ)
③ＡＥＤを設置している〔1階1台〕(リ)
④防火水槽を設置している（ト）
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狛江こだま幼稚園 幼稚園
狛江市中和泉3-14-
8

第2209-811-004号 令和4年9月5日

①指定消防水利を設置している(ト)
②ＡＥＤを配置している〔1階ﾌﾟｰﾙ側玄関〕(リ)
③救命講習受講優良証の交付を受けている
（リ）

小田急バス株式会社　狛江
営業所事務棟

事務所
狛江市中和泉5-17-
23

第2206-811-001号 令和4年6月5日
①災害時応援協定を近隣事業所と締結している
(リ)

特別養護老人ホーム
こまえ正吉苑

特別養護老人
ホーム

狛江市西野川2-27-
23

第2111-811-001号 令和3年11月14日

①火災の早期発見対策(監視カメラを２台設置し
ている)(ハ)
②震災対策(飲料水等の確保)(チ)
③消防活動対策(防火水槽を設置している)(ト)
④その他(ＡＥＤを設置している)(リ)
⑤その他(震災時応援協定を近隣事業所と締結し
ている)(リ)

そんぽの家　狛江
有料老人ホー
ム

狛江市西野川2-4-1 第2208-811-003号 令和4年8月18日

①連続式バルコニーを設置している〔2階～3
階〕(ヘ)
②指定消防水利を設置している(ト)
③飲料水・食料を確保している〔3日分/30人〕
(チ)
④災害時応援協定を近隣町会と締結している
(リ)

こまえ正吉苑　二番館
特別養護老人
ホーム

狛江市西野川4-8-8 第2203-811-002号 令和4年3月5日

①火災の早期発見対策（監視カメラを６台設置
している）(ハ)
②避難対策（全周バルコニーを設置している）
（へ）
③震災対策(飲料水等の確保)(チ)
④消防活動対策(防火水槽を設置している)(ト)
⑤その他（ＡＥＤを設置している）(リ)

泉の森会館
飲食店・事務
所

狛江市元和泉1-8-
12

第2211-811-005号 令和4年11月11日

①飲料水と食料等を確保している(チ)
②エレベータに非常用蓄電池を備えて、震災時
及び停電時に対する安全運転対策を確保してい
る（リ）
③集中豪雨等の水災に備えて、防水板を短時間
で設置できる取付枠を設置している（リ）
④監視カメラを設置している〔計6箇所〕（ハ）
⑤ＡＥＤを設置している(リ)

東大和市立上北台市民セン
ター

児童館・公民
館等

東大和市上北台2-
865-9

第2202-812-002号 令和4年2月28日
①全館禁煙(ｲ)
②放送設備〔自主〕の設置(ﾍ)
③ＡＥＤの設置(ﾘ)
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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
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     認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
令和5年5月1日

株式会社テセック ０号館 事務所
東大和市上北台3-
391-1

第2212-812-001号 令和4年12月24日 　
①指定喫煙場所以外喫煙禁止（イ）
②避難経路図の表示（ヘ）
③ＡＥＤの設置（リ）

木曽路東大和店 飲食店
東大和市桜が丘2-
247-1

第2212-812-003号 令和4年12月24日 　
① 災害時対応マニュアルを策定している（リ）
②ＡＥＤの設置（リ）

東大和市立奈良橋市民セン
ター

児童館・公民
館

東大和市奈良橋4-
600

第2202-812-001号 令和4年2月28日

①全館禁煙(ｲ)
②放送設備〔自主〕の設置(ﾍ)
③ＡＥＤの設置(ﾘ)

ウェルパークむさし村山店 物品販売店舗
武蔵村山市学園3-
43-2

第2212-812-002号 令和4年12月24日 　
①非常放送設備を自主的に設置している（ハ）
②災害時対応マニュアルを策定している（リ）

特別養護老人ホーム
信愛の園

特別養護老人
ホーム

清瀬市梅園2-3-15 第2201-813-001号 令和4年1月1日 ①全周バルコニーを設置。{2～5階}（ﾍ）

宗教法人　日本基督教団
清瀬信愛教会

教会 清瀬市梅園2-5-15 第2205-813-001号 令和4年5月24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)

清瀬市障害者福祉センター
障害者福祉セ
ンター

清瀬市上清戸1-16-
62

第2202-813-004号 令和4年2月25日

①館内禁煙としている(ｲ)
②火気設備･防火設備の自己点検を実施(ﾍ)
③ＡＥＤを設置している(ﾘ)
④計画的な防火防災訓練を実施(ﾛ)
⑤水・食料を３日間分備蓄している(ﾁ)

