消防用設備等の点検報告の届出先
申請に係る建築物の所在地
政令別表第１(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、16項イ及び(16
つくば市研究学園一丁目１番地１
の２)項に掲げる防火対象物のうち、収容人員が300人以上のもの(政令第
２条の適用がある場合を含む。)
Tel 029-851-2633
上記以外の申請は、建築物の所在地を管轄する以下の消防署へ提出
つくば市中央消防署
ア 旭 吾妻一丁目 吾妻二丁目 吾妻三丁目 吾妻四丁目
つくば市研究学園一丁目１番地１
天久保一丁目 天久保二丁目 天久保三丁目 天久保四丁目
Tel 029-851-1691
新井 稲荷前 今鹿島 上野 上ノ室 梅園一丁目 梅園二丁目
大 岡村新田 鬼ケ窪 小野川 小野崎 面野井
カ 学園の森一丁目 学園の森二丁目 学園の森三丁目
学園南一丁目 学園南二丁目 学園南三丁目 春日一丁目
春日二丁目 春日三丁目 春日四丁目 葛城根崎 要
要元上口の堀 要元猿壁 要元中根 要元南口の堀
要元弥平太 上河原崎 上河原崎下河原崎入会地
上河原崎元中北 上河原崎元宮本 上郷 上境 上里
上原 上広岡 苅間 北郷 吉瀬 倉掛 栗原
研究学園一丁目 研究学園二丁目 研究学園三丁目
研究学園四丁目 研究学園五丁目 研究学園六丁目
研究学園七丁目 高野 木俣 金田
サ 妻木 西郷 栄 桜一丁目 桜二丁目 桜三丁目 さくらの森
酒丸 酒丸元中東 酒丸元西酒丸 酒丸元西谷ケ代 大角豆
柴崎 島 島名 下大島 下河原崎 下原 下平塚 下広岡
下別府 松栄 上蛇町 千現一丁目 千現二丁目
タ 平 高須賀 高田 高良田 高良田元上新田 高良田元下新田
田倉 竹園一丁目 竹園二丁目 竹園三丁目 玉取 土田
手子生 天王台一丁目 天王台二丁目
東光台一丁目 東光台二丁目 東光台三丁目
東光台四丁目 東光台五丁目 遠東 豊里の杜一丁目
豊里の杜二丁目
ナ 中根 長峰 中東原新田 中別府 鍋沼新田 並木一丁目
並木二丁目 並木三丁目 並木四丁目 西大沼 西大橋
西岡 西高野 西沢 二の宮一丁目 二の宮二丁目
二の宮三丁目 二の宮四丁目 西原 西平塚 沼崎 野畑
ハ 八幡台 百家 花室 花園 原 春風台 東一丁目 東二丁目
東新井 東岡 東平塚 古来 本沢
マ 真瀬 松代一丁目 松代二丁目 松代三丁目 松代四丁目
松代五丁目 松塚 松野木 水掘 緑ケ原一丁目 緑ケ原二丁目
緑ケ原三丁目 緑ケ原四丁目 南原 御幸が丘
ヤ 柳橋 山中 横町 吉沼 吉沼五人受
ラ 流星台
提 出 先
つくば市消防本部 予防広報課

消防用設備等の点検報告の届出先
つくば市北消防署
つくば市上沢３番地
Tel 029-867-2355

ア 明石 安食 池田 泉 磯部 臼井 漆所 大形 大久保
大砂 大曽根 大貫 大穂 長高野 小沢 小田
カ 鹿島台 上大島 上沢 上菅間 神郡 北太田 北原
君島 国松 小泉 高野原新田 小和田
サ 佐 酒寄 篠崎 杉木
タ 立原 田中 田水山 筑波 筑穂一丁目 筑穂二丁目
筑穂三丁目 作谷 寺具 天王台三丁目
ナ 中菅間 沼田
ハ 蓮沼 花畑一丁目 花畑二丁目 花畑三丁目 平沢
北条 洞下
マ 前野 水守
ヤ 山木 山口
ワ 若森 和台 和台原
つくば市南消防署
ア 赤塚 あしび野 天宝喜 新牧田 飯田 池の台
つくば市観音台一丁目25番地３
池向 市之台 稲岡 稲荷川 稲荷原 今泉 梅ケ丘
Tel 029-８３８-0279
榎戸 大井 大白硲 大舟戸 大わし 小茎
カ 梶内 梶内新牧田下原入会地 片田 上岩崎 上萱丸
上横場 観音台一丁目 観音台二丁目 観音台三丁目
北中島 北中妻 九万坪 茎崎 高野台一丁目
高野台二丁目 高野台三丁目 小白硲 駒込 小山
サ 境田 境松 桜が丘 下岩崎 下萱丸 下横場
自由ケ丘 城山 菅間
タ 台町一丁目 台町二丁目 台町三丁目 高崎
鷹野原 高見原一丁目 高見原二丁目 高見原三丁目
高見原四丁目 高見原五丁目 手代木 館野
ナ 中内 中野 中山 西大井 西栗山 西の沢 根崎
ハ 泊崎 八崎 花島新田 羽成 東丸山
東丸山茎崎村房内 樋の沢 富士見台 藤本 古館
房内 宝陽台 細見
マ 牧園 松の里 みどりの一丁目 みどりの二丁目 みどりの中央
みどりの東 みどりの南 緑が丘 南中妻 明神 森の里
ヤ 谷田部
ラ 六斗
ワ 若栗 若葉

