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　当協会は、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ご利用できるように「やさしい思いやりをありがとう」キャ

ンペーンを全国で実施しました。

　当協会本部及び各支部が全国で実施した内容は、次のとおりです。

１．街頭キャンペーン等による呼びかけ

　2020年度は新型コロナウイルス感染予防のため街頭キャンペーンをとりやめ、ポスターの掲出を増やし安全を周知し

ました。

２．全国統一ポスター及びステッカーの作成

　2020年度のキャンペーンポスター及びステッカーのデザインは、当協会のマスコットキャラクターであるベータくん

とエスカちゃんが「やさしい思いやりをありがとう」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るデザ

インとしました。また、ポスター下部に、本キャンペーンの主催者名、後援及び協賛の団体名を記載しました。

　＜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

２．１ 全国統一ポスター又はステッカーでの車内広告等

　鉄道車両等の中に全国統一ポスター又はステッカーで広告しました。

11 月 10 日
「エレベーターの日」
やさしい思いやりを

ありがとう
キャンペーン実施報告

2020 年度

全国統一ポスター

ベータくん  エスカちゃんベータくん  エスカちゃん

ステッカー
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鉄道車両等のポスター掲出の一部を掲載いたします。

表１　ポスター等の当協会の広告の期間及び場所等

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 1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 ポスター

11月 1日～11月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～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 都営地下鉄全線 浅草線、大江戸線、新宿線、三田線の電車内 ステッカー

11月 9日～11月15日 ゆりかもめ 電車内 ポスター

11月 3日～11月17日
東武スカイツリーライン 伊

勢崎線（半蔵門線直通）
電車内 ポスター

11月 5日～11月10日 東日本旅客鉄道 新潟駅及び長岡駅構内 ポスター

北陸 11月 9日～11月15日

西日本旅客鉄道北陸本線

電車内 ポスターIRいしかわ鉄道

あいの風とやま鉄道

関西
11月 1日～11月15日

大阪モノレール 電車内
ポスター

11月 1日～ 1月31日

中国

四国
11月 4日～11月10日 広島高速交通 アストラムライン電車内 ポスター

九州 10月 1日～12月31日 福岡市交通局 赤坂駅、薬院駅 電照看板

北海道旅客鉄道 札幌市交通局 市営地下鉄 函館市企業局交通部 市電

旭川市電気軌道 バス くしろバス 十勝バス
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仙台市交通局 地下鉄南北線 仙台市交通局 地下鉄南北線 仙台空港鉄道
仙台空港アクセス線

東日本旅客鉄道 仙山線 東日本旅客鉄道 盛岡～一関 東京都交通局 都営浅草線

新交通ゆりかもめ 東武スカイツリーライン
伊勢崎線 半蔵門線直通

東日本旅客鉄道　新潟駅

西日本旅客鉄道北陸本線 あいの風とやま鉄道線 IRいしかわ鉄道線
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２．２ 掲示板等でのポスター掲出

　鉄道事業者（27社局）及び協会（4団体）、札幌市（200校）及び各務原市（17校）の市立小学校、札幌市消防局、神戸

空港、札幌市民防災センター等のご協力をいただき、ポスターの掲出等を表3のとおり実施しました。

　なお、実施開始時期及び掲出期間は、各事業者に一任しました。

（１）全国統一ポスターの掲出及びリーフレットの設置等

大阪モノレール 広島高速交通 アストラムライン 福岡市交通局 赤坂駅

表２　ご協力事業者様及び実施内容

地域 事業者名等（予定） 実施内容等

北海道

札幌市民防災センター

掲示板等にポスターを掲示し、地震時のエレベーター安全利用リーフレ

ット、大規模地震発生時のエレベーター早期復旧等ご協力のお願いリー

フレットを各500部設置しました。

札幌市の市立小学校（分校含む200校）

校内にポスターを掲示し、エレベーター及びエスカレーターの安全利用

リーフレット、地震時のエレベーター安全利用リーフレットを各校30部

配布しました。

関東
甲信越

東日本旅客鉄道

新潟駅及び長岡駅の構内に、昇降機安全利用リーフレット、ポスターデ

ザインのポケットティッシュ、蛍光ペンの袋詰め250個を設置し、配布し

ました。

東京駅、品川駅、新宿駅、池袋駅、上野駅の駅構内等にポスターを掲示

しました。

小田急電鉄

駅構内等にポスターを掲示しました。

埼玉高速鉄道

新京成電鉄

京成電鉄

相模鉄道

西武鉄道

東急電鉄

東京地下鉄（東京メトロ）

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
事務所内等にポスターを掲示しました。

日本地下鉄協会

東京都理学療法士協会 ポスター画像を機関誌に掲載しました。
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札幌市内　山の手小学校掲示板 東京都交通局 新宿三丁目駅 東京地下鉄 四谷三丁目駅

東京地下鉄 表参道駅 近鉄四日市駅 北改札口付近 近鉄名古屋駅 正面改札口付近

阪急電鉄 十三駅 大阪市高速電気軌道 梅田駅

東海

近畿日本鉄道
近鉄名古屋駅、四日市駅、宇治山田駅の駅構内数ヶ所にリーフレットを
300枚設置し配布しました。

各務原市の市立小学校（全17校）
「エレベーター、エスカレーターはルールを守って正しく乗りましょ
う」と印字したドッジボール（87個）を各務原市内の小学校に寄贈しま
した。

