認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
平成21年7月20日現在
認
対

定
象

優
物

良
の

防
名

火
称

宗教法人真如苑応現院

本棟

宗教法人真如苑応現院
棟

食堂

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

パレスホテル立川
学校法人啓倫学園
専門学校

国際製菓

藤幼稚園

用途

所在地

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

寺院

立川市泉町935-27

第0707-801-001号

平成19年7月23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入退室管理をしている(ｲ)④食料〔2日分/500
人〕・飲料水〔2日分/375人〕・毛布〔1,000枚〕を確
保している(ﾁ)⑤ＡＥＤを配置している〔1階2台、2階
1台〕(ﾘ)

寺院

立川市泉町935-27

第0707-801-002号

平成19年7月23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ガラス飛散防止措置〔フィルム貼付〕をして
いる〔全館〕(ﾁ)

ホテル

立川市曙町2-40-15

第0709-801-003号

平成19年9月27日

①防火戸閉鎖範囲を床面に表示している(ﾍ)②救命講
習受講優良証の交付を受けている(ﾘ)③防火管理ポ
ケットマニュアルを策定している(ﾘ)

専門学校

立川市曙町1-32-1

第0712-801-004号

平成19年12月7日

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

幼稚園

立川市上砂町2-7-1

第0712-801-005号

平成19年12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指定消防水利を設置している(ﾄ)④ガラス飛散
防止措置〔フィルム貼付〕をしている〔全館外壁〕
(ﾁ)⑤園内ＰＨＳによる情報連絡体制を確保している
(ﾘ)⑥災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

立川ＴＭビル

株式会社髙島屋立川店
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社立 百貨店・銀行
川支店

立川市曙町2-39-3

第0803-801-006号

平成20年3月12日

①点滅･音声誘導灯を設置している〔各階避難口〕
(ﾍ)②指定消防水利を設置している(ﾄ)③緊急救助用ス
ペースを設置している(ﾄ)④救命講習受講優良証の交
付を受けている(ﾘ)⑤ＡＥＤを配置している〔1階2
台、6階1台〕(ﾘ)

立川総合企画ビル

医療法人徳真会
まつむら歯科立川診療所

診療所

立川市栄町2-67-3

第0803-801-007号

平成20年3月12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/10人〕(ﾁ)

事務所

立川市泉町2-1078-2

第0809-801-001号

平成20年9月29日

①食料及び飲料水を確保している〔3日分/50人〕
(ﾁ)②事務室書棚の転倒落下防止をしている(ﾁ)

ホテルレックス立川

ホテルレックス立川
ホテル、物品販売店舗 立川市高松町3-15-1
ミニストップ立川高松３丁目店

第0903-801-002号

平成21年3月2日

①監視カメラを配置している（ﾊ）②ＡＥＤを配置し
ている〔2階ﾌﾛﾝﾄ１台〕(ﾘ)

立川共同ビルディング

株式会社伊勢丹立川店
岩﨑不動産株式会社
立川チャンスセンター
モバイルパーク立川北口店
ＪＴＢ首都圏立川北口支店
多摩信用金庫本店伊勢丹立川店 飲食店･百貨店･物販･
出張所
銀行･事務所等
野村證券株式会社立川支店
株式会社美和ギャラリー
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店

第0903-801-003号

平成21年3月26日

①緊急救助用スペースを設けている(ﾄ)②ＡＥＤを配
置している〔1階防災センター1台〕(ﾘ)

多摩都市モノレール株式会社

立川市曙町2-5-1

武蔵野市立本宿コミュニティ
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0708-802-006号

平成19年8月9日

①全館禁煙としている(ｲ)②火気器具の使用を制限し
ている(ｲ)③入退室管理をしている(ｲ)④救命講習を積
極的に受講している(ﾘ)

学校法人武蔵野東学園
野第一幼稚園

幼稚園

第0709-802-007号

平成19年9月26日

①火気設備・器具の使用を禁止している〔全館〕
(ｲ)②入退室管理をしている(ｲ)③バルコニー〔地上階
へ避難可能〕を設置している〔2階〕(ﾍ)④ＡＥＤを配
置している〔1階1台〕(ﾘ)

武蔵

武蔵野市関前3-29-8
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学校法人武蔵野東学園
野第二幼稚園

火
称

武蔵

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途
幼稚園

所在地
武蔵野市関前3-37-10

認定番号
第0709-802-008号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

平成19年9月26日

①入退室管理をしている(ｲ)②バルコニー〔地上階へ
避難可能〕を設置している〔2階〕(ﾍ)③ＡＥＤを配置
している〔1階1台〕(ﾘ)

武蔵野市立吉祥寺北コミュニ
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1-22-10 第0712-802-009号

平成19年12月19日

①全館禁煙としている〔敷地内含む〕(ｲ)②火気設
備・器具の使用を制限している(ｲ)③入退室管理をし
ている(ｲ)④救命講習を積極的に受講している(ﾘ)

武蔵野市立本町コミュニティセ
ンター

コミュニティセンター 武蔵野市吉祥寺本町1-22-2

平成20年4月14日

①全館禁煙としている(ｲ)②火気設備・器具の使用を
制限している(ｲ)③救命講習を積極的に受講している
(ﾘ)

学校法人亜細亜学園

①全館禁煙としている(ｲ)②防炎製品〔カーテン、
じゅうたん〕を自主的に使用している(ﾛ)③ＡＥＤを
配置している〔敷地内4台〕(ﾘ)④自衛消防訓練審査会
に参加している〔毎年〕(ﾘ)⑤飲料水・食料を確保し
ている〔3日分/2,000人〕(ﾁ)⑥緊急地震速報システム
を導入している(ﾘ)
①食料・飲料水〔3日分/4000人〕、毛布〔約200枚〕
等を確保している(ﾁ)②総合防災訓練を行っている
〔近隣参加型・年１回〕(ﾁ)③武蔵野消防署及び武蔵
野市役所と応援協定を結んでいる(ﾘ)④休日・夜間等
就業時間外の発災対応に備えている〔会社近隣の社員
による特別自衛消防隊の編成〕(ﾘ)⑤自衛消防の活動
に必要な装備〔ヘルメット〕を自主的に全従業員に配
布している(ﾘ)⑥救命講習を積極的に受講している〔3
年間で270名受講〕(ﾘ)

大学

武蔵野市境5-24-10

第0811-802-002号

平成20年11月6日

事務所

武蔵野市中町2-9-32

第0902-802-003号

平成21年2月27日

武蔵野市緑町三丁目1番7号

第0905-802-001号

平成21年5月1日

①全館禁煙としている(ｲ)②火気設備・器具の使用を
制限している(ｲ)③入退室管理をしている(ｲ)④救命講
習を積極的に受講している(ﾘ)

武蔵野市桜堤コミュニティセ 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
ンター

第0906-802-002号

平成21年6月20日

①全館禁煙としている(ｲ)②火気設備・器具の使用を
制限している(ｲ)③入退室管理をしている(ｲ)④救命講
習を積極的に受講している(ﾘ)

武蔵野市けやきコミュニティ 武蔵野市けやきコミュニティセ
コミュニティセンター 武蔵野市吉祥寺北町5-6-19
ンター
センター

第0906-802-003号

平成21年6月20日

①全館禁煙としている(ｲ)②火気設備・器具の使用を
制限している(ｲ)③入退室管理をしている(ｲ)④救命講
習を積極的に受講している(ﾘ)

武蔵野市関前コミュニティセ 武蔵野市関前コミュニティセンター
コミュニティセンター 武蔵野市関前2-26-10
ンター

第0907-802-004号

平成21年7月7日

①全館禁煙としている(ｲ)②火気設備・器具の使用を
制限している(ｲ)③入退室管理をしている(ｲ)④救命講
習を積極的に受講している(ﾘ)

武蔵野市境南コミュニティセ 武蔵野市境南コミュニティセンター
コミュニティセンター 武蔵野市境南3-22-9
ンター

第0907-802-005号

平成21年7月7日

①全館禁煙としている(ｲ)②火気設備・器具の使用を
制限している(ｲ)③入退室管理をしている(ｲ)④救命講
習を積極的に受講している(ﾘ)

