2014 年 1 月 27 日
一般社団法人 日本エレベーター協会

「マナーを守って、安全に、快適に」キャンペーン実施報告
全国各地で安全で正しい乗り方を呼び掛け
一般社団法人日本エレベーター協会（所在地：東京都港区、会長：秋葉慎一郎）は、11 月 10 日の「エ
レベーターの日」(*)にちなみ、エレベーター・エスカレーターの安全で正しい乗り方の周知活動、
「マ
ナーを守って、安全に、快適に」キャンペーンを全国で実施しましたので、報告いたします。
本部及び各支部の実施内容は、次のとおりです。
（１）本部
１．１）鉄道車両等での 2013 年全国統一ポスターの掲出
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を東日本旅客鉄道の山手線及び常磐
線の車両の窓上広告として 1,250 枚掲出しました。
主催：一般社団法人日本エレベーター協会
後援：国土交通省
協賛：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
一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会
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

2013 年全国統一ポスター

一般社団法人中国四国ブロック昇降機検査協議会

１．２）エレベーター、エスカレーター「安全利用キャンペーン」のアンケートを募集
当協会ホームページ http://www.n-elekyo.or.jp に、エレベーター、エスカレーターの安全な利用
方法を解説した動画を掲載しました。また、利用者に対して「安全利用キャンペーン」のアンケート
募集を行いました。
①募集期間

2013 年 11 月 1 日(金)から 2014 年 1 月 10 日（金）まで

アンケート募集総数は 19,030 件でした。
②アンケート応募者の中から抽選で、「図書カード（\1,000）
」を 100 名様にプレゼントします。
１．３）大型ビジョンによる映像放映
11 月 8 日(金)から 11 月 10 日（日）までの 3 日間、次の①、②、③の 3 箇所にてエスカレーター利
用時の歩行の危険を訴える映像を上映しました。また、①の新宿アルタ前では 11 月 8 日にポケット
ティッシュを配布しました。
①アルタビジョン新宿／新宿アルタ前
②Q’s EYE／渋谷スクランブル交差点前
③ISETAN TACHIKAWA VISION／伊勢丹立川店前
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（２）支部
２．１）2013 年全国統一ポスターの掲出
2013 年度は、新たに横浜市地下鉄及び新潟交通のバスに掲出いたしました。
担当支部等
北海道支部

項目
車内吊り広告
及び額面広告

東北支部

車内吊り広告

関東支部

車内吊り広告

神奈川県支所

車内吊り広告

新潟県支所

車内広告

九州支部

電飾広告

内容
吊り広告等で札幌市営地下鉄・市電、函館市内市電及び
額面広告で旭川電気軌道バス、くしろバス、十勝バスに
900 枚掲出しました。
仙台市営地下鉄南北線に 200 枚掲出しました。
東京メトロ有楽町線、副都心線、半蔵門線に 1,000 枚掲
出しました。
横浜市営地下鉄に 500 枚掲出しました。
新潟交通の新潟市内のバスに 2013 年ポスターを 400 枚掲
出しました。
福岡市交通局の博多駅及び天神駅で福岡市交通局名を加
えて電飾で掲出しています。

北海道支部 札幌市営地下鉄

東北支部 仙台市営地下鉄

神奈川県支所 横浜市営地下鉄

新潟県支所 新潟市内のバス

期間
11 月 4 日－
11 月 10 日
11 月 7 日－
11 月 10 日
11 月 8 日－
11 月 10 日
11 月 8 日－
11 月 10 日
11 月 1 日－
11 月 10 日
10 月 1 日‐
12 月 31 日

関東支部 東京ﾒﾄﾛ有楽町線等

九州支部 福岡市交通局(電飾広告)

２．２）街頭キャンペーン
各支部は、11 月 8 日（金）に次に示す場所で実施いたしました。
担当支部等
北海道支部

地域
札幌市

実施場所
札幌市交通局殿の地下鉄大通
駅構内

神奈川県支所

横浜市

横浜駅西口前

東海支部

名古屋市

名古屋市西区及び北区の
公立小学校(38 校)
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実施内容
キャンペーン用ポケットティッシュ(5,000
個)を配布し、安全な利用について呼び掛け
ました。
リーフレット、消せる蛍光ペン、キャンペ
ーン用ポケットティッシュ(2,000 ｾｯﾄ)を配
布し、安全な利用について呼び掛けました。
11 月中にキャンペーン文字を印字したドッ
チボールを贈呈(38 校合計 180 個)し、安全
な利用について周知しました。

