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11月10日「エレベーターの日」及び
2017年度の安全利用の周知活動

一般社団法人日本エレベーター協会・本部事務局

　一般社団法人日本エレベーター協会は、11月10日「エレベーターの日」に合わせ、健常な方も、障がいがあ

る方も、高齢の方も、子どもたちも、全ての方がエレベーター、エスカレーターを安全で快適に利用できるよ

うに　やさしい心  ありがとう　キャンペーンを、国土交通省からの後援と、昇降機関係7団体からの協賛を

受けて、全国で実施します。

１．11月10日「エレベーターの日」

　1890年（明治23年）11月10日、日本初の電動式エレベーターが東京の浅草に完成した12階建

ての展望塔「凌雲閣（りょううんかく）」に設置されました。(1)

　1979年に、当協会ではこの11月10日を「エレベーターの日」と定めました。

　ビルの高層化、高齢化、高福祉化社会の進展を背景にますます必要不可欠な存在となってい

るエレベーター、エスカレーターは、エレベーターが約78万5千台、エスカレーターが約7万1千

台（2017年3月末現在、当協会調べ）稼働しています。

　エレベーター、エスカレーターは便利な縦の交通手段であり、健常な方も、障がいがある方

も、高齢の方も、子どもたちも、全ての方が安全に、安心してご利用いただくため、当協会で

はこの11月10日「エレベーターの日」を機会に、安全な利用方法についてお知らせする活動を

毎年行っています。

２．アンケート結果

　本キャンペーンでは毎年、一般の方を対象にエレベーター、エスカレーターの利用に関するアンケート（注）を実

施しています。過去のデータと直近のデータとを比較した結果、エレベーターに関して「乗り降りする人がいる間、

「開」ボタンを押している」と回答した人は、過去3年間を通じて90％以上にのぼりました。それに対し、「乗ろうとし

た時、ドアに体がぶつかったり挟まれたりしたことがある」と回答した人の割合は60％を上回ります。

　また、エスカレーターでは、「エスカレーターを歩行していて、人とぶつかったことがある」項目では7年間で11％の

改善がみられましたが、「エスカレーターでは手すりをつかんで乗るようにしている」項目ではほとんど変動がありま

せんでした。

（注）集計結果(当協会インターネットホームページ内)

　　　http://www.n-elekyo.or.jp/docs/20170321_elecampaignquestionnaire.pdf

♥

11 月 10 日「エレベーターの日」
やさしい心  ありがとう♥

ベータくん  エスカちゃん

凌雲閣
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表１　アンケート結果推移(一部抜粋)

