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凡 例 
 
本書において使用している略語は、次のとおりです。 

略 語 正式名称 

法 建築基準法 
令 建築基準法施行令 
規則 建築基準法施行規則 
告示 国土交通省告示（建設省告示） 
細則 東京都建築基準法施行細則及び東京都内各特定行政庁建築基準法

施行細則 
特定行政庁 東京都（多摩建築指導事務所を含む。）、23 特別区、八王子市、町

田市、府中市、調布市、武蔵野市、三鷹市、日野市、立川市、国分

寺市、西東京市、小平市 
協議会 一般社団法人 東京都昇降機安全協議会 
検査者 一級・二級建築士、昇降機等検査員 
所有者等 所有者または管理者 
定期検査 昇降機定期検査 

定期検査報告 昇降機定期検査報告 
業務基準書 昇降機遊戯施設定期検査業務基準書 

検査済証 法第 7条第 5項、法第 7条の 2第 5項、法第 18条 18項の規定に

よる検査済証（昇降機） 

報告済証 昇降機等定期検査報告済証 

 
※ この図書に掲載している法令等は、令和 3年 8 月 31日までに施行されたものです。 
※ 細則及び報告用紙は都内特定行政庁のうち、東京都の例です。 
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