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11月10日「エレベーターの日」を中心とした
2018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・編集委員会

はじめに

　一般社団法人日本エレベーター協会（以下「当協

会」という。）は、11月10日「エレベーターの日」

に合わせ、健常な方、障がいがある方、高齢の方及

び子ども達含め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ご利用いただけるように　

やさしい心  ありがとう　キャンペーンを全国で

実施します。

　当協会は、安全、安心の周知活動を、全国の支部

及び支所の管轄地域で広く、かつ、継続的に年間を

通した活動を展開することとしており、2018年度の

活動状況及び11月10日の「エレベーターの日」を中

心としたキャンペーン等について紹介します。

１. 11月10日「エレベーターの日」について

　当協会では、1979年5月に開催した第30回通常総

会において、エレベーター、エスカレーターのご利

用者が安全に、安心してご利用いただくことの展開

を目的として、「11月10日」を「エレベーターの

日」としました。

 「11月10日」は、日本で初めての電動式エレベー

ターが浅草の凌雲閣に設置され、公開された1890

（明治23）年11月10日に因んでいます。

２. 2018年度の安全、安心キャンペーン活動

　全国の8支部及び3支所並びに本部が毎年「エレベーターの日」の11月10日を中心にして、電車、バスの車内

にポスター広告を、また、電車、バスの車内の窓、壁にステッカー広告を鉃道会社様等に依頼をしています。

　さらに、7月23日から8月31日までの「エスカレーター　みんなで手すりにつかまろう！」キャンペーンを協

同で実施した鉄道会社様のご協力で、駅構内の掲示板等へのポスターの掲出、エレベーター及びエスカレー

ターの安全利用のアニメーション（動画）の駅の画面等での放映等をしていただく予定です。

♥

11 月 10 日
「エレベーターの日」

やさしい心  ありがとう
キャンペーンを
実施します！

♥
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２.１  安全な乗り方の周知活動

　当協会のホームページには、エレベーター、エスカレーターに関する種々のリーフレット、アニメーション

（動画）等を掲載しております。エレベーター、エスカレーターの安全な乗り方を説明した、2015年度に改訂

したリーフレットを「お役立ちリーフレット」としてダウンロードできます。

　当協会が主催する11月10日「エレベーターの日」のキャンペーン及び会員会社が実施している安全キャン

ペーンの支援の他に、行政、関係団体等が開催する安全、防災等の行事、鉄道事業者等が主催する、昇降機に

関する安全キャンペーンには積極的に協力しており、パネルの展示、リーフレット、クリアファイル、ポケッ

トティッシュ、及びお子様向けの「ベータくん、エスカちゃんの塗り絵」等の配布をしています。

　ホームページには、当協会が頒布しているステッカー類、書籍等を掲載しており、また、「お知らせ」欄に

は、「エレベーターの日」等のキャンペーンの実施内容、新たな取り組み等を随時掲載しますので、ご活用く

ださい。

　また、年間を通した安全、安心キャンペーンでは、当協会のマスコットキャラクターである「ベータく

ん」、「エスカちゃん」も皆さんの前でエレベーター、エスカレーターの安全な利用をお願いすることになっ

ています。

２.２  2018年度のポスターデザイン

　2018年度のキャンペーンポスターのデザインでは、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

ちゃんとが当協会のホームページで実施したアンケート結果を紹介し「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。

　また、ポスターの下部には、本キャンペーンの主催者名、後援の国土交通省及び次の協賛の団体名を記載し

ております。

　＜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

２.３  2018年度の「エレベーターの日」キャンペーンの詳細

　2018年度のキャンペーン実施内容は、次の2.3.1から2.3.3のとおりです。

２.３.１  車内のポスター又はステッカーでの広告

　エレベーター、エスカレーターの安全利用についてのポスター又はステッカーを鉄道車両等の中の広告等と

して掲出します。

♥

全国統一ポスター
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ポスター又はステッカーを鉄道車両等の中に掲出する期間及び場所等