介護老人保健施設
ラビアンローゼ

介護老人保健
施設

清瀬市下清戸3-385 第2201-813-002号 令和4年1月1日

①敷地内全面禁煙措置をとっている（ｲ）
②火気設備は厨房内に限定している（ｲ）
③入所者・利用者・面会者等の入退室の記録を
取っている（ｲ）

株式会社大林組技術研究所
本館

事務所 清瀬市下清戸4-640 第2101-813-001号 令和3年1月28日

①監視カメラが設置されている。
②２階バルコニーから屋外階段へ避難経路が確
保されている。
③全館避難検証により安全性が確保されてい
る。
④消防水利を同一敷地内に設置している。
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認 定 優 良 防 火
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認定優良防火対象 物内
の 事 業 所 名 称
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     認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
令和5年5月1日

社会福祉法人上宮会
特別養護老人ホーム　上宮
園

特別養護老人
ホーム

清瀬市竹丘3-3-31 第2205-813-002号 令和4年5月24日

①全館禁煙としている(ｲ)
②防火対象物の人の出入管理を実施している(ｲ)
③監視カメラを設置している(ﾊ)
④飲料水食料等を確保している(ﾁ)
⑤近隣事業所と応援協定を結んでいる(ﾘ)

清瀬市児童センター
株式会社明日葉
清瀬市

その他の事業
所

清瀬市中清戸3-
235-5

第2210-813-003号 令和4年10月26日

①敷地内すべて禁煙している(ｲ)
②自動火災報知設備の設置(ﾊ）
③監視カメラの設置(ﾊ）
④ＡＥＤを配置している（ﾘ）

東京みらい農業協同組合
清瀬支店経済棟

物品販売店
舗・事務所

清瀬市中里3-892-7 第2103-813-003号 令和3年3月27日
①喫煙の規制(ｲ)
②農薬等の化学薬品が容器破損により混合しな
いように管理(ｲ)

東京みらい農業協同組合
清瀬支店金融棟

銀行 清瀬市中里3-892-7 第2103-813-002号 令和3年3月23日
①監視カメラの設置(ﾊ)
②火気設備等自主点検実施(ｲ)
③館内すべて禁煙（ｲ）

清瀬市役所

清瀬市役所
株式会社アインファーマシー
ズ
株式会社りそな銀行

官公署 清瀬市中里5-842 第2101-813-001号 令和3年5月6日

①館内禁煙としている(ｲ)
②出入口で入退室管理実施(ｲ)
③館内の定期的な巡回による以上の早期発見(ﾊ)
④震災に備えて防災拠点としての機能を維持(ﾘ)

清瀬市消費生活センター 清瀬市消費生活センター 官公署 清瀬市元町1-4-17
第2202-813-003号

（01）
令和4年2月25日

20230401
乳児保育園退去のた
め名称等変更

①館内禁煙としている(ｲ)
②出入口で入退室管理実施(ｲ)
③ＡＥＤを配置している(ﾘ)

学校法人西川学園
落合幼稚園

幼稚園
東久留米市新川町
1-13-19

第2207-815-002号 令和4年7月5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）
③２階に有効に避難できる連続バルコニーを設
置している（へ）
④ＡＥＤを設置している（リ）

東横INN西武池袋線
東久留米駅西口

ホテル
東久留米市本町1-
4-8

第2204-815-001号 令和4年4月12日 　

①全館禁煙
②ＡＥＤを設置（リ）
③監視カメラの設置（ハ）
④夜間の入退室をフロントにて管理（イ）
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認 定 優 良 防 火
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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

     認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
令和5年5月1日

株式会社田無タワー　第二
局舎

無線通信施設
西東京市芝久保町
5-8-2

第2203-814-002号 令和4年3月22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施設内への入退室管理をしている(ｲ)
④施設内の施錠管理を実施し、入室者の管理を
している(ｲ)

特別養護老人ホームフロー
ラ田無
老人保健施設ハートフル田
無

社会福祉法人　東京聖新会
特別養護老人
ホーム・老人
保健施設

西東京市向台町2-
16-22

第2112-814-001号 令和3年12月22日

①全周バルコニーを設置している〔2階～3階〕
(ﾍ)
②敷地内全面禁煙(ｲ)

住友重機械工業株式会社
田無製造所本館

事務所・工場
西東京市谷戸町2-
1-1

第2203-814-003号 令和4年3月28日

①非常食を確保している〔3,000食〕(ﾁ)
②発電機を確保している〔2台〕(ﾁ)
③徒歩による登社、帰宅訓練の実施(ﾁ)
④自衛消防訓練審査会に参加している〔毎年〕
(ﾘ)

京王プラザホテル八王子
株式会社京王プラザホテル
八王子・多摩事業部

ホテル 八王子市旭町14-1 第2107-901-001号 令和3年7月13日

①火気、ガス器具等の終業時安全確認、点検と
警備巡回による最終確認を実施している
②各客室階、エレベーター内に監視カメラの設
置
③避難口誘導灯には点滅機能を設け、避難を容
易にしている
④建物は、はしご車活動が有効に行えるよう周
囲に道路が面しており、はしご車による活動上
有効な空間を有している
⑤建物屋上にはホバーリングスペースを設け、
航空消防活動を容易にしている
⑥救命講習を積極的の取入れ、救命講習受講優
良証を交付させている
⑦ＡＥＤを１階フロントに設置
⑧八王子駅北口の事務所、町会等地域と協力体
制の確保を図っている
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令和5年5月1日