横河電機株式会社

２号館

第0804-802-001号

本社本館

武蔵野市緑町コミュニティセ 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)
ンター

ルネサステクノロジ武蔵野事
業所

事務所

小平市上水本町5-20-1

第0907-808-001号

平成21年7月9日

①火気設備・器具の使用を禁止している全館[全
館](イ)②入退室管理をしている(イ)③全館禁煙とし
ている[指定場所を除く](イ)④防炎物品[フロアカー
ペット]を自主的に使用している(ロ)⑤監視カメラを
設置している(ハ)⑥消防ポンプ車[１台]及び可搬ポン
プ[５台]を配置している(ホ)⑦ガラス飛散防止措置
[フィルム貼付、合せガラス]をしている[全館](チ)⑧
はしご自動車の活動空間を確保している[東、西、北
側空地](ト)⑨指定消防水利を設置している(ト)⑩
ロッカー類を壁に固定している[全館](チ)⑪飲料水を
確保している[80t受水槽](チ)⑫AEDを配置している
[１階防災センター１台](リ)⑬自衛消防訓練を積極的
に実施している[２回/月]⑭予告無し訓練を実施して
いる[２回/月](リ)

新宿サンパークホテル三鷹

ホテル

三鷹市下連雀3-37-31

第0708-803-003号

平成19年8月28日

①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)

2/17

認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
平成21年7月20日現在
認
対

定
象

優
物

良
の

防
名

火
称

三鷹市芸術文化センター

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

財団法人三鷹市芸術文化振興財
公会堂
団

所在地

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

三鷹市上連雀6-12-14

第0709-803-004号

平成19年9月7日

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

社会福祉法人三鷹市社会福祉
はなかいどう
事業団

老人保健施設

三鷹市牟礼6-12-30

第0709-803-005号

平成19年9月25日

①ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)②全周バルコ
ニーを設置している〔2階～3階〕(ﾍ)③飲料水・食料
を確保している〔3日分/140人〕(ﾁ)

三鷹婦人会館

株式会社三鷹婦人会館

事務所・共同住宅

三鷹市下連雀3-33-8

第0709-803-006号

平成19年9月27日

①飲料水・食料を確保している〔3日分/50人〕(ﾁ)②
災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

株式会社ソノラス

有料老人ホーム

三鷹市下連雀8-4-18

第0709-803-007号

平成19年9月26日

①ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

藤ビル

ソノラス・コート三鷹

富士重工業株式会社東京事業
所 実験棟

研究所

三鷹市大沢3-9-6

第0801-803-008号

平成20年1月31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防火戸閉鎖範囲を床面に表示している〔全館〕
(ﾍ)④指定消防水利を設置している(ﾄ)⑤自衛消防活動
に必要な装備〔担架、応急手当用具〕を自主的に配置
している(ﾘ)

有限会社三鷹シティホテル

ビジネスホテル

三鷹市下連雀3-21-5

第0803-803-009号

平成20年3月26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/92人〕(ﾁ)

飲食店・物販・事務所
三鷹市下連雀3-38-4
等

第0903-803-001号

平成21年3月2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1台〕(ﾘ)

研究所

三鷹市大沢3-9-6

第0903-803-002号

平成21年3月22日

①全館禁煙としている(ｲ)②入退室管理をしている
〔ＩＤカード〕(ｲ)③防火戸閉鎖範囲を床面に表示し
ている〔全館〕(ﾍ)④指定消防水利を設置している
(ﾄ)⑤自衛消防の活動に必要な装備〔担架、応急手当
用具〕を自主的に配置している〔各階1個ずつ〕(ﾘ)

三鷹市下連雀1-1-83

第0903-803-003号

平成21年3月29日

①全館禁煙としている(イ)②多数の避難口を設置して
いる(ヘ)

三鷹産業プラザ

富士重工業株式会社東京事業
所 研究棟

三鷹の森ジブリ美術館

株式会社まちづくり三鷹

財団法人徳間記念アニメーショ
美術館
ン文化財団

日本無線株式会社三鷹製作所

研究所

三鷹市下連雀5-1-1

第0905-803-001号

平成21年5月30日

①入退室管理をしている(ｲ)②ＡＥＤを配置している
〔敷地内4台〕(ﾘ)

日本無線株式会社三鷹製作所

事務所

三鷹市下連雀5-1-1

第0906-803-002号

平成21年6月26日

①入退室管理をしている(ｲ)②ＡＥＤを配置している
〔敷地内４台〕(ﾘ)

セミナーハウスクロス・
ウェーブ府中

研修所・宿泊施設

府中市日鋼町1番地の40

第0708-804-002号

平成19年8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階防災センター1台〕(ﾘ)

ＫＤＤＩ府中ビル

事務所・その他の事業
府中市日鋼町1番地の43
所

第0708-804-003号

平成19年8月29日

①防炎物品〔カーペット〕を自主的に使用している
〔各階廊下及び事務室〕(ｲ)②監視カメラを設置して
いる(ﾊ)

名糖産業株式会社府中ビル

事務所

府中市日鋼町1番地の44

第0708-804-004号

平成19年8月29日

①防炎物品〔カーペット〕を自主的に使用している
〔各階廊下、事務室及び階段部分〕(ｲ)②監視カメラ
を設置している(ﾊ)

第一生命府中ビルディング

事務所

府中市日鋼町1番地の9

第0708-804-005号

平成19年8月29日

①監視カメラを設置している(ﾊ)②免震装置を設置し
ている(ﾁ)③ＡＥＤを配置している〔1階エントランス
1台〕(ﾘ)
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府中東芝ビル（２号館）

事務所

府中市片町3-22

第0709-804-006号

平成19年9月20日

①防炎物品〔カーペット〕を自主的に使用している
(ﾛ)②監視カメラを設置している(ﾊ)

東京外国語大学 研究講義棟

大学

府中市朝日町3-11-1

第0709-804-007号

平成19年9月25日

①ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

株式会社東芝府中事業所13号
館

事務所

府中市東芝町1番地

第0709-804-008号

平成19年9月27日

①防炎物品〔カーペット〕を自主的に使用している
(ｲ)②監視カメラを設置している(ﾊ)③ＡＥＤを配置し
ている〔事業所内専用緊急搬送車1台〕(ﾘ)④救命講習
を積極的に受講している〔警備員34名〕(ﾘ)

あおぞら銀行

事務所

府中市日鋼町1番地9

第0710-804-009号

平成19年10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)

日本中央競馬会東京競馬場フジ
日本中央競馬会東京競馬場
ビュースタンド

観覧場

府中市日吉町1番地１

第0810-804-001号

平成20年10月1日

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〔スタンド部分避難口〕(ﾍ)③ＡＥＤ
を配置している〔2、3階各1台〕(ﾘ)

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0707-805-006号

平成19年7月27日

①入退室を管理をしている(ｲ)②監視カメラを設置し
ている(ﾊ)

昭島市田中町562番地8

第0807-805-001号

平成20年7月30日

府中別館

昭島昭和第１ビル北館

昭和の森綜合サービス株式会社
ホテルＳ＆Ｓモリタウン
スマイルケア昭和の森
ホテル・飲食店・物
たかつきクリニック
販・病院等
ながせ皮フ科
昭和の森カルチャーセンター
メゾン・ド・マルシェ

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〔ホテル部分〕(ﾍ)

ハーレーダビッドソンジャパ
ンファミリー総合トレーニン
グセンター

研修所

昭島市田中町610番2

第0811-805-002号

平成20年11月28日

①入退出管理をしている〔全外部出入口〕(ｲ)②飲料
水・食料を確保している〔3日分／50人分〕(ﾁ)③ＡＥ
Ｄを配置している〔各階1台、計2台〕(ﾘ)

ハーレーダビッドソン昭和の
森株式会社

物販･作業所

昭島市田中町584番地14

第0902-805-003号

平成21年2月22日

①全館禁煙としている(ｲ)

トステム株式会社東京支社昭
島ショールーム

事務所・ショールーム 昭島市田中町610番地3

第0902-805-004号

平成21年2月22日

①飲料水・食料を確保している〔3日分〕(ﾁ)

昭島ガス株式会社本社ビル

事務所

昭島市福島町1000番地

第0903-805-005号

平成21年3月6日

ＭＯＶＩＸ昭島

映画館

昭島市田中町573-1-1

第0903-805－006号 平成21年3月23日
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①火気設備・器具の使用を禁止している〔全館〕
(ｲ)②Ｂ2級可般式動力ポンプ〔1台〕及び貯水施設
〔120ｔ〕を設置し、放水訓練を月1回実施している
(ﾎ)③飲料水・食料を確保している〔全社員3日分〕
(ﾁ)
①全館禁煙としている(ｲ)②入退室管理をしている
〔全外部出入口〕(ｲ)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)⑤予告無し
訓練を実施している〔1回/月〕(ﾘ)

認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
平成21年7月20日現在
認
対

定
象

優
物

良
の

防
名

火
称

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称
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所在地

認定番号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

グリコ乳業株式会社東京工場
事務棟

事務所

昭島市武蔵野2-14-1

第0904-805-001号

平成21年4月20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/130人〕(ﾁ)