北陸支部

金沢市

西日本旅客鉄道殿の金沢駅
駅前東口ドーム内

関西支部

大阪市

阪急電鉄殿の梅田駅
2 階及び 3 階コンコース

中国四国支部

広島市
岡山市
高松市
松山市

広島市の本通り交差点付近
岡山市北区イトーヨーカ堂前
高松市の高松サンポート
松山市の松山三越前

ポケットティッシュ(2,000 個)、4 色ボール
ペン及びクレヨンの配布(各 1,000 個)、及
び横断幕、ポスター等を掲示しました。
リーフレット、消せる蛍光ペン、キャンペ
ーン用ポケットティッシュ(5,000 ｾｯﾄ)を配
布し、安全な利用について呼び掛けました。
消せる蛍光ペン(5,000 本)を配布し、安全
な利用について呼び掛けました。

２．３）新聞広告
担当支部等
東北支部
神奈川県支所

内容
河北新報に「エレベーターの日」の広告を掲載しました。
神奈川新聞に「エレベーターの日」の広告を掲載しました。

東北支部 河北新報

掲載日
11 月 10 日
11 月 10 日

神奈川県支所 神奈川新聞

（３）鉄道事業者殿のご協力
鉄道事業者殿のご協力を得て、次を実施いただきました。実施期間は、鉄道事業者殿で異なります。
担当支部等
本部

項目
2013 年ポスター掲出

北海道支部

2013 年ポスター（鉄道
事業者名を記載）掲出
2013 年ポスター（鉄道
事業者名を記載）掲出
2013 年ポスター（鉄道
事業者名を記載）掲出
2012 年ポスター（鉄道
事業者名を記載）掲出
車内ビジョンでの放映

東北支部
東海支部

関西支部

九州支部

2013 年ポスター（鉄道
事業者名を記載）掲出

内容
東日本旅客鉄道殿の東京駅、品川駅、新宿駅、池袋駅、上野駅、
松戸駅、本社及び東京支社に 160 枚掲出していただきました。
札幌市交通局殿の駅構内に札幌市交通局名を記載したポスタ
ーを 400 枚掲出していただきました。
仙台市交通局殿の駅構内に仙台市交通局名を記載したポスタ
ーを 400 枚掲出していただきました。
名古屋市交通局殿の駅構内に名古屋市交通局名を記載したポ
スターを 230 枚掲出していただきました。
名古屋市交通局殿の駅構内に名古屋市交通局名を記載したポ
スターを 450 枚掲出していただきました。
大阪モノレール殿の車内のビジョンにてエスカレーターの安
全周知のための「ベビーカーを乗せないで」、
「巻き込みに注
意」の動画をシリーズで放映いだいています。
福岡市交通局殿の駅構内に福岡市交通局名を記載したポスタ
ーを 220 枚掲出いただきました。
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本部 東日本旅客鉄道殿 新宿駅

北海道支部 札幌市交通局殿 中島公園駅

東海支部 名古屋市交通局殿 本山駅

関西支部 大阪ﾓﾉﾚｰﾙ殿 車内ﾋﾞｼﾞｮﾝ

東海 名古屋市交通局殿 御器所駅

2012 年度ﾎﾟｽﾀｰを名古屋市交通局殿で

東北支部 仙台市交通局殿 ﾎﾟｽﾀｰ

九州支部 福岡市交通局殿 ﾎﾟｽﾀｰ

ﾗﾐﾈｰﾄ加工し恒久的に掲示するとのこと

(*)：
「エレベーターの日（11 月 10 日）」について
日本初の電動式エレベーターは、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（りょううんかく）」に設置されました。当協会では、1979 年に、この 11 月 10 日を「エレベ
ーターの日」と定め、毎年この日を中心に、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。
日本国内の昇降機は、2013 年 3 月末現在、エレベーター約 67 万 9 千台、エスカレーター約 6 万 8 千台（当
協会の調査による。
）が稼働しており、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る一方、安全な利用方法を守らなければ利用
者事故、故障につながることがあるため、当協会ではこの「エレベーターの日」を機会に、毎年安全で正し
い利用方法についての周知活動を行っています。

＜本件についてのお問い合わせ先＞：

〒107-0062 東京都港区南青山 5-10-2
一般社団法人日本エレベーター協会
電話 03-3407-6471（代表） FAX 03-3407-2259
http://www.n-elekyo.or.jp
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