セレモアガーデン会館京王
片倉駅前

株式会社セレモア八王子本社
セレモアガーデン会館
             京王片倉駅前

斎場 八王子市片倉町492-10 第2212-901-004号 令和4年12月27日 20221222更新確認

①ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)
②入室管理をしている(ｲ)
③ガラスの飛散防止措置(ﾁ)
④ローソク、線香等の火気の使用制限(ｲ)
⑤建築物の耐震改修をしている(ﾁ)
⑥災害時対応マニュアルの策定(ﾘ)
⑦飲料水等の確保(ﾁ)

夕やけ小やけふれあいの里
おおるりの家

宿泊所
八王子市上恩方町
2030番地

第2007-901-002号 令和2年7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)
③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)
④指定消防水利を設置している(ﾄ)
⑤災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)
⑥ＡＥＤを配置している〔1階ロビー1台〕(ﾘ)

社会福祉法人多摩養育園
光明第八保育園

社会福祉法人多摩養育園
光明第八保育園

保育所
八王子市上柚木3-
13-2

第2107-901-002号 令和3年7月15日
①敷地内を禁煙としている(ｲ)
②震災に備えて飲料水、食料を確保している(ﾁ)
③ＡＥＤを配置している(ﾘ)

八王子カントリークラブ
クラブハウス

株式会社八王子ゴルフ倶楽部
その他の事業
所

八王子市川口町
2352

第2112-901-006号 令和3年12月28日

①入退室管理をしている(ｲ)
②指定消防水利を設置している(ﾄ)
③ガラス飛散防止措置〔フィルム貼付〕をして
いる〔１～２階南外壁面〕(ﾁ)
④ＡＥＤを配置している〔１階１台〕(ﾘ)

医療法人社団清智会
清智会記念病院Ａ、Ｂ棟

医療法人社団清智会
清智会記念病院

病院
八王子市子安町3-
24-15

第2209-901-003号 令和4年9月13日

①飲料水・食料等を確保している〔３日分/入院
患者及び職員〕(ﾁ)
②救命講習を定期的に全職員実施している(ﾘ)
③ＡＥＤを配置している〔４台〕(ﾘ)
④階段避難器具を配置している〔７台〕(ﾍ)

京王高尾山温泉/極楽湯 株式会社京王設備サービス 公衆浴場
八王子市高尾町
2229-6

第2203-901-008号 令和4年3月1日

①監視カメラの設置（３２台）
②防炎物品の使用
③高尾山土砂災害等における消防活動支援協定
の締結
④ＡＥＤの設置
⑤上級救命講習の受講（主要スタッフ４名）
⑥防災備蓄品の確保
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令和5年5月1日

高尾５９９ミュージアム 博物館
八王子市高尾町
2435-3

第2103-901-005号 令和3年3月22日

①禁煙措置(イ)
②外国語による避難誘導体制の確保(ヘ)
③飲料数等の確保(チ)
④ＡＥＤの設置(リ)

楢原斎場 斎場
八王子市楢原町
1578-5

第2303-901-006号 令和5年3月25日

①入退室の管理
②監視カメラの設置
③祭壇、備品類の転倒防止等の対策
④ガラス飛散防止等の対策
⑤ローソク、線香等の使用の制限
⑥建築物の耐震改修
⑦ＡＥＤの設置
⑧災害時対応マニュアルの策定
⑨飲料水等の確保
⑩帰宅困難者に対する対策

社会福祉法人多摩養育園
光明第三保育園

社会福祉法人　多摩養育園 保育園 八王子市楢原町971 第2112-901-005 令和3年12月7日

①防犯カメラの設置による入退室の管理(ｲ)
②家具類の転倒防止等(ﾁ)
③飲料水等の確保(ﾁ)
④ＡＥＤの設置(ﾘ)
⑤自衛消防審査会への参加(ﾘ)
⑥隣接する町会等との相互応援の確立(ﾘ)
⑦上級救命を取得(ﾘ)

エスフォルタアリーナ八王
子

八王子ゆめおりサポート株式
会社
エスフォルタアリーナ八王子

観覧場　体育
館

八王子市狭間町
1453-1

第2108-901-003号 令和3年8月27日

全館禁煙としている(イ)
監視カメラの設置(ハ)
避難経路等の確保(ヘ)
はしご自動車の活動空間を確保している(ト)
ＡＥＤの設置(リ)

こくみん共済COOP情報セン
ター

事務所
八王子市別所2-39-
1

第2203-901-009号 令和4年3月7日

①出火防止対策：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。
②火災の早期発見対策：監視カメラを設置し、
火災の早期発見に努めている。
③震災対策：飲料水、保存食等を確保してい
る。
④その他：ＡＥＤを設置している。救命講習を
受講している。
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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