社会福祉法人恩腸財団東京都
同胞援護会昭島病院

病院

昭島市中神町1260番地

第0904-805-002号

平成21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〔各階〕(ﾍ)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〔1階1台〕
(ﾘ)⑤災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

ホテル・飲食店

昭島市拝島町4017番地3

第0904-805-003号

平成21年4月27日

①ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(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)

介護老人保健施設

昭島市田中町2-1

第0905-805-004号

平成21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〕(ﾁ)③ＡＥＤを配置している
〔1,3階各1台〕(ﾘ)

医療法人社団健生会あきしま
相互病院

病院

昭島市中神町1370番地3

第0905-805-005号

平成21年5月31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)

社会福祉法人六踏園皐月保育
園

保育園

調布市小島町2-20-3

第0712-806-002号

平成19年12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飲料水等を確保している〔2日分/130人〕
(ﾁ)

和光堂株式会社研究所

研究所

調布市若葉町2-2

第0712-806-003号

平成19年12月3日

①入退室管理をしている(ｲ）

ミズノフットサルプラザ味の ミズノアルファーサービス株式
屋内フットサル場
会社
素スタジアム

調布市西町376番地3

第0712-806-004号

平成19年12月21日

①全館禁煙としている(ｲ)

ユーロスポーツ味の素スタジ (株)プロ・フィット スポー
ティング
アム店

調布市西町376番地3

第0712-806-005号

平成19年12月21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)

フォレスト・イン昭和館

介護老人保健施設

フォレスト・イン昭和館
昭和の森 車屋

アゼリア 医療法人社団 珠泉会

物販

調布駅北口ビル

パルコ調布店
調布クレストンホテル
松月堂菜々屋
ホビー川島

物販・映画館・ホテル 調布市小島町1-38-1

第0811-806-001号

平成20年11月14日

①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)②ＡＥＤを配置している〔地下1階
1台〕(ﾘ)③救命講習を積極的に受講している(ﾘ)

味の素スタジアム

味の素スタジアム
東京都教育庁調布庁舎

観覧場・事務所

調布市西町376番地3

第0901-806-002号

平成21年1月19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）

味の素スタジアム アミノバ
イタルフィールド スタンド

観覧場

調布市西町376番地3

第0902-806-003号

平成21年2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）

味の素スタジアム アミノバ
イタルフィールド 大会本部
室棟

観覧場

調布市西町376番地3

第0902-806-004号

平成21年2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）

平成21年3月6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ロッカー、本棚、ピアノ等を壁・床に固定
している〔全館〕(ﾁ)④飲料水等を確保している〔3日
分/160人〕(ﾁ)⑤ガラス飛散防止措置〔フィルム貼付
及び蛍光灯飛散防止〕をしている〔網入ガラス部分を
除く全館〕(ﾁ)⑥ＡＥＤを配置している〔1階事務室1
台〕(ﾘ)⑦災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)⑧
予告無し訓練を実施している〔1回以上/月〕(ﾘ)

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0903-806-005号
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認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
平成21年7月20日現在
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変更申請

各種防火対策

多目的ホール

調布市布田2-34-6

第0904-806-001号

平成21年4月17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(ﾛ)②監視カメラを設置している(ﾊ)

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0802-807-001号

平成20年2月28日

①全館禁煙としている(ｲ)②自衛消防訓練を積極的に
実施している（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0902-807-001号

平成21年2月26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）

平成21年7月9日

①火気設備・器具の使用を禁止している〔全館〕
(ｲ)②入退室管理をしている(ｲ)③全館禁煙としている
〔指定場所を除く〕(ｲ)④防炎物品〔フロアカーペッ
ト〕を自主的に使用している(ﾛ）⑤監視カメラを設置
している(ﾊ）⑥消防ポンプ車〔1台〕及び可搬ポンプ
〔5台〕を配置している(ﾎ）⑦ガラス飛散防止措置
〔フィルム貼付、合せガラス〕をしている〔全館〕
(ﾁ)⑧はしご自動車の活動空間を確保している〔東、
西、北側空地〕(ﾄ)⑨指定消防水利を設置している
(ﾄ)⑩ロッカー類を壁に固定している〔全館〕(ﾁ）⑪
飲料水を確保している〔80t受水槽〕(ﾁ）⑫ＡＥＤを
配置している〔1階防災センター1台〕(ﾘ)⑬自衛消防
訓練を積極的に実施している〔2回/月〕⑭予告無し訓
練を実施している〔2回/年〕(ﾘ)

ルネサステクノロジ武蔵事業
所

事務所

小平市上水本町5-20-1

第0907-808-001号

武蔵野美術大学13号館

学校

小平市小川町1-736

第0708-808-002号

平成19年8月27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飲料水・食料を確保している〔ペットボトル500
本、乾パン1000食〕(ﾁ）④指定消防水利を設置してい
る(ﾄ)⑤自衛消防技術認定証を自主的に取得している
〔3人〕(ﾘ)

パンピー食品株式会社事務棟

事務所・倉庫

小平市天神町1-137

第0710-808-003号

平成19年10月17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屋内消火栓設備を
自主的に設置している〔1～2階〕(ﾎ)

平成19年12月21日

①入退室管理をしている(ｲ)②防炎製品〔じゅうた
ん、カーテン〕を自主的に使用している(ﾛ)③消防ポ
ンプ車〔1台〕を配置している(ﾎ)④非常警報設備〔放
送設備〕を自主的に設置している(ﾍ)⑤はしご自動車
の活動空間を確保している〔東、西側空地〕(ﾄ)⑥指
定消防水利を設置している(ﾄ)⑦ロッカー類を壁に固
定している〔全館〕(ﾁ)⑧飲料水を確保している
〔40t〕(ﾁ)⑨ＡＥＤを配置している〔1階職員通用口1
台〕(ﾘ)

株式会社日立国際電気 小金
井工場 ＥＡＳＴＷＩＮＧ

事務所

小平市御幸町32

第0712-808-004号

丸山幼稚園

幼稚園

小平市小川東町1-29-21

第0903-808-001号

平成21年3月30日

小平みどり幼稚園

幼稚園

小平市鈴木町1-341

第0903-808-002号

平成21年3月30日

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0903-808-003号

平成21年3月30日

ブリヂストンクラブ

ホテル・飲食店

小平市小川東町1-18-15

第0903-808-004号

平成21年3月30日
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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パッ
ケージ型消火設備を自主的に設置している〔全階〕
〔ﾛ〕④防炎規制以外(2㎡以下)のじゅうたんも防炎物
品としている(ロ)⑤ロッカー、本棚、ピアノ等を壁・
床に固定している〔各居室〕(ﾁ)⑥飲料・食料を確保
している〔ペットボトル50本、乾パン100缶〕(ﾁ)⑦避
難訓練を毎月１回実施している(ﾘ)⑧予告無し訓練を
実施している〔1回/月〕(ﾘ)
①火気設備・器具の使用を禁止している〔全館〕
(ｲ)②全館禁煙としている〔敷地内を含む〕(ｲ)③棚の
高所設置を禁止している〔前保育室〕(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)③ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)
①放送設備を自主的に設置している〔全館〕(ﾊ)②
パッケージ型消火設備を自主的に設置している〔3階
ホテル部分〕(ﾎ)

認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
平成21年7月20日現在
認
対

定
象

優
物

良
の

防
名

火
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

西武鉄道株式会社西武研修セ
ンター

研修所・宿泊所

東村山市秋津町4-16

第0709-809-001号

平成19年9月14日

①全館禁煙としている(ｲ)②火気設備・器具の使用を
禁止している〔全館〕(ｲ)

国立ハンセン病資料館

博物館

東村山市青葉町4-1-13

第0710-809-002号

平成19年10月4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点滅誘導灯を設置している〔主要避難口〕(ﾍ)

コヤマドライビングスクール
秋津

自動車教習所

東村山市秋津町3-15-18

第0710-809-003号

平成19年10月17日

①ＡＥＤを配置している〔2階受付1台〕

久米川ウィングホテル

ホテル

東村山市栄町1-15-6

第0712-809-004号

平成19年12月5日

①監視カメラを設置している(ﾊ)②外国語〔英語、フ
ランス語、中国語、韓国語、ポルトガル語〕による避
難誘導体制を確保している(ﾍ)③飲料水･食料等を確保
している〔3日分/60人〕(ﾁ)

いきいきプラザ

官公署

東村山市本町1-2-3

第0811-809-001号

平成20年11月18日

①救命講習を積極的に受講している〔全職員〕(ﾘ)②
ＡＥＤを配置している〔1階1台〕③自衛消防訓練審査
会に参加している〔毎年〕(ﾘ)