種類 質問 2009 年 2013 年 2016 年

エレベーター

乗り降りする人がいる間、「開」ボタンを押している 未調査 96 ％ 96 ％

乗ろうとした時、ドアに体がぶつかったり
挟まれたりしたことがある

未調査 63 ％ 62 ％

エスカレーター
歩行していて、人とぶつかったことがある 39 ％ 31 ％ 28 ％

手すりをつかんで乗るようにしている 75 ％ 77 ％ 77 ％

　この結果を受け、本キャンペーンでは、「エレベーターのドアにはさまれないように気をつけよう」、「エスカレーターでは

立ち止まって手すりにつかまりましょう」と呼びかけます。またキャンペーンポスターでは、 やさしい心 ありがとう 

をキャッチフレーズに、エレベーター、エスカレーターの安全で快適な利用をお願いしています。

３．2017年度のキャンペーン内容

３．１ ポスター、ステッカーのデザイン

　2017年度のキャンペーンポスター、ステッカーのデザインでは、当協会のマスコットキャラクターのベータくんとエ

スカちゃんとが やさしい心 ありがとう とエレベーター、エスカレーターの安全な利用を呼びかけています。

　＜後援＞　国土交通省

　＜協賛団体＞

　　一般財団法人北海道建築指導センター

　　一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会 

　　一般社団法人東京都昇降機安全協議会  

　　一般財団法人神奈川県建築安全協会

　　一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会 

　　一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会

　　一般社団法人中国四国ブロック昇降機検査協議会

３．２ 街頭キャンペーン等による呼び掛け

　11月10日「エレベーターの日」には、表2に示す場所で、エレベーター、エスカレーターの安全

利用リーフレット（左の絵）、全国統一ポスターをデザインしたポケットティッシュ及びサイン

ペン（以下「キャンペーン品」という。）又はポケットティッシュを、全国10か所にある支部、

支所関係者又は鉄道事業者のご協力を得て配布し、エレベーター、エスカレーターの安全な利用

を幅広く呼び掛けます。

表２　11月10日に実施する街頭キャンペーン等の実施場所及び実施内容（予定）

地域 実施場所 実施内容 担当支部等

札幌市 札幌市交通局　地下鉄の大通駅構内 キャンペーン品 10,000 セット 北海道支部

仙台市 東日本旅客鉄道　仙台駅構内 キャンペーン品 5,000 セット 東北支部

新潟市 東日本旅客鉄道　新潟駅構内 ポケットティッシュ 1,000 個 新潟県支所

横浜市 関内駅前　街頭 キャンペーン品 2,000 セット 神奈川県支所

金沢市 西日本旅客鉄道　金沢駅前広場 キャンペーン品 2,000 セット 北陸支部

名古屋市 名古屋市交通局　久屋大通駅構内 ポケットティッシュ 750 個 東海支部

大阪市 阪急電鉄　梅田駅 2階、3階改札前 キャンペーン品 5,000 セット 関西支部

広島市
岡山市
高松市
松山市

広島市 八丁堀交差点
岡山市 岡山駅東口広場
高松市 サンポート
松山市 松山三越前

ポケットティッシュ 合計 7,500 個 中国四国支部

♥

♥

全国統一ポスター、ステッカーのデザイン

☚ エレベーター、エスカレーターの安全利用リーフレット
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福岡市
福岡市交通局、西日本鉄道、西日本旅客鉄
道の博多駅及び天神駅 キャンペーン品 合計 7,000 セット 九州支部