     認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
令和5年5月1日

東横ＩＮＮ東京八王子駅北
口

株式会社東横イン ホテル 八王子市三崎町2-9 第2006-901-001号 令和2年6月16日

①入退室の管理〔1階1台〕（イ）
②防炎製品の使用（ロ）
③はしご自動車の活動空間の確保（ト）
④ＡＥＤの設置（リ）

マロウドイン八王子別館
株式会社東都観光企業総括本
社

ホテル 八王子市三崎町5-5 第2011-901-004号 令和2年11月28日

①禁煙階の指定(イ)
②入退室の管理(イ)
③自衛消防訓練審査会への参画(リ)
④ＡＥＤの設置(リ)

マロウドイン八王子本館
株式会社東都観光企業総括本
社

ホテル
八王子市三崎町6-
11

第2011-901-003号 令和2年11月28日

①禁煙階の指定(イ)
②入退室の管理(イ)
③自衛消防訓練審査会への参画(リ)
④ＡＥＤの設置(リ)

ケア付き高齢者住宅
明日見らいふ南大沢

①社会福祉法人聖隷福祉事業
団
②東京都住宅供給公社

特定用途複合
(共同住宅・診
療所）

八王子市南大沢3-
16-1

第2303-901-005号 令和5年3月16日

①居室内での火気使用器具の使用禁止(ｲ)
②入退出管理をしている(ｲ)
③点滅型誘導灯の設置(ﾍ)
④消防水利の設置(ﾄ)
⑤ロッカー類の転倒防止(ﾁ)
⑥ＡＥＤを配置している(ﾘ)
⑦自衛消防訓練審査会に参加

社会福祉法人多摩養育園
光明第七保育園

特定用途複合(共同住宅・診療
所）

保育所 八王子市宮下町354 第2103-901-006号 令和3年3月31日

①入退室管理をしている(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オフィス家具類等の転倒・落下防止を実施し
ている〔1,2階〕(ﾁ)
⑤飲料水・食料を確保している(ﾁ)
⑥ガラスの飛散防止の措置をしている〔1,2階の
窓ガラス等〕(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自衛消防審査会等へ参加している(ﾘ)
⑩上級救命講習受講優良証の交付を受けている
(ﾘ)
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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

     認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
令和5年5月1日

社会福祉法人一誠会
初音の杜

社会福祉法人一誠会
初音の杜

デイサービ
ス・グループ
ホーム

八王子市宮下町988 第2112-901-007号 令和3年12月28日
①ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)②救命講
習受講優良証の交付を受けている(ﾘ)

光明ビル
社会福祉法人多摩養育園法人
本部
光明第一保育園

事務所・保育
所

八王子市八木町8-
11

第2204-901-001号 令和4年4月1日

①職員証セキュリティカードによる入退室管理
(ｲ)
②防犯カメラによる館内各所の監視(ﾊ)
③家具類の転倒防止(ﾁ)
④飲料水等の確保(ﾁ)
⑤ＡＥＤの設置(ﾘ)
⑥上級救命講習の受講(ﾘ)
⑦自衛消防訓練審査会への参加(ﾘ)

社会福祉法人多摩養育園
光明第五保育園

社会福祉法人多摩養育園 保育園
八王子市山田町
1688-2

第2110-901-004号 令和3年10月15日

①入退室者の管理をしている（イ）
②禁煙措置をしている（イ）
③監視カメラを設置している（ハ）
④家具類の転倒防止をしている（チ）
⑤ガラスの飛散防止の措置をしている（チ）
⑥ＡＥＤを配置している（リ）
⑦災害時対応マニュアルを策定をしている
（リ）
⑧自衛消防訓練審査会へ参画している（リ）
⑨救命講習を受講している（リ）

社会福祉法人多摩養育園
光明第四保育園

社会福祉法人多摩養育園
光明第四保育園

保育所 八王子市横川町603 第2208-901-002号 令和4年8月10日
①敷地内を禁煙としている
②飲料水等の確保
③ＡＥＤを配置している

社会福祉法人　愛弘会
特別養護老人ホーム
青梅愛弘園

老人福祉施設 青梅市小曾木4-2590 第2209-902-001号 令和4年9月21日

①火気設備・器具の使用禁止（イ）
②喫煙管理（イ）
③消防水利の設置（40t）（ト）
④飲料水等の確保（3日分/110人）（チ）
⑤災害時相互応援協定の締結（自治会）（リ）
⑥自衛消防活動審査会への参加（リ）
⑦救命講習受講優良証の交付を受けている
（リ）
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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