ホテル

東村山市栄町2-7-5

第0812-809-002号

平成20年12月11日

①外国語による避難経路の表記及び客室内での火気使
用規制の実施（英語・中国語・韓国語）(ﾍ)②全客室
の寝具に防炎製品を使用(ﾛ)

財団法人結核予防会
介護老人保健施設 保生の森

老人保健施設

東村山市諏訪町3-6-1

第0902-809-003号

平成21年2月4日

①火気設備・器具の使用を禁止している〔全館〕
(ｲ)②飲料水・食料を確保している〔3日分/140人〕
(ﾁ)③構内ＰＨＳによる情報連絡体制を確保している
(ﾘ)④近隣と応援協定を結んでいる(ﾘ)

青梅信用金庫

銀行

東村山市本町2-3-69

第0903-809-004号

平成21年4月10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)

大学

国分寺市南町1-7-34

第0709-810-003号

平成19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1台〕(ﾘ)③自衛消防訓練審査会に参加してい
る〔毎年〕(ﾘ)

大学

国分寺市南町1-7-34

第0709-810-004号

平成19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1台〕(ﾘ)③自衛消防訓練審査会に参加してい
る〔毎年〕(ﾘ)

大学

国分寺市南町1-7-34

第0709-810-005号

平成19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1台〕(ﾘ)③自衛消防訓練審査会に参加してい
る〔毎年〕(ﾘ)

大学

国分寺市南町1-7-34

第0709-810-006号

平成19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1台〕(ﾘ)③自衛消防訓練審査会に参加してい
る〔毎年〕(ﾘ)

リオン株式会社本館

事務所

国分寺市東元町3-20-41

第0903-810-001号

平成21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)②自衛消防訓練審査会に参加している〔毎年〕(ﾘ)

リオン株式会社２号館

工場・研究所

国分寺市東元町3-20-42

第0903-810-002号

平成21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)②自衛消防訓練審査会に参加している〔毎年〕(ﾘ)

リオン株式会社３号館

研究所

国分寺市東元町3-20-43

第0903-810-003号

平成21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)②自衛消防訓練審査会に参加している〔毎年〕(ﾘ)

リオン株式会社厚生会館

厚生施設等

国分寺市東元町3-20-44

第0903-810-004号

平成21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)②自衛消防訓練審査会に参加している〔毎年〕(ﾘ)

ビジネスホテルマーキュリー

東村山支店

学校法人東京経済大学
会館

葵稜

学校法人東京経済大学
会館

学生

学校法人東京経済大学
厚生会館

学生

学校法人東京経済大学
周年記念館

100

ビジネスホテルマーキュリー
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株式会社日立製作所中央研究
所食堂棟

事務所

国分寺市東恋ヶ窪1-280

第0903-810-005号

平成21年3月30日

①ＡＥＤを配置している(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0904-810-001号

平成21年4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自衛消防訓練審査会に参加している〔毎年〕
(ﾘ)④ＡＥＤを配置している〔事務室前1台〕(ﾘ)

株式会社日立超ＬＳＩシステ
ムズ本社

事務所

国分寺市東恋ヶ窪3-1-1

第0907-810-002号

平成21年7月4日

①防災団本部直属班（自衛消防隊）の装備及び活動能
力の強化(ﾄ)②ＡＥＤを配置している〔1階人事部〕
(ﾘ)③自衛消防訓練審査会に参加している〔毎年〕(ﾘ)

狛江こだま幼稚園

幼稚園

狛江市中和泉3-14-8

第0709-811-005号

平成19年9月5日

①指定消防水利を設置している(ﾄ)

泉の森会館

飲食店・事務所

狛江市元和泉1-8-12

第0711-811-006号

平成19年11月13日

①飲料水・食料等を確保している(ﾁ)

東京慈恵会医科大学附属第三
病院医局棟

事務所・研究所

狛江市和泉本町4-11-1

第0803-811-007号

平成20年3月13日

①入退室管理をしている〔全外部出入口〕(ｲ)②自動
火災報知設備を自主的に設置している(ﾊ)③近隣事業
所と応援協定を結んでいる(ﾘ)

京セラキンセキ（株）

事務所

狛江市和泉本町1-8-1

第0803-811-008号

平成20年3月13日

①入退室管理をしている〔全外部出入口〕(ｲ)②飲料
水・食料等を確保している〔ペットボトル500本等〕
(ﾁ)③ＡＥＤを配置している〔5階1台〕(ﾘ)

(財)電力中央研究所第２棟

事務所

狛江市岩戸北2-11-1

第0803-811-009号

平成20年3月17日

①火気設備・器具〔ガス〕の使用を禁止している〔全
館〕(ｲ)②全館禁煙としている〔指定場所を除く〕
(ｲ)③Ｂ2級可搬式動力ポンプ及び私設消火栓〔7
基〕・用水路〔600㎥〕を設置している(ﾄ)④飲料水・
食料を確保している〔3日分/550人〕(ﾁ)⑤自衛消防技
術認定証を取得している〔14人〕(ﾘ)⑥ＡＥＤを配置
している〔本館1台、守衛室1台緊急時使用可能〕(ﾘ)

小田急バス㈱狛江営業所事務
棟

事務所

狛江市中和泉5-17-23

第0905-811-001号

平成21年5月14日

①災害時応援協定を近隣事業所と締結している(ﾘ)

(財)電力中央研究所本館

事務所

狛江市岩戸北2-11-1

第0905-811-002号

平成21年5月14日

①火気設備・器具〔ガス〕の使用を禁止している〔全
館〕(ｲ)②全館禁煙としている〔指定場所を除く〕
(ｲ)③Ｂ2級可搬式動力ポンプ及び私設消火栓〔7
基〕・用水路〔600㎥〕を設置している(ﾄ)④飲料水・
食料を確保している〔3日分/550人〕(ﾁ)⑤自衛消防技
術認定証を取得している〔14人〕(ﾘ)⑥ＡＥＤを配置
している〔本館1台、守衛室1台緊急時使用可能〕(ﾘ)

マインズ農業協同組合狛江支
店

事務所

狛江市東和泉1-2-19

第0905-811-003号

平成21年5月31日

①入退室管理をしている(ｲ)②自動火災報知設備を自
主的に設置している〔1～3階〕(ﾊ)③監視カメラを設
置している(ﾊ)

ｲﾝﾃﾞｨﾍﾟﾝﾃﾞﾝｽｳﾞｨﾚｯｼﾞ成城西

共同住宅

狛江市岩戸北3-6-6

第0906-811-004号

平成21年6月29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を配置している〔1階1
台〕(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0902-812-001号

平成21年2月28日

①全館禁煙としている(ｲ)②放送設備を自主的に設置
している(ﾍ)③ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

東大和市立奈良橋市民セン
ター

児童館・地区会館等

東大和市奈良橋4-600

第0902-812-002号

平成21年2月28日

①全館禁煙としている(ｲ)②放送設備を自主的に設置
している(ﾍ)③ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

清瀬市立中里地域市民センター

官公署

清瀬市中里4-1301

第0807-813-002号

平成20年7月18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)
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清瀬市立中清戸地域市民セン
ター

官公署

清瀬市中清戸4-847-5

第0807-813-003号

平成20年7月18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)

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

清瀬市中里5-91-2

第0810-813-004号

平成20年10月1日

①全周バルコニーを設置している〔2階・3階〕(ﾍ)

児童館

清瀬市中清戸3-235-5

第0810-813-005号

平成20年10月1日

①ＡＥＤを配置している〔1台〕（ﾘ）

特別養護老人ホーム

清瀬市梅園2-3-15

第0811-813-006号

平成20年11月6日

①全周バルコニーを設置している〔2～5階〕(ﾍ)②監
視カメラを設置している(ﾊ)③飲料水等を確保してい
る〔7日分/190人〕(ﾁ)

介護老人保健施設

清瀬市下清戸3-385

第0811-813-007号

平成20年11月6日

①全館禁煙としている(ｲ)②全周バルコニーを設置し
ている〔2～5階〕(ﾍ)③飲料水等を確保している〔3日
分/90人〕(ﾁ)④地域町会と応援協定を結んでいる(ﾘ)

清瀬市障害者福祉センター

身障者更生援護施設

清瀬市上清戸1-16-62

第0902-813-008号

平成21年2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/50人〕(ﾁ)③ＡＥＤを配置している〔1階
1台〕(ﾘ)

清瀬市消費生活センター清瀬
市立駅前乳児保育園

官公署・保育園

清瀬市元町1-4-17

第0902-813-009号

平成21年2月25日

①滑り台を自主的に増設している〔2階1台〕(ﾍ)②Ａ
ＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