小牧市 小牧市の市立小学校 16 校 ドッジボールの贈呈 130 個 東海支部

３．３ ポスター等の広告及び掲出

　次の(1)、(2)に記載した以外には、後援いただいた国土交通省、協賛いただいた昇降機関係団体、全国の特定行政庁

等にも全国統一ポスターを掲出いただきます。また、仙台市地域、東京23区域、神奈川県域では新聞広告を予定してい

ます。

（１）車内の全国統一ポスター又はステッカーでの広告

　全国15社局の鉄道車両等の中に全国統一ポスター、ステッカー、電照看板で広告します。

表３　ポスター等による当協会の広告期間及び場所

地域 期間 掲示場所 広告

北海道

11 月 1 日－ 30 日 北海道旅客鉄道 特急スーパーカムイの電車内

ポスター

11 月 8 日－ 10 日
札幌市交通局

市営地下鉄電車内

11 月 4 日－ 10 日 市電の電車内

11 月 4 日－ 10 日 函館市企業局交通部 市電の電車内

11 月 4 日－ 10 日 旭川電気軌道 旭川市内路線のバス車内

11 月 4 日－ 10 日 くしろバス 釧路市内路線のバス車内

11 月 4 日－ 10 日 十勝バス 帯広市内の路線のバス車内

東北

11 月 7 日－ 10 日
仙台市交通局

地下鉄南北線、東西線の電車内

11 月 7 日－ 10 日 バス車内

11 月 1 日－ 30 日 仙台空港鉄道 空港アクセス線の電車内

ステッカー11 月 1 日－ 30 日 東日本旅客鉄道
東北本線、仙山線、常磐線、東北線（一ノ関
－盛岡）の電車内

関東
11 月 3 日－ 12 月 2 日 東京都交通局 都営全線の電車内

11 月 1 日－ 10 日 越後交通 バス車内
ポスター

関西
10 月 30 日－ 11 月 12 日

大阪高速鉄道 電車内
11 月 1 日－ 1 月 31 日 ステッカー

中国
10 月 11 日－ 11 月 10 日 広島高速交通 アストラムラインの電車内

ポスター
11 月 8 日－ 14 日 西日本旅客鉄道 山陰本線（鳥取 -益田）の電車内

九州 10 月 1 日－ 12 月 31 日 福岡市交通局 博多駅、呉服町駅 電照看板

（２）掲示板等でのポスター掲出

　24社局の鉄道事業者及び4協会、札幌市の203校及び小牧市の16校の市立小学校、福岡市立の7幼稚園、札幌市消防局、

札幌市民防災センター等のご協力をいただき、ポスターの掲出、キャンペーン等を次の表4のとおり実施します。なお、

実施開始時期、掲出期間は、各事業者によって異なります。

表４　ご協力事業者様及び実施内容（予定）

１）キャンペーンの実施及びポスターの掲出

地域 事業者名等 実施内容

東北

東日本旅客鉄道

キャンペーン品の当協会との共同配布 仙台駅

全国統一ポスター

仙台支社及び秋田支社内の駅構内等

関東
東京駅、品川駅、新宿駅、池袋駅、上野駅、
松戸駅の 6駅の駅構内等
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２）全国統一ポスターの掲出

地域 事業者名等 実施内容

北海道
札幌市民防災センター 掲示板等

札幌市の市立小学校 203 校（分校含む）の校内

関東

小田急電鉄、埼玉高速鉄道
相模鉄道、新京成電鉄、京成電鉄、西武鉄道、東京急行電鉄、東京
地下鉄、東京都交通局、
東武鉄道、東葉高速鉄道、北総鉄道

駅構内等

埼玉県建築安全協会 事務所内等、会員向配布

東京都理学療法士協会 事務所内等、会員向配布

日本地下鉄協会 事務所内等

東海 小牧市の市立小学校 16 校の校内

関西 京都市交通局、神戸市交通局

駅構内等中国
四国

高松琴平電気鉄道、広島高速交通

九州
福岡市立幼稚園 7園の園内

九州旅客鉄道、福岡市交通局 駅構内等

３）事業者名等の名前入りポスターの掲出

地域 事業者名等 実施内容

北海道
札幌市交通局 駅構内等

札幌市消防局 掲示版等

東北
東北百貨店協会 経由 会員の百貨店 掲示版等、エスカレーターのポスター

仙台市交通局

駅構内等

関東 横浜市交通局

東海 名古屋市交通局

九州
西日本鉄道

福岡市交通局

　最後になりましたが、エレベーターに乗ろうとした時、ドアに体がぶつかったり挟まれたりすることがないように、

乗り降りする人がいる間、「開」ボタンを押すことによって、また、エスカレーターでは立ち止まって、手すりをつか

んで乗ること、これらのことによって、エレベーター、エスカレーターを安全に、かつ、安心して利用していただくよ

うにお願いいたします。

　特にエレベーターでは乗場のドア周り、エスカレーターでは転倒しやすい踏段の上、乗降口付近で、大人（60歳以

上）(2)、障がいがある方、子どもたち、更には健常な方、全ての方への心遣いをいただければと願っています。

　当協会は、11月10日「エレベーターの日」の全国各地での、エレベーター、エスカレーターの安全な利用をお願い

する やさしい心 ありがとう キャンペーン、全国の鉄道事業者、商業施設、空港施設等と共同で「みんなで手す

りにつかまろう」キャンペーン(3)への協賛、更に年間を通したエスカレーターの安全利用の周知活動によって、全ての

方々がエレベーター、エスカレーターを安全に、安心してご利用いただけるように、引き続き取り組んでまいります。
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