     認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
令和5年5月1日

社会福祉法人　鈴風会
鈴の音保育園

保育園 青梅市大門3-4-5 第2301-902-003号 令和5年1月16日

①監視カメラを設置し入退室管理(イ）
②自衛消防訓練を毎月実施（リ）
③飲料水の確保3日分／100名(チ)
④緊急対応マニュアルの作成（リ）

学校法人　福島学園
福島学園幼稚園

幼稚園
青梅市千ヶ瀬町6-
763

第2303-902-005号 令和5年3月26日

① 自動対外式除細動器（ＡＥＤ）を設置してい
る。
② 法第８条の３の規定の例により防炎性能を有
する防炎品を使用している。
③ 敷地内及び建物内は禁煙にしている。
④ 自衛消防訓練を毎月実施している。
⑤ 食料・飲料水を全園児（２５０名）、３日分
を確保している。
⑥ 危機管理マニュアルを策定している。
⑦ 救命講習受講優良証の交付を受けている。

社会福祉法人　東京武尊会
特別養護老人ホーム
九十九園

老人福祉施設 青梅市成木1-634-7 第2212-902-002号 令和4年12月27日

①来園者の入退出管理(ｲ）
②施設内外に監視カメラを設置(ﾊ）
③全周バルコニーの設置〔2～4階〕(ﾍ）
④飲料水・食料の確保〔3日分/110名〕(ﾁ）
⑤救命講習受講優良証の交付を受けている(ﾘ）

社会福祉法人　日向和田保
育園

保育所
青梅市日向和田2-
374-7

第2303-902-004号 令和5年3月14日

①敷地及び建物内の禁煙（イ）
②監視カメラを設置し入退室管理(イ）
③食料・飲料水の確保（120人/3日分）（チ）
④ピアノ・棚類等の転倒防止（チ）
⑤窓ガラス等の飛散防止措置（チ）
⑥ＡＥＤの設置（リ）
⑦危機管理対応マニュアルの作成（リ）
⑧教員全員が救命講習を受講（リ）
⑨自衛消防訓練を毎月実施(ホ)警備会社との契
約（リ）
⑩転倒防止対策の実施(チ)

社会福祉法人　真光会
特別養護老人ホーム
喜久松苑

特定用途の複
合(特別養護老
人ﾎｰﾑ・老人
ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ）

青梅市柚木町2-
462-1

第2105-902-001号 令和3年5月27日

①火気設備・器具を入所利用者による使用を禁
止している。(ｲ)喫煙場所指定及びたばこ・ライ
ターの管理(ｲ)
②40t防火水槽の設置(ﾄ)
③飲料水等の確保３日分／135名(ﾁ)
④青梅市との災害時対応協定、掩護を要する市
民の受け入れ(ﾘ)自治会との協力体制の確保「災
害時相互応援協定」を締結による被害の軽減(ﾘ)
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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

     認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
令和5年5月1日

東横イン町田駅小田急線東
口、立体駐車場

株式会社東横イン ホテル・駐車場 町田市中町1-3-3 第2009-903-001号 令和2年9月26日

①火気設備、器具の使用を禁止している。
②防火性能を有する防火製品が使用されてい
る。
③監視カメラを設置し、火災の早期発見に努め
ている。
④火災報知設備が設置されている。
⑤非常警報設備が設置されている。
⑥外国語による避難誘導ができる体制である。

新宿屋ビル 新宿屋ビル株式会社
ホテル・事務
所

町田市原町田6-13-
22

第2209-903-001号 令和4年9月24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［３日分／５０
人］(ﾁ)

東平しらゆり保育園 
社会福祉法人明社会
 保育園 町田市広袴町542 第2012-903-002号 令和2年12月22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)

東平ひまわりこども園 社会福祉法人明社会 保育園 町田市広袴町543-1 第2303-903-003号 令和5年3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(ㇼ)

医療法人社団芙蓉会ふよう
病院

医療法人社団　芙蓉会 病院
町田市南町田3-43-
1

第2210-903-002号 令和4年10月28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］(ﾁ)
③ＡＥＤを設置している（ﾘ)
④連続バルコニーを設けている (ヘ)
⑤消防水利を敷地内に２箇所 (ト)
⑥自衛消防発表会に参加している (リ)

町田市庁舎 町田市役所 官公署 町田市森野2-2-22 第2203-903-001号 令和4年3月28日

①監視カメラを設置し、防災センターで監視・
記録している。(ハ）
②自動火災報知設備に加え、緊急地震速報を受
信し自動放送をする機能を有する。（ハ）
③AEDを設置している。(リ)
④ヘリコプターのホバリングスペースを設けて
いる。（ト）
⑤消防水利を有している。（ト）
⑥庁舎内を禁煙にしている（イ）
⑦点滅・音声誘導灯を設置している（ヘ）
⑧はしご車の活動空間の確保（ト）
⑨自衛消防技術発表会への参画（リ）
⑩オフィス家具類の転倒防止等の措置（チ）
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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