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0905-813-001号

平成21年5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飲料水・食料を確保している〔3日分/114人〕
(ﾁ)④近隣事業所と応援協定を結んでいる(ﾘ)

(株)大林組技術研究所

事務所

清瀬市下清戸4-640

第0905-813-002号

平成21年5月24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〔2日分/250人〕(ﾁ)③指定消防水利を設置して
いる(ﾄ)

教会

清瀬市梅園2-5-15

第0905-813-003号

平成21年5月24日

①全館禁煙としている(ｲ)

清雅苑

清瀬市児童センター
特別養護老人ホーム
園
介護老人保健施設
ローゼ

信愛の

ラビアン

本館

清瀬信愛教会

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

特別養護老人ホーム・
西東京市向台町2-16-22
老人保健施設

第0810-814-001号

平成20年10月1日

①電気・ガス器具の使用を禁止している〔厨房等を除
く全館〕(ｲ)②出入口での入退室管理を実施している
(ｲ)③全周バルコニーを設置している〔2～3階〕(ﾍ)④
飲料水・食料を確保している〔3日分/190人〕(ﾁ)⑤市
内各社会福祉施設等と相互応援協定を締結している
(ﾘ)⑥ＡＥＤを設置している(ﾘ)

多摩六都科学館

観覧場・博物館

西東京市芝久保町5-10-64

第0903-814-002号

平成21年3月1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(ｲ)③ＡＥＤを設置している〔1階医務室1台、地下1
階エントランスホール1台〕(ﾘ)

無線通信施設

西東京市芝久保町5-8-2

第0903-814-003号

平成21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入退室管理をしている(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0903-814-004号

平成21年3月28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はしご自動車の活動空間を確保している
〔南側空地〕(ﾄ)④ＡＥＤが配置されている〔1階1
台〕(ﾘ)⑤ガラス飛散防止措置〔フィルム貼付〕をし
ている(ﾁ)

株式会社東京精密八王子工場
アクトタワー

工場・事務所

八王子市石川町2968-2番地

第0709-901-002号

平成19年9月7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避難経路図を掲出している〔各階〕(ﾍ)④飲料水
を確保している〔2日分/300人〕⑥地域との協力体制
を確保している(ﾘ)

株式会社田無タワー
舎

第二局
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カシオ計算機株式会社八王子
技術センター１･２号館

研究所

八王子市石川町2951-5番地

第0709-901-003号

平成19年9月11日

①入退室管理をしている(ｲ)②内装を自主的に不燃化
している〔全館〕(ﾛ)③避難経路図を掲出している
〔各階〕(ﾍ)④指定消防水利を設置している(ﾄ)⑤飲料
水を確保している〔100t貯水槽〕(ﾁ)⑥ＡＥＤを配置
している〔1階1台、7階1台〕(ﾘ)⑦地域との強力体制
を確保している(ﾘ)⑨災害時対応マニュアルを策定し
ている(ﾘ)

富士レビオ株式会社八王子事
業所 研究Ａ棟

研究所

八王子市小宮町51番地

第0709-901-004号

平成19年9月26日

①入退室管理をしている(ｲ)②飲料水を確保している
〔8日分/150人〕(ﾁ)③ＡＥＤを配置している〔1階1
台〕(ﾘ)④地域事業所と協力体制を確保している(ﾘ)⑤
災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

ケア付き高齢者住宅
らいふ南大沢

明日見

夕やけ小やけふれあいの里
おおるりの家

株式会社

ケア付き高齢者住宅明日見ら
いふ南大沢 介護棟

オリンパス株式会社
発センター宇津木

技術開

株式会社スリーボンド本社棟

社会福祉法人長慶福祉会
みのり第二保育園

拓殖大学八王子キャンパス
恩賜記念館

な

アーバン

診療所・共同住宅

八王子市南大沢3-16-1

第0710-901-005号

平成19年10月16日

①火気設備・器具の使用を制限している〔各居室〕
(ｲ）②入退室管理をしている(ﾘ）③自衛消防訓練を積
極的に実施している〔6回/年、夜間訓練1回/年〕(ﾄ）
④点滅誘導灯を設置している〔1～2階避難口〕（ﾍ）
⑤指定消防水利を設置している〔40ｔ3箇所〕（ﾄ）⑥
飲料水〔1.5ℓ400本、0.5ℓ816本、受水槽64ｔ〕・食料
〔非常食3600食〕を確保している（ﾁ）⑦ロッカー類
を壁・床に固定している〔1階事務室〕（ﾁ）⑧職員に
防災ハンドブックを配布している(ﾘ）

宿泊施設

八王子市上恩方町2030番地

第0711-901-006号

平成19年11月5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指定消防水利を設置している(ﾄ)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〔2階1台〕(ﾘ)

平成19年11月6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〔40ｔ3箇所〕(ﾄ)③飲料水〔水1.5ℓ400本・
0.5ℓ816本、受水槽64ｔ〕・食料〔3600食〕を確保し
ている(ﾁ)④防災ハンドブックを作成している〔職員
に配布〕(ﾘ)⑤自衛消防訓練を積極的に実施している
〔年6回、夜間訓練年1回〕(ﾘ）

老人福祉施設

八王子市南大沢3-16-1

第0711-901-007号

研究所

八王子市久保山町2-3

第0711-901-008号

平成19年11月14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)③ＡＥＤを配置している〔1階1台〕④ガラ
ス飛散防止措置〔フィルム貼付〕をしている〔1～5階
北側外壁面〕(ﾁ)⑤ロッカー類を壁・床に固定してい
る〔1～5階事務室〕(ﾁ)⑥災害時対応マニュアルを策
定している(ﾘ)

事務所

八王子市狭間町1456番地

第0711-901-009号

平成19年11月13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防火戸閉鎖範囲を床面に表示している〔全
館〕(ﾍ)④ロッカー類を壁・床に固定している〔1、2
階事務室〕(ﾁ)⑤災害時対応マニュアルを策定してい
る(ﾘ)⑥予告無し訓練を実施している〔1回/月〕(ﾘ)

平成19年12月5日

①全館禁煙としている〔敷地内を含む〕(ｲ)②入退室
管理をしている(ｲ）③飲料水・食料を確保している
(ﾁ)④ロッカー、本棚等の転倒防止措置をしている
〔保育室〕(ﾁ)⑤自衛消防訓練を積極的に実施してい
る〔毎月〕(ﾘ）

平成19年12月20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指定消防水利を設置している(ﾄ)④緊急離発
着場等を設置している(ﾄ)⑤飲料水・食料を確保して
いる〔3日分/200人〕(ﾁ)⑥ＡＥＤを配置している〔敷
地内管理棟1台緊急時使用可能〕(ﾘ)⑦災害時対応マ
ニュアルを策定している(ﾘ)

保育園

大学

八王子市下柚木3-5

八王子市館町815-1

第0712-901-010号

第0712-901-011号
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短期大学

八王子市南大沢4-7-2

第0712-901-012号

平成19年12月25日

①全館禁煙としている〔敷地内を含む〕(ｲ)②入退室
管理をしている(ｲ)③防炎物品〔じゅうたん〕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指定消防水利を設置している(ﾄ)⑥発電機を配置
している(ﾁ)⑦ＡＥＤを配置している〔1階受付1台〕
(ﾘ)

八王子カントリークラブ

クラブハウス

八王子市川口町2352番地

第0802-901-013号

平成20年2月19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)

富士レビオ株式会社
事業所八王子工場棟

工場

八王子市小宮町51番地

第0802-901-014号

平成20年2月21日

①入退室管理をしている(ｲ)②飲料水を確保している
〔8日分/150人〕(ﾁ)③ＡＥＤを配置している〔1階1
台〕(ﾘ)④地域事業所と協力体制を確保している(ﾘ)⑤
災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

学校法人ヤマザキ学園
ザキ動物看護短期大学

ヤマ

八王子

楢原斎場

斎場

八王子市楢原町1578番地5

第0803-901-015号

平成20年3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ガラス飛散防止措置〔フィルム貼付〕をし
ている〔1、2階外壁面〕(ﾁ)④ＡＥＤを配置している
〔1階1台〕(ﾘ)⑤ロッカー類を壁・床に固定している
〔1、2階事務室〕(ﾁ)

京王プラザホテル八王子

ホテル

八王子市旭町14-1

第0807-901-001号

平成20年7月15日

①点滅・音声誘導灯を設置している〔各階〕(ﾍ)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)