地　域 期　間 掲示場所 広　告

北海道

11 月 5 日－ 11 月 10 日 北海道旅客鉄道 普通電車内（札幌 -新千歳空港）

ポスター

11 月 8 日－ 11 月 10 日 札幌市交通局 市営地下鉄電車内

11 月 4 日－ 11 月 10 日 函館市企業局交通部 市電の電車内

11 月 4 日－ 11 月 10 日 旭川電気軌道 旭川市内路線バス車内

11 月 4 日－ 11 月 10 日 くしろバス 釧路市内路線バス車内

11 月 4 日－ 11 月 10 日 十勝バス 帯広市内の路線バス車内

東　北

11 月 7 日－ 11 月 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－ 11 月 10 日 仙台市交通局 バス車内

11 月 7 日－ 11 月 10 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－ 11 月 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
甲信越

11 月 1 日－ 11 月 30 日 東武鉄道各線 東武鉄道の電車内

11 月 5 日－ 11 月 10 日 東日本旅客鉄道 新潟駅構内 ポスター

関　西
11 月 1 日－ 11 月 15 日

大阪高速鉄道 電車内
ポスター

11 月 1 日－ 1 月 31 日 ステッカー

九　州 10 月 1 日－ 12 月 31 日 福岡市交通局 天神南駅、箱崎宮前駅 電照看板

２.３.２  掲示板等でのポスター掲出、及び駅内ビジョンでのアニメーション（動画)の放映

　鉄道事業者、小学校及び消防局等にポスターの掲出、キャンペーンなどのご協力を頂いております。

　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。

キャンペーンの実施及び駅構内等へのポスターの掲出

地　域 事業者名等 実施内容等

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、上野駅の駅構内等

全国統一ポスターの掲出

地　域 事業者名等 実施内容等

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

駅構内等

埼玉高速鉄道

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

埼玉県建築安全協会 事務所内、会員向け配布

東京都理学療法士協会 事務所内、会員向け配布

日本地下鉄協会 事務所内等

東　海 浜松市の市立小学校 97 校の校内
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関　西

大阪市消防局 掲示板等

大阪高速鉄道

駅構内等北大阪急行

京都市交通局

神戸空港 空港内

神戸市交通局

駅構内等

神戸新交通

阪急電鉄

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 2園の園内

九州旅客鉄道
駅構内等

福岡市交通局

事業者名等の名前入りポスターの掲出

地　域 事業者名等 実施内容等

北海道
札幌市消防局 掲示板等

札幌市交通局 駅構内等

東　北
東北百貨店協会 会員の百貨店 掲示板等（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

関　西 大阪高速鉄道

九　州
西日本鉄道

福岡市交通局

２.３.３  街頭キャンペーン等による呼び掛け

 「エレベーターの日」に次の場所でエレベーター、エスカレーターの安全利用を呼び掛けます。

街頭キャンペーン等の実施日、実施場所及び実施内容

地域 実施日 実施場所 実施内容等 担当支部等

札幌市 11 月 9 日
札幌市交通局
地下鉄の大通駅構内

キャンペーン品
10,000 セット配布

北海道支部

仙台市 11 月 9 日
東日本旅客鉄道
仙台駅構内

キャンペーン品
5,000 セット配布

東北支部

長岡市 11 月 9 日
東日本旅客鉄道
長岡駅構内

ポケットティッシュ
1,000 個配布

新潟県支所

渋谷区 11 月 9 日
東京急行電鉄
渋谷駅構内

キャンペーン品
2,000 セット配布

本部
広報委員会

横浜市 11 月 8 日
東京急行電鉄
横浜駅構内

キャンペーン品
1,500 セット配布

本部
神奈川県支所

横浜市 11 月 9 日 関内駅前　街頭
キャンペーン品