     認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
令和5年5月1日

社会福祉法人東京光の家
本館・新生園・地域交流セ
ンター

身障者支援施
設

日野市旭が丘1-17-
17

第2009-904-002 令和2年9月30日

①AEDを配置している（１階医務室１基）（リ）
②地域事業所、自治会と応援協定を結んでい
る。（リ）
③予告なし訓練を実施している（年１回以上）
（リ）
④自衛消防訓練審査会へ過去２年以上参加して
いる。（リ）
⑤消防水利を設置している。(ト)

株式会社トッパンメディア
プリンテック東京　日野工
場

工場 日野市旭が丘3-1-8 第2008-904-001 令和2年9月14日

①正門警備室において２４時間体制で入退場の
管理を実施している(ｲ)
②自動火災報知設備の劣化診断を受けている(ﾊ)
③緊急避難用のはしごを設置している〔２階西
側バルコニー〕(ﾍ)
④はしご車の活動空間を確保している〔工場西
側正面玄関と駐輪場の間付近〕(ﾄ)
⑤ＡＥＤを設置している〔２階総合事務所東
側〕(ﾘ)
⑥自衛消防訓練審査会へ過去２年以上参加して
いる(ﾘ)

コニカミノルタ東京サイト
（日野）
総合事務棟

事務所 日野市さくら町1 第2303-904-002号 令和5年3月10日

①入退室管理をしている(ｲ)
②防災設備の作動状況を画面表示できる監視し
システムを設置している(ﾊ)
③指定消防水利を設置している(防火水槽4箇
所、計458㎥)(ﾄ)
④館ロッカー類を壁・床に固定している（全
館）(ﾁ)
⑤AEDを設置している（玄関1台）(ﾘ)

シティホテル高幡 ホテル 日野市高幡1005-6 第2203-904-002号 令和4年3月29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指定消防水利を設置している（ト）
④消防計画に基づき災害時マニュアルを作成し
ている（ニホヘト）

東京南農業協同組合　七生
支店

銀行 日野市三沢3-53-15 第2106-904-001 令和3年6月9日

②監視カメラの設置による火災早期発見対策(ﾊ)
③災害対策飲料水・食糧の備蓄(ﾁ)
④人事異動時における自衛消防任務分担の徹底
(ﾘ)
⑤ＡＥＤの設置(ﾘ)
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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

     認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
令和5年5月1日

あしなが心塾レインボーハ
ウス

寄宿舎・事務所 日野市百草892-1 第2204-904-001号 令和4年4月23日

①内装下地を不燃化している(ﾛ)
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(ﾆ)
③連続式バルコニーを設置している(ﾍ)
④連結送水管を自主的に設置している(ﾄ)
⑤消防水利を設置している(ﾄ)
⑥AEDを設置している〔地下１階事務室内１台〕
(ﾘ)

宗教法人　圓福寺
如意輪幼稚園

幼稚園
西多摩郡瑞穂町箱
根ヶ崎137

第2203-905-004号 令和4年3月23日

①外部者からの放火を防止するため、入退出管
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配置(ﾘ)
④有事に備えて飲料水、食料等を確保している
(ﾁ)

瑞穂町役場 官公庁
西多摩郡瑞穂町箱
根ヶ崎2335番地

第2011-905-003号 令和2年11月10日

①入退室の管理(ｲ)
②防炎製品の使用(ｲ)
③監視カメラの設置(ﾊ)
④ＡＥＤ配置(ﾘ)
⑤飲料水等の備蓄及び応急給食の提供(ﾘ)

カシオ計算機株式会社
羽村技術センター１号館

事務所 羽村市栄町3-2-1 第2202-905-002号 令和4年2月17日

①全面禁煙(ｲ)
②入退室管理、監視カメラ設置(ｲ)
③防炎製品の使用(ｲ)
④ＡＥＤ配置(ﾘ)
⑤自衛消防技術認定者の配置(ﾄ)

富士フレーバー株式会社
事務棟

事務所 羽村市緑ヶ丘3-5-8 第2211-905-004号 令和4年11月28日

①構内を禁煙(ｲ)
②入退室管理(ﾊ)
③ロッカー等の転倒防止措置(ﾁ)
④職員の救命技能講習受講促進(ﾘ)
⑤AED設置(ﾘ)

福生市防災食育センター
給食作業所・
事務所

福生市熊川1606-1 第2101-905-004号 令和3年1月18日

①入退室の管理(ｲ)
②防炎製品の使用(ｲ)
③監視カメラの設置(ﾊ)
④ＡＥＤ配置(ﾘ)
⑤飲料水等の備蓄及び応急給食の提供(ﾁ)

聖愛幼稚園 幼稚園 福生市熊川490 第2304-905-001号 令和5年4月30日

①入退室管理(ｲ)
②監視カメラの設置(ｲ)
③救命講習の受講(ﾘ)
④ＡＥＤの設置(ﾘ)

聖愛幼稚園第二園舎 幼稚園 福生市熊川490 第2304-905-002号 令和5年4月30日

①入退室管理(ｲ)
②監視カメラの設置(ｲ)
③救命講習の受講(ﾘ)
④ＡＥＤの設置(ﾘ)