事務所

八王子市別所2-39-1

第0902-901-001号

平成21年2月28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・食料を確保している〔3日分/600
人）(ﾁ)④ＡＥＤを設置している〔地下1階1台〕(ﾘ)⑤
近隣事業所及び地域との協力体制を確保している
(ﾘ)⑥救命講習を積極的に受講している〔59名〕(ﾘ)

病院

八王子市子安町3-24-15

第0907-901-001号

平成21年7月6日

①飲料水・食料を確保している〔3日分/120人〕(ﾁ)②
ＡＥＤを配置している〔1階外来待合室1台〕(ﾘ)

全労済情報センター

医療法人社団清智会清智会記
念病院Ｂ棟

全労済情報センター

特別養護老人ホーム青梅愛弘
園

特別養護老人ホーム

青梅市小曽木4-2590

第0707-902-003号

平成19年7月31日

①火気設備・器具の使用を禁止している〔各入所室〕
(ｲ)②全館禁煙としている〔指定場所を除く〕(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/110人〕(ﾁ)⑤地域町会と応援協定を
結んでいる(ﾘ)⑥自衛消防訓練審査会に参加している
〔毎年〕(ﾘ)⑦救命講習を積極的に受講している(ﾘ)

株式会社オザム本社ビル

物販・事務所

青梅市友田町5-350

第0707-902-004号

平成19年7月31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青梅市との協力体制を確保している(ﾘ)④自
衛消防訓練審査会に参加している〔毎年〕(ﾘ)⑤救命
講習を積極的に受講している(ﾘ)

澤乃井櫛かんざし美術館

美術館

青梅市柚木町3-764-1

第0709-902-005号

平成19年9月11日

社会福祉法人真光会特別養護
老人ホーム第二喜久松苑

特別養護老人ホーム

青梅市柚木町2-460-1

第0709-902-006号

平成19年9月11日

社会福祉法人真光会特別養護
老人ホームリバーパレス青梅

特別養護老人ホーム

青梅市長淵4-377

第0709-902-007号

平成19年9月11日

11/17

①展示室内を全面禁煙としている(ｲ)②震災時の非常
用飲料水として活用できる自動販売機を設置している
(ﾁ)
①火気設備・器具の使用を禁止している〔各入所室〕
(ｲ)②全館禁煙としている〔指定場所を除く〕(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/120名〕(ﾁ)⑤青梅市との協力体制を
確保している(ﾘ)⑥地域町会と応援協定を結んでいる
(ﾘ)
①火気設備・器具の使用を禁止している〔各入所室〕
(ｲ)②全館禁煙としている〔指定場所を除く〕(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/130名〕(ﾁ)⑤青梅市との協力体制を
確保している(ﾘ)⑥地域町会と応援協定を結んでいる
(ﾘ)
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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〔3日分/100名〕
(ﾁ)④災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)⑤自衛
消防訓練を積極的に実施している〔1回/月〕(ﾘ)
①火気設備・器具の使用を禁止している〔各入所室〕
(ｲ)②全館禁煙としている〔指定場所を除く〕(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/162名〕(ﾁ)⑤青梅市との協力体制を
確保している(ﾘ)⑥地域町会と応援協定を結んでいる
(ﾘ)
①ボウラーズベンチ内を全面禁煙としている(ｲ)②自
衛消防訓練審査会への参加している〔毎年〕(ﾘ)③Ａ
ＥＤを配置している(ﾘ)

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0709-902-008号

平成19年9月14日

特別養護老人ホーム大洋園

特別養護老人ホーム

青梅市今井5-2440-141

第0709-902-009号

平成19年9月14日

西東京レーン

遊技場

青梅市新町9-1-1

第0709-902-010号

平成19年9月14日

かすみ台第一保育園

保育園

青梅市大門2-253

第0709-902-011号

平成19年9月27日

①監視カメラを設置している(ｲ)②飲料水を確保して
いる〔3日分/100人〕(ﾁ)③自衛消防訓練を積極的に実
施している〔1回/月〕（ﾘ)④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

青梅市黒沢3-1966-1

第0711-902-012号

平成19年11月2日

①火気設備・器具の使用を禁止している〔各入所室〕
(ｲ)②全館禁煙としている〔従業員による監視可能場
所を除く〕(ｲ)③指定消防水利を設置している(ﾄ)③飲
料水等を確保している〔3日分/105人〕(ﾁ)④青梅市と
応援協定を結んでいる(ﾘ)⑤地域町会と応援協定を結
んでいる(ﾘ)

創価学会青梅文化会館

礼拝所

青梅市野上町3-8-13

第0711-902-013号

平成19年11月14日

①入退室管理をしている(ｲ)

特別養護老人ホーム
園

九十九

特別養護老人ホーム

青梅市成木1-634-7

第0712-902-014号

平成19年12月10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全周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/110人〕
(ﾁ)⑤救命講習受講優良証の交付を受けている(ﾘ)

特別養護老人ホーム
苑

喜久松

平成19年12月13日

①火気設備・器具の使用を禁止している〔入所室〕
(ｲ）②全館禁煙としている〔従業員による監視可能場
所を除く〕(ｲ）③指定消防水利を設置している(ﾄ）④
飲料水等を確保している〔3日分/120人〕(ﾁ）⑤青梅
市と応援協定を結んでいる(ﾘ）⑥自治会と応援協定を
結んでいる(ﾘ）

特別養護老人ホーム
梅園

第二青

社会福祉法人新町保育会
町保育園

社会福祉法人
園

新

日向和田保育

特別養護老人ホーム御岳園

ブリヂストン奥多摩園（会館・
食堂）

特別養護老人ホーム

青梅市柚木町2-462-1

第0712-902-015号

保育園

青梅市新町2-21-9

第0801-902-016号

平成20年1月18日

①全館禁煙としている〔敷地内を含む〕(ｲ)②監視カ
メラを設置している(ｲ)③飲料水・食料を確保してい
る〔3日分/200人〕(ﾁ)④窓ガラス飛散防止措置〔フィ
ルム貼付〕・蛍光灯飛散防止措置をしている〔全館〕
(ﾁ）⑤家具類を壁・床に固定している(ﾁ）⑥自衛消防
訓練を積極的に実施している〔毎月〕(ﾘ)

保育園

青梅市日向和田2-374-7

第0801-902-017号

平成20年1月18日

①全館禁煙としている〔敷地内を含む〕(ｲ）②監視カ
メラを設置している(ｲ)③窓ガラス飛散防止措置〔網
入ガラス〕をしている(ﾁ）④自衛消防訓練を積極的に
実施している〔毎月〕(ﾘ）

特別養護老人ホーム

青梅市御岳本町163-1

第0804-902-001号

平成20年4月28日

①全館禁煙としている(ｲ)②全周バルコニーを設置し
ている〔1～2階〕(ﾍ)③指定消防水利を設置している
(ﾄ)④飲料水を確保している〔3日分/89人〕(ﾁ)⑤地域
等〔御岳郵便局・御岳本町第三自治会〕と応援協定を
結んでいる(ﾘ)

宿泊施設

青梅市二俣尾1-264

第0807-902-002号
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平成20年7月2日

①入退室管理をしている(ｲ)②飲料水を確保している
〔3日分/40人〕(ﾁ)③災害時対応マニュアルを策定し
ている(ﾘ)
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特別養護老人ホーム成蹊園

老人福祉施設

青梅市今井1-521-1

第0904-902-001号

平成21年4月27日

①火気設備・器具の使用を禁止している〔各入所室〕
(ｲ)②指定消防水利を設置している(ﾄ)③飲料水等を確
保している〔3日分/160名〕(ﾁ)④近隣町会等と応援協
定を結んでいる(ﾘ)⑤自衛消防訓練審査会に参加して
いる〔毎年〕(ﾘ)⑥⑥救命講習受講優良証の交付を受
けている(ﾘ)

学校法人桜美林学園一粒館

大学

町田市常磐町3758番

第0708-903-005号

平成19年8月30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/3000人〕(ﾁ)

学校法人桜美林学園栄光館

大学

町田市常磐町3758番

第0708-903-006号

平成19年8月30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/3000人〕(ﾁ)

学校法人桜美林学園明々館

大学

町田市常磐町3758番

第0708-903-007号

平成19年8月30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/3000人〕(ﾁ)

学校法人桜美林学園学而館

大学

町田市常磐町3758番

第0708-903-008号

平成19年8月30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/3000人〕(ﾁ)

医療法人社団芙蓉会ふよう病
院

病院

町田市鶴間544番

第0708-903-009号

平成19年8月30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〔7日分/100人〕(ﾁ)

くらしの友町田総合斎場

斎場

町田市金森437番5号

第0708-903-010号

平成19年8月30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〔全館〕(ﾛ)②飲料水・食料を確保している
〔3日分/5人〕(ﾁ)

