
 
 

まえがき 

 

 

本書は、建築基準法令に基づく昇降機等定期検査報告書を作成する際の参考として、記入

例を示しながらできるだけ分かりやすく、昇降機等に関する法令等を盛り込むなど昇降機

等検査員の方々に活用していただけるよう編集したものです。 

 

平成 17 年の千葉県北西部地震によるエレベーター閉じ込め事故、平成 18 年の港区内で

発生したエレベーター挟まれ事故、平成 19年には、大阪府の遊園地に設置されたコースタ

ーで発生した死亡事故など昇降機や遊戯施設で重大事故が相次ぎ発生したことから、国土

交通省は、定期検査制度の見直しを行い、定期検査の検査項目、検査方法、及び検査結果の

判定基準を定め、昇降機にあっては、平成 20年国土交通省告示第 283号（以下「告示第 283

号」という。）を、遊戯施設にあっては、同告示第 284号を制定しました。 

その後、告示第 283 号にあっては、平成 21年に戸開走行保護装置及び地震時管制運転装

置の設置義務付けなどや平成 22 年、平成 23 年に発生したエレベーターの主索の破断事故

などにより、同告示の一部が改正されております。 

平成 28年 6月には、政令の改正の一部として、資格者制度が見直され、これまでの昇降

機検査資格者から昇降機等検査員となり、定期検査を行うには、国土交通大臣から検査員証

の交付を受ける必要があることが規定されました。 

平成 28 年 11 月 1 日には、これまでの昇降機事故調査結果や昇降機の定期検査に関する

サンプル調査の結果等を踏まえ、告示第 283号の一部が改正され、定期検査報告書の検査結

果表の検査項目が追加されるなど検査内容の充実が図られ、平成 29年 4月 1 日から施行さ

れましたが、昇降機等検査員が定期検査報告書を作成する際には、より深い専門知識と経験

を要求される傾向にあります。 

このため、昇降機等検査員におかれては、安全の理念を第一に心掛け、知識・技能の研鑽

に励み、公正でかつ適正な検査を行い、昇降機等の維持管理について、必要に応じ所有者等

に対してアドバイスを行うなど当該昇降機等の安全確保に尽力されることを願っておりま

す。 

  

最後にお忙しい中、本書の編集にご協力いただきました方々に厚く御礼申し上げます。 

 

平成 29年 8月 

一般社団法人 東京都昇降機安全協議会 
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