トヨタＳ＆Ｄ西東京株式会
社

展示場・事務
所

福生市志茂215 第2212-905-001号 令和4年12月28日
①喫煙箇所を限定し、たばこからの出火防止を
図っている(ｲ)
②定期的に自衛消防訓練を実施している(ﾎ)
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株式会社東横イン
福生駅前東口

ホテル 福生市東町4-1 第2110-905-001号 令和3年10月22日

①入退室管理(ｲ)
②防炎製品の使用(ｲ)
③中核要員の装備強化(ﾄ)
④ＡＥＤ設置(ﾘ)

武陽ガス株式会社　本社ビ
ル

事務所 福生市本町17-1 第2301-905-001号 令和5年1月27日
①監視カメラにより建物の入退者を管理(ｲ)
②飲料水・食料を全職員の7日分備蓄(ﾁ)
③全社員が救命講習修了(ﾘ)

株式会社福泉舎　ＴＳＵＴ
ＡＹＡ福生店

物品販売店舗 福生市本町36-1 第2212-905-002号 令和4年12月28日
①監視カメラにより建物の入退者を管理(ｲ)
②ＡＥＤ以外の応急救護用品設置(ﾘ)

福生市役所 官公庁 福生市本町5 第2203-905-003号 令和4年3月2日

①建物内すべてを火気設備・器具の使用禁止、
館内禁煙としている(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敷地内に消防水利を設けている(ﾄ)
④震災に備えて飲料水、食料等を確保している
(ﾁ)

楽友会高齢者福祉施設 老人福祉施設
多摩市山王下1-18-
2

第2207-906-001号 令和4年7月17日

①避難対策として全周バルコニーを設置(ﾍ)
②震災対策として非常食及び飲料水を確保(ﾁ)
③その他として自動体外式除細動器（ＡＥＤ)を
設置(ﾘ)

京王電鉄株式会社本社ビル 京王電鉄株式会社 事務所 多摩市関戸1-9-1 第2203-906-003号 令和4年3月27日

①喫煙コーナーにおける紙巻タバコの禁止
　喫煙所の数を減らすとともに、加熱式タバコ
のみとしている。
②救命講習受講率の向上
　進入社員集合研修の中に救命講習を取り入れ
るなど、救命講習受講率の向上に取り組んでい
る。
③自衛消防隊活動マニュアル
　人事異動時に自衛消防隊の再編成を行うとと
もに、活動内容をマニュアル化し、各階のボッ
クスに収納している。

朝日生命保険相互会社多摩
本社

事務所 多摩市鶴牧1-23 第2212-906-004号 令和4年12月6日

①喫煙管理として指定場所以外での喫煙を禁止
している。
②出火防止対策としてカード活用による入退室
管理を実施している。
③火災の早期発見対策として監視カメラによる
監視体制を確立し火災の早期発見に努めてい
る。
④初期消火対策としてスプリンクラー設備が全
館に設置されている。
⑤自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を１階防災セ
ンター及び１８階食堂に各１台設置している。
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ミツミ電機株式会社 事務所 多摩市鶴牧2-11-2 第2112-906-002号 令和3年12月27日

①震災対策－什器類の転倒防止、備蓄品全社員3
日分確保
②応急救護対策－ＡＥＤ複数配置（緊急時市民
へ貸出可能）
③自衛消防活動能力の向上－防災センター要
員、自衛消防活動中核要因の増加推進等

多摩市総合福祉センター
多摩市立温水プール

飲食店・物品
販売店舗・社
会福祉施設・
事務所・ス
ポーツ施設

多摩市南野3-15-1 第2208-906-002号 令和4年8月27日

① 消防水利として防火水そう及びプールが指定
されている。
② 近隣の災害に対して有効な水利であり、かつ
震災時にも活用可能である。
③ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を総合福祉セ
ンターに１台、温水プールに３台設置してお
り、日常の自主訓練にて取扱い技術の向上を
行っている。また、温水プールのスタッフは全
体の職員の３０％以上が救命講習を修了してい
る。

学校法人有馬学園緑ヶ丘幼
稚園

幼稚園 多摩市和田712 第2208-906-003号 令和4年8月31日

①　園内全館を禁煙とした火災予防及び警備会
社の警備員による入園者の管理と不審者の侵入
防止を図り放火等による出火防止と園児の安全
確保に努めている。
②　自動体外式除細動器(ＡＥＤ)の設置及び勤
務者全員が取扱い技術の習熟及び普通救命講習
を修了し、園児、勤務者の人命安全確保に努め
ている。

あきる野市中央図書館 図書館
あきる野市秋川1-
16-2

第2212-907-001号 令和4年12月19日

①全館禁煙としている(イ)
②防炎物品(カーペット)を自主的に使用してい
る(ロ)
③ＡＥＤを配置している〔１階１台〕(リ)