東平ひまわり保育園

保育園

町田市広袴町543-1

第0712-903-011号

平成19年12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)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)

ロイヤルライフ多摩

有料老人ホーム

町田市下小山田町1461番地

第0901-903-001号

平成21年1月26日

①監視カメラを設置している〔全館61台〕(ﾊ)②全周
バルコニーを設置している〔2～6階〕(ﾍ)③家具類を
壁・床に固定している〔全住居専有部分及び事務室〕
(ﾁ)④救命講習を積極的に受講している(ﾘ)⑤ＡＥＤを
配置している〔1階1台〕(ﾘ)

新宿屋ビル

ホテル・事務所

町田市原町田6-13-22

第0905-903-001号

平成21年5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)

ホテルリソル町田

ホテル・飲食店

町田市森野1-12-15

第0905-903-002号(1) 平成21年5月24日

ホテル町田ヴィラ

ホテル・飲食店・物販 町田市森野1-20-10

第0905-903-004号

平成21年5月24日

明星大学日野キャンパス理工
学部Ａ棟

大学

日野市程久保2-1-1

第0708-904-001号

平成19年8月15日

明星大学日野キャンパス共用
演習棟・教育研究棟

大学

日野市程久保2-1-1

第0708-904-002号

平成19年8月15日

医療法人社団回心会回心堂第
二病院

病院

日野市万願寺2-34-3

第0709-904-003号

平成19年9月7日

13/17

①申請者変更(H21.6.1)

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)
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)
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はしご自動車の活動空間を確保している(ﾄ)④
指定消防水利を設置している(ﾄ)⑤什器等を壁・床に
固定している(ﾁ)⑥ＡＥＤを配置している〔1階管理室
1台〕(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はしご自動車の活動空間を確保している(ﾄ)④
指定消防水利を設置している(ﾄ)⑤什器等を壁・床に
固定している(ﾁ)⑥ＡＥＤを配置している〔1階管理室
1台〕(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)④ＡＥＤを配
置している〔1階ＥＶホール1台、診察室1台〕(ﾘ)

認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
平成21年7月20日現在
認
対

定
象

優
物

良
の

防
名

火
称

実践女子短期大学本館

認 定 優 良 防 火 対 象 物 内
の
事
業
所
名
称

用途

大学

社会福祉法人マザアス 特別
養護老人ホームマザアス日野

社会福祉法人東京光の家 本
館・新生園・地域交流セン
ター

特別養護老人ホーム

身障者更生援護施設

所在地

日野市神明1-13-1

日野市万願寺1-16-1

日野市旭が丘1-17-17

認定番号

第0709-904-004号

第0712-904-005号

第0712-904-006号

認定年月日

変更申請

各種防火対策

平成19年9月7日

①防炎製品〔カーテン・暗幕〕を自主的に使用してい
る〔各教室〕(ｲ) ②監視カメラを設置している(ﾊ)③
什器等を壁・床に固定している(ﾁ)④ＡＥＤを配置し
ている〔1階保健室1台〕(ﾘ)

平成19年12月19日

①火気設備・器具の使用を禁止している〔全館〕
(ｲ)②全館禁煙としている(ｲ)③入退室管理をしている
(ｲ)④全周バルコニーを設置している〔2～5階〕(ﾍ)⑤
点滅・音声誘導灯を設置している〔各階〕(ﾍ)⑥指定
消防水利を設置している〔40ｔ〕(ﾄ)⑦家具類を壁・
床に固定している〔全館〕(ﾁ)⑧飲料水・食料を確保
している〔3日分〕(ﾁ)⑨救命講習受講優良証の交付を
受けている(ﾘ)⑩ＡＥＤを配置している〔5階1台〕⑪
災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)⑫地域等と
応援協定を結んでいる(ﾘ)⑬自衛消防訓練審査会に参
加している〔毎年〕(ﾘ)

平成19年12月19日

①指定消防水利を設置している〔40ｔ〕(ﾄ)②ＡＥＤ
を配置している〔1階医務室1台〕(ﾘ)③地域事業所、
自治会と応援協定を結んでいる(ﾘ)④予告無し訓練を
実施している〔1回/年〕(ﾘ)⑤自衛消防訓練審査会に
参加している〔毎年〕(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番地

第0801-904-007号

平成20年1月25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ロッカー類を壁・床に固定している〔全
館〕(ﾁ)⑤ＡＥＤを配置している〔玄関1台〕(ﾘ)

コニカミノルタ東京サイト
（日野） 旧総務館

事務所

日野市さくら町1番地

第0801-904-008号

平成20年1月25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〔防火水槽4箇所、計458㎥〕(ﾄ)③ロッカー類
を壁・床に固定している〔全館〕(ﾁ)④ＡＥＤを配置
している〔隣接建物1台緊急時使用可能〕(ﾘ)

セイコーエプソン株式会社
日野事業所本館

事務所

日野市日野421-8

第0803-904-009号

平成20年3月27日

①入退室管理をしている〔全外部出入口〕(ｲ)②指定
消防水利を設置している〔受水槽150㎥、貯水池73
㎥、蓄熱槽40㎥〕(ﾄ)③ロッカー類を壁・床に固定し
ている〔全館〕(ﾁ)④ガラス飛散防止措置〔フィルム
貼付〕をしている〔全外壁面〕(ﾁ)⑤飲料水・食料等
を確保している〔水1,600本、食料1,300食、難燃毛布
900枚、小型発電機2台〕(ﾁ)⑥ＡＥＤを配置している
〔1階2台〕(ﾘ)⑦自衛消防訓練審査会に参加している
(ﾘ)

東京南農業協同組合

事務所

日野市三沢3-53-15

第0806-904-001号

平成20年6月9日

①災害時対応マニュアルを策定している(ﾘ)

ホテル

日野市高幡1005-6

第0903-904-001号

平成21年3月29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(ﾄ)

保育園

羽村市羽東3-21-12

第0709-905-001号

平成19年9月27日

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〔全館〕(ﾁ)③飲料水・食料を確保している〔3
日分〕(ﾁ)④ガラス飛散防止措置〔フィルム貼付 〕を
している〔全館〕(ﾁ)

平成19年9月27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家具類を壁・床に固定している〔全館〕(ﾁ)④飲
料水・食料を確保している〔4日分〕(ﾁ)⑤ガラス飛散
防止措置〔窓ガラス（フィルム貼付、網入）、蛍光灯
飛散防止〕をしている〔全館〕(ﾁ)

七生支店

シティホテル高幡

社会福祉法人玉水学園
保育園

社会福祉法人松栄福祉会
村まつの木保育園

玉水

羽

保育園

羽村市小作台3-9-12

第0709-905-002号
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認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
平成21年7月20日現在
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各種防火対策

創価学会福生文化会館

礼拝堂

福生市加美平3-35-7

第0711-905-003号

平成19年11月7日

①入退室管理をしている(ｲ)②非常警報設備〔放送設
備〕を自主的に設置している(ﾊ)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)

武陽ガス(株)本社ビル

事務所

福生市本町17-1

第0711-905-004号

平成19年11月7日

①飲料水を確保している〔職員3日分〕(ﾁ)②救命講習
を積極的に受講している(ﾘ)

富士フレーバー(株)事務棟

事務所

羽村市緑ヶ丘3-5-8

第0711-905-005号

平成19年11月28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ロッカー類を壁・床に固定している〔全館〕
(ﾁ)④救命講習を積極的に受講している(ﾘ)

ホテル

ホテル

西多摩郡瑞穂町大字武蔵176-1 第0711-905-006号

平成19年11月28日

①火気設備･器具の使用を禁止している〔客室内〕
(ｲ)②監視カメラを設置している(ﾊ)③内装を自主的に
不燃化している〔客室内〕(ﾛ)

飲食店

福生市本町36-1

第0712-905-007号

平成19年12月28日

①監視カメラを設置している(ﾊ)②予告無し訓練を実
施している〔2回/年〕(ﾘ)③自衛消防活動に必要な装
備〔応急手当用具〕を自主的に配置している(ﾘ)

物販

福生市本町36-1

第0712-905-008号

平成19年12月28日

①監視カメラを設置している(ﾊ)②ＡＥＤを配置して
いる(ﾘ)③自衛消防活動に必要な装備〔応急手当用
具〕を自主的に配置している(ﾘ)

幼稚園

福生市熊川490-1

第0712-905-009号

平成19年12月28日

①監視カメラを設置している(ﾊ)②救命講習を積極的
に受講している(ﾘ)

