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用語例

⑴　法とは，消防法（昭和23年法律第186号）をいう。
⑵　政令とは，消防法施行令（昭和36年政令第37号）をいう。
⑶　省令とは，消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）をいう。
⑷　危政令とは，危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）をいう。
⑸　危省令とは，危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）をいう。
⑹　条例とは，火災予防条例（昭和37年東京都条例第65号）をいう。
⑺　条則とは，火災予防条例施行規則（昭和37年東京都規則第100号）をいう。
⑻　建基法とは，建築基準法（昭和25年法律第201号）をいう。
⑼　建基政令とは，建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）をいう。
⑽　建基省令とは，建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）をいう。
⑾　建安条例とは，東京都建築安全条例（昭和25年東京都条例第89号）をいう。
⑿　建基規則とは，東京都建築基準法施行規則（昭和25年東京都規則第194号）をいう。
⒀　施行規程とは，火災予防施行規程（昭和37年７月東京消防庁告示第17号）をいう。
⒁　火災予防規程とは，東京消防庁火災予防規程（昭和61年５月東京消防庁訓令第36号）をいう。
⒂　特例基準とは，消防法施行令並びに火災予防条例の特例基準等に関する規程（昭和39年４月東京消防庁訓令甲第

６号）をいう。
⒃　共同住宅等特例基準（第253号）とは，共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について
　（平成８年４月１日予予第253号 予防部長依命通達（平成19年４月１日廃止））をいう。
⒄　特定共住省令とは，特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関す

る省令（平成17年総務省令第40号）をいう。
⒅　電安法とは，電気用品安全法（昭和36年法律第234号）をいう。
⒆　電安政令とは，電気用品安全法施行令（昭和37年政令第324号）をいう。
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