東横ＩＮＮ東京秋川駅北口 ホテル
あきる野市秋川1-
1-7

第2201-907-008号 令和4年1月16日

①カードキーによる入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点滅・音声誘導灯を設置している(ヘ)
④ＡＥＤを配置している〔１階１台〕(リ)
⑤防火対象物点検を自主的に実施している(リ)

秋川農業協同組合本店 事務所
あきる野市秋川3-
1-1

第2203-907-010号 令和4年3月23日

①防炎物品（カーテン）を自主的に使用してい
る(ロ)
②内装を自主的に不燃化している（ロ）
③監視カメラを設置している(ハ)
④震災に備えて飲料水を確保している（チ）
⑤自動体外式除細動器（AED）を設置している
（１階１台）(リ)
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ケーヨーデイツーあきる野
店

物品販売店舗
あきる野市下代継
48番地

第2011-907-002号 令和2年11月11日
①全館禁煙としている(イ）
②指定消防水利を設置している〔防火水槽１
基〕(ト)

社会福祉法人多摩養育園
光明第六保育園

保育園 あきる野市留原50 第2212-907-002号 令和4年12月15日

①全館禁煙としている(イ)
②入退出の管理をしている（イ）
③監視カメラを設置している(ハ)
④飲料水を確保している(チ)
⑤家具類の転倒防止措置をしている（チ）
⑥ガラス飛散防止措置をしている（チ）
⑦積極的に救命講習を受講している(リ)
⑧ＡＥＤを配置している〔１階１台〕(リ)
⑨自衛消防審査会に参画している（リ）
⑩災害時対応マニュアルを策定している（リ）

あきる野市役所 官公署 あきる野市二宮350 第2112-907-005号 令和3年12月27日

①放送設備を自主的に設置している(ヘ)
②指定消防水利を設置している〔消火栓及び蓄
熱槽〕（ト）
③ＡＥＤを配置している〔１階１台〕(リ)
④職員に救命講習を受講させている（リ）
⑤自衛消防審査会に毎年参加している（リ）

ひので三ツ沢つるつる温泉
アーユルヴェーダスパオー
ジャス

公衆浴場 日の出町大久野4718番第2009-907-001号 令和2年9月1日

①防炎物品〔じゅうたん〕を自主的に使用して
いる〔１～２階〕(ロ)
②飲料水・食料を確保している〔２日分/１５０
人〕(チ)
③ＡＥＤを配置している〔１階１台〕(リ)

東京たまエコセメント化施
設　管理棟

東京たま広域資源循環組合
工場･ＰＲセン
ター

日の出町大久野
7642

第2302-907-003号 令和5年2月18日
①指定消防水利を設置している〔防火水槽６
基〕(ト)
②ＡＥＤを配置している〔３階１台〕(リ)

日の出町役場 官公署 日の出町平井2780 第2202-907-009号 令和4年2月21日

①防炎物品（カーテン及びじゅうたん）を自主
的に使用している（ロ）
②点滅形誘導灯を設置している（ヘ）
③ＡＥＤを配置している〔２階１台〕(リ)

檜原温泉センター　数馬の
湯

公衆浴場 檜原村2430番地 第2107-907-004号 令和3年7月15日

①放送設備を自主設置し、防犯カメラの設置に
より防火対策がなされている。
②飲料水・食料を確保している。（6人分／3
日）
③ＡＥＤを設置している。〔1階1台〕
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檜原村郷土資料館 資料館 檜原村3221 第2112-907-006号 令和3年12月24日
①全館禁煙としている(イ）
②自動火災報知設備を自主的に設置している
(ハ)

檜原村庁舎
檜原郵便局・ＪＡ秋川檜原支
店

官公署・郵便
局・農協

檜原村467-1 第2106-907-001号 令和3年6月10日

①ＡＥＤを配置している〔１階１台〕(ﾘ)
②職員に救命講習を受講させている(ﾘ)
③職員の３分の１が消防団に所属しており、敷
地内に消防団車両を配置し、より高度な消防活
動に従事できる(ﾘ)

奥多摩文化会館
集会室・図書
館・診療所

奥多摩町小丹波82 第2108-908-003号 令和3年8月24日
①全館禁煙としている(ｲ)
②ＡＥＤを配置している(ﾘ)

奥多摩の風　はとのす荘 ホテル 奥多摩町棚澤662 第2104-908-001号 令和3年4月27日

①連続パルコニーを設置している〔２階～４
階〕(ﾍ)
②ＡＥＤを配置している(ﾘ)

奥多摩町福祉会館
集会室・図書
館等

奥多摩町氷川199 第2108-908-002号 令和3年8月24日
①全館禁煙としている(ｲ)
②ＡＥＤを配置している(ﾘ)

氷川保育園 保育園 奥多摩町氷川1416 第2209-908-002号 令和4年9月9日
ＡＥＤを配置している
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