2,000 セット配布

神奈川県支所

金沢市 11 月 9 日
西日本旅客鉄道
金沢駅前広場

キャンペーン品
2,500 セット配布

北陸支部

名古屋市 11 月 12 日
名古屋市交通局
久屋大通駅構内

ポケットティッシュ
1,300 個

東海支部

大阪市 11 月 9 日
阪急電鉄
梅田駅 2階 ､3 階改札前

キャンペーン品
5,000 セット配布

関西支部

広島市
岡山市
高松市
松山市

11 月 9 日

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 個配布

中国四国支部

福岡市 11 月 6 日
福岡市交通局
天神駅

キャンペーン品
2,000 セット配布

九州支部

福岡市 11 月 8 日
西日本鉄道
西鉄福岡 (天神 )駅

キャンペーン品
2,000 セット配布

九州支部

浜松市 11 月 9 日 浜松市の市立小学校 97 校
バスケットボールの贈呈
120 個

東海支部



12

▪▪▪ Elevator Journal  No.22  2018. 10

協会記事

２.４  これまでに実施した行事、及び今後のキャンペーン等の予定

　2018年度のこれまでの活動実績及び今後のキャンペーン等の予定は、次のとおりです。

2018年度の活動実績及び今後の予定

2018 年度の活動実績

日　　付 担当支部等 行事名等 内　　容

6 月 23 日 本部

関東支部

エスカレーターマナーアップキャ

ンペーン

東京都理学療法士協会主催キャンペーン「東京 2020 に向けて

暮らしを見つめる」へ参画しました。

当協会マスコットキャラクターのベータくん、エスカちゃん

が出演しました。

リーフレット、ポケットティッシュ及び蛍光ペンを各 100 部

配布しました。

7月 7日

7月 19 日

会員

本部

労働安全衛生週間等の行事（会員

主催）、講演会等

行事及び講演会の出席者全員に「エレベーターの日」キャン

ペーン用のポケットティッシュを配布しました。

7月 23 日から

8月 31 日まで

本部、各支部・

支所

エスカレーター「みんなで手すり

につかまろう」キャンペーン

全国の鉄道事業者 51 社局、商業施設、森ビル、羽田空港、成

田空港、(一社）日本民営鉄道協会、(一社 )日本地下鉄協会、

川崎市、千葉市及び当協会が参画しました。

当協会が提供した「みんなで手すりにつかまろう」キャンペ

ーン用のポケットティッシュを鉄道事業社及び森ビルの方々

と当協会会員とが協力して 12 万 6000 個配布しました。

8月 25 日 関東支部

神奈川県支所

新聞に掲載 毎日新聞に「防災広告」を掲載しました

今後の予定

日　　付 担当支部等 行事名等 内　　容

10 月中旬 東北支部 東北百貨店協会 東北百貨店協会に加盟している 8 社 14 店舗で安全キャンペー

ンを実施される予定です。

リーフレット、ポケットティッシュ及び蛍光ペンを当協会か

ら提供します。

11 月 8 日、9日、

12 日

本部、各支部 「エレベーターの日」キャンペーン ２．３項を参照ください。

2018 年 12 月 関西支部 安全キャンペーン

（神戸空港）

当協会マスコットキャラクターのベータくん、エスカちゃん

が出演予定です。

リーフレット、ポケットティッシュ及び蛍光ペンを配布予定

です。

2019 年 1 月 関西支部 安全キャンペーン

（近鉄奈良駅前）

リーフレット、ポケットティッシュ及び蛍光ペンを配布予定

です。

2019 年 3 月 25 日

（予定）

関西支部 安全キャンペーン

（万博記念公園駅）

当協会マスコットキャラクターのベータくん、エスカちゃん

が出演予定です。

リーフレット、ポケットティッシュ及び蛍光ペンを配布予定

です。

2019 年 3 月 25 日

（予定）

関西支部 安全キャンペーン

（千里中央駅）

リーフレット、ポケットティッシュ及び蛍光ペンを配布予定

です。

おわりに

　当協会は、毎年11月10日「エレベーターの日」を中心にエレベーター、エスカ

レーターの安全なご利用を推進するキャンペーンを展開してきており、2014年度以

来年間を通じて、より広範囲に展開をする計画としております。

　健常な方も、障がいがある方も、高齢な方も、子ども達も、全ての方がエレベー

ター、エスカレーターを安全に、安心してご利用いただくためのキャンペーン活動

について、ご理解頂くとともに、ご協力、ご支援をよろしくお願いいたします。