関西

大阪市高速電気軌道（Osaka Metro）
駅構内等にポスターを掲示しました。

京都市交通局

神戸空港 空港内にポスターを掲示しました。

神戸新交通

駅構内等にポスターを掲示しました。
阪急電鉄

中国
四国

高松琴平電気鉄道

広島高速交通

次に、駅構内等のポスター掲出等の一部を掲載します。
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札幌市交通局　大通駅改札付近 仙台市交通局 地下鉄南北線 横浜市交通局 桜木町駅

11月10日 各務原市内の全小学校（17校）にドッジボール（87個）を贈呈しました。（東海支部）

各務原市役所に訪問し浅野市長にドッジボールを贈呈しました。 ドッジボール見本

表３　ご協力事業者様及び実施内容

地域 事業者名等 実施内容等

北海道
札幌市消防局 掲示板等にポスターを掲示しました。

札幌市交通局 駅構内等にポスターを掲示しました。

東北

東北百貨店協会 会員の百貨店 掲示板等にポスター（エスカレーターのポスター）を掲示しました。

仙台市交通局

南北線の車内中吊り及び駅構内等にポスターを掲示した。また、仙台市

交通局主催の「エスカレーターマナーアップキャンペーン」に参加し、

ポスターデザインのポケットティッシュ、蛍光ペンの袋詰め2000個を配

布しました。

関東 横浜市交通局

駅構内等にポスターを掲示しました。

東海 名古屋市交通局

関西 大阪モノレール

九州
西日本鉄道

福岡市交通局

（２）事業者名等の名前入りポスターの掲出

次に、駅構内等のポスター掲出等の一部を掲載します。

各 務 原 市 の ホ ー ム ペ ー ジ

「ズームアップかかみがはら」

に掲載されました。
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３．「アンケートに答えて当てよう！」抽選で図書カードをプレゼント

　当協会ホームページ（https://www.n-elekyo.or.jp）で、エレベーター、エスカレーターの安全利用に関するアンケー

トを次のとおり実施しました。皆様のご協力ありがとうございました。

　アンケートの結果は、当協会のホームページのトップページの「お知らせ」欄に掲載しています。

　応募期間： 2020年11月1日から2021年1月15日まで

　応 募 数： 7,405 名

　なお、応募者の中から厳正な抽選により、50名様に図書カード（1,000円分）を贈呈しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

名古屋市交通局 名古屋駅 大阪モノレール 大阪空港駅 仙台 三越

横断幕で安全利用を周知 リーフレット等をカゴに入れて配布 テレビ取材

「仙台市交通局主催のエスカレーターマナーアップキャンペーン」に参加しました。

（仙台市交通局 11月10日実施：東北支部）

藤崎 さくら野百貨店 青森本店 川徳　アネックス川徳店



エスカちゃんベータくん

凌雲閣（りょううんかく）

11 月 10日は「エレベーターの日」
1890年（明治23年）11月10日、東京、浅草に完成した12階建ての展望塔
「凌雲閣」に、日本初の電動式エレベーターが設置されました。
日本エレベーター協会では、この11月10日を「エレベーターの日」と定
め、昇降機の安全、安心な利用のためのキャンペーンを実施していま
す。
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　コロナ禍で2度目の新年度がスタートしました。2度目の

緊急事態宣言も解除されワクチン接種も始まりますが、こ

れからも引き続き感染防止に留意しつつ、新型コロナ感染

の収束と、今後のつつがない経済や医療の発展を祈るばか

りです。

　さて、今から約22年前となる1999年10月、iMacの大ヒッ

トに続いて「iMac to Go」のキャッチフレーズで発売され

たiBookは、LANケーブルを接続しなくともネットワークに

つながる画期的なノートパソコンでした。このiBookの発

売をきっかけにWi-Fi(無線LAN)がインフラとなるまで浸透

したと言っていいでしょう。同様に近年はパソコンの周辺

機器も、続々とワイヤレス化されキーボードもマウスもワ

イヤレス接続が珍しくなくなりました。

　そして5年前、2016年9月に発売されたiPhone7には、イ

ヤホンジャックがありませんでした。これをきっかけに、

「完全ワイヤレス」イヤホンが一気に普及しました。両耳

に弾丸のような耳栓！？を着けてる人や、うどんが耳から

はみ出しているような人は、もう電車の中では珍しくあり

ません。既に多くのオーディオブランドがこのワイヤレス

市場に参入していて、なにかと先行するアップルの牙城を

如何に崩すかという構図となっています。

　無線のイヤホン（オーディオ機器）は音がよくなく遅延

もあり、屋外や人混みの中ではよく切れるというのは、既

に過去の話。昨今は、ノイズキャンセリング機能までも

が、廉価機種にも組み込まれるようになりました。私も、

愚息が購入したのをきっかけに試したところ、完全ワイヤ

レスイヤホンのなんて幸せな使用感。イヤホンケーブルに
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気を使わなくていいことが、こんなにも自由で楽だなん

て。しかも、ケーブルがないことが着け心地にも影響し

て、思いの外疲れないのも好印象です。

　ということで、イヤホンで楽しむ音楽にも味がありま

すが、不自由なく大勢でライブが楽しめる日々が戻って

くることを望むとともに、エレベーターも近未来的には

もちろん、画期的なブレイクスルーでワイヤレスだよ

ね？などと、これから迎えるであろう新しい世界に思い

を馳せる今日この頃です。　　　　　　    （志賀　記）