ネッツトヨタ多摩㈱

展示場・事務所

福生市志茂215

第0712-905-010号

平成19年12月28日

①自衛消防訓練を積極的に実施している〔1回/月〕
(ﾘ)

福生市役所

官公庁

福生市本町5

第0903-905-001号

平成21年3月2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敷地内に消防水利を設けている(ﾄ)④飲料水･
食料を確保している〔3日分〕(ﾁ)

宗教法人円福寺 如意輪幼稚
園

幼稚園

西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎137 第0903-905-002号

平成21年3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)

株式会社ベネッセコーポレー
ション東京ビル

観覧場・事務所

多摩市落合1-34

第0708-906-003号

平成19年8月1日

①緊急離発着場を設置している(ﾄ)②飲料水・食料を
確保している(ﾁ)

多摩市総合福祉センター・多
摩市立温水プール

飲食店・物販・知的障
害者救護施設・身体障
多摩市南野3-15-1
害者更生援護施設・事
務所・その他の事業所

第0708-906-005号

平成19年8月27日

①ＡＥＤを配置している〔1階受付1台〕(ﾘ)

グリーン･ワイズセンターオ
フィス

飲食店・物販・事務所 多摩市山王下2-2-2

第0708-906-006号

平成19年8月31日

①近隣事業所と応援協定を結んでいる(ﾘ)②救命講習
を積極的に受講している(ﾘ)

ケーヨーデイツー唐木田店

物販

多摩市唐木田1-3

第0708-906-007号

平成19年8月31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)

学校法人有馬学園
稚園

幼稚園

多摩市和田712

第0708-906-008号

平成19年8月31日

①全館禁煙としている(ｲ)②入退室管理をしている(ｲ)

あいおい損害保険株式会社
桜ヶ丘事務センター

事務所

多摩市関戸1-7-2

第0712-906-009号

平成19年12月4日

①監視カメラを設置している(ﾊ)②救命講習受講優良
証の交付を受けている(ﾘ)③ＡＥＤを配置している〔3
階1台〕(ﾘ)

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0712-906-010号

平成19年12月6日

①入退室管理をしている(ｲ)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〔1階防災セ
ンター1台〕(ﾘ)

１Ｈ2０

(株)福泉舎
店

サンマルク福生

(株)福泉舎
福生店

ＴＳＵＴＡＹＡ

学校法人聖愛学園
園

聖愛幼稚

緑ヶ丘幼

15/17

認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
平成21年7月20日現在
認
対

定
象

優
物

良
の

防
名

火
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

京王プラザホテル多摩

ホテル・物販・事務所 多摩市落合1-43

第0806-906-001号

平成20年6月19日

①監視カメラを設置している(ﾊ)②救命講習受講優良
証の交付を受けている(ﾘ)③ＡＥＤを配置している〔2
階1台〕(ﾘ)④地域事業所と応援協定を結んでいる
(ﾘ)⑤自衛消防技術認定証を取得している〔規定数外
11名〕(ﾘ)

ミツミ電機株式会社

事務所

多摩市鶴牧2-11-2

第0812-906-002号

平成20年12月5日

①全館禁煙としている(ｲ)②社内報〔毎月〕に防災に
関する記事を掲載し、防災意識の啓発を図っている
(ﾘ)

事務所

多摩市関戸1-9-1

第0903-906-003号

平成21年3月27日

①飲料水・食料を確保している〔3日分/700人〕(ﾁ)②
救命講習受講優良証の交付を受けている(ﾘ)③ＡＥＤ
を配置している〔1階1台〕(ﾘ)

第0905-906-001号

平成21年5月31日

①全館禁煙としている(ｲ)②火気設備・器具の使用を
禁止している〔全館〕③入退室管理をしている(ｲ)④
防炎物品〔カーテン〕を自主的に使用している〔全
館〕(ﾛ)⑤消防水利を設置している(ﾄ)⑥はしご自動車
の活動空間を確保している〔東側空地〕(ﾄ)⑤飲料水
を確保している〔3日分/120人〕(ﾁ)⑥災害時対応マ
ニュアルを策定している(ﾘ)

第0907-906-002号

平成21年7月17日

①全週バルコニーを設置している〔2階～6階〕(ﾍ)②
飲料水・食料を確保している〔3日分/300人〕(ﾁ)③Ａ
ＥＤを配置している〔4階1台〕(ﾘ)

京王電鉄株式会社本社ビル

京王電鉄株式会社

トヨタ西東京カローラ株式会
トヨタ西東京カローラ株式会社 事務所
社本社ビル

多摩市関戸4-8-3

養護老人ホーム・軽費
老人ホーム・老人デイ 多摩市山王下1-18-2
サービスセンター

楽友会高齢者福祉施設

宗教法人神霊教第二礼拝堂

教会

あきる野市菅生1418番地

第0710-907-001号

平成19年10月10日

①全館禁煙としている〔敷地内を含む〕(ｲ)②火気設
備・器具の使用を制限している〔全館〕(ｲ)③防炎物
品〔カーテン〕を自主的に使用している(ﾛ)④可搬ポ
ンプを設置している〔2台〕(ﾎ)⑤指定消防水利を設置
している〔40㎥5基、100㎥1基〕(ﾄ)⑥飲料水を確保し
ている〔40・〕(ﾁ)

秋川渓谷瀬音の湯
ス棟

物販

あきる野市乙津565

第0712-907-002号

平成19年12月25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1台〕(ﾘ)

図書館

あきる野市秋川1-16-2

第0712-907-003号

平成19年12月25日

①全館禁煙としている(ｲ)②防炎物品〔じゅうたん〕
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)

バイオマ

あきる野市中央図書館

富士通株式会社あきる野テク
ノロジセンター 西１番館

事務所

あきる野市渕上50番地

第0712-907-004号

平成19年12月27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)②防炎物品〔じゅうたん、ロールカーテン〕
を自主的に使用している〔全館〕(ﾛ)③緊急離発着場
等を設置している〔敷地内〕(ﾄ)④飲料水・食料を確
保している〔3日分/400人〕(ﾁ)⑤ＡＥＤを配置してい
る〔1階1台〕(ﾘ)⑥自衛消防訓練審査会に参加してい
る〔毎年〕(ﾘ)

東京たまエコセメント化施設
管理棟

工場･ＰＲセンター

日の出町大久野7642

第0802-907-005号

平成20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)②
ＡＥＤ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0802-907-006号

平成20年2月29日

①ＡＥＤを配置している〔2階1台〕(ﾘ)

官公署・郵便局

檜原村467-1

第0802-907-007号

平成20年2月29日

①ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

秋川流域斎場組合ひので斎場
斎場棟

斎場

日の出町平井3092

第0803-907-008号

平成20年3月27日

①指定消防水利を設置してい(ﾄ)②ＡＥＤを配置して
いる〔1階1台〕(ﾘ)

ケーヨーＤ２あきる野店

物販

あきる野市下代継48番地

第0803-907-009号

平成20年3月27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(ﾄ)

あきる野市役所

官公署

あきる野市二宮350番地

第0810-907-001号

平成20年10月21日

ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

檜原村庁舎

檜原郵便局
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認定優良防火対象物一覧表（多摩地区）
平成21年7月20日現在
認
対

定
象

優
物

良
の

防
名

火
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

ひのでグリーンプラザ

事務所

日の出町平井3231-1

第0812-907-002号

平成20年12月22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、火災の早期発見による消火体制の確立及
び避難対応等を可能としている(ﾊ)③ＡＥＤを配置し
ている。〔1階1台〕(ﾘ)

檜原村郷土資料館

資料館

檜原村3221

第0812-907-003号

平成20年12月25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、火災の早期発見による消火体制の確立及
び避難対応等を可能としている(ﾊ)

秋川農業協同組合本店

事務所

あきる野市秋川3-1-1

第0903-907-003号

平成21年3月23日

①防炎物品〔カーテン等〕を自主的に使用している
〔全館〕(ﾛ)②監視カメラを設置している(ﾊ)

旅館

奥多摩町氷川1446

第0906-908-001号

平成21年6月3日

非常時活用可能である豊富な湧水を確保している(ﾁ)

氷川保育園

保育園

西多摩郡奥多摩町氷川1416

第0709-908-002号

平成19年9月7日

①全館禁煙としている(ｲ)

奥多摩町福祉会館

集会室・図書館等

奥多摩町氷川199

第0808-908-001号

平成20年8月28日

①全館禁煙としている(ｲ)

奥多摩文化会館

集会室・図書館・診療
奥多摩町小丹波82
所

第0808-908-002号

平成20年8月28日

①ＡＥＤを配置している〔1階1台〕(ﾘ)

株式会社

荒澤屋

株式会社

荒澤屋

計219対象

17/17

