
令和２年２月１４日 

 

中国運輸局管内タクシー事業者 各位 

 

中国運輸局自動車技術安全部長 

中国運輸局自動車交通部長 

 

新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の徹底について 

 

 標記について、令和２年２月１３日にタクシー運転者への感染が確認されました。 

 つきましては、始業点呼時に、運転者に疲労、疾病等の体調を申告させる等によ

り、運転者の健康状態を確実に把握するとともに、社内の感染予防対策を自己確認す

るよう、さらに、利用者に対するチラシ（別添）の掲示・配布等による感染予防対策

の実施に協力いただけますよう、お願いいたします。 

 また、新型コロナウイルスにつきまして、日本政府観光局（JNTO）では、365日 24

時間多言語（日、英、中、韓）で対応可能なコールセンター（Japan Visitor 

Hotline）や公式 SNS（ツイッター、ウェイボー）により、訪日外国人旅行者に対し、

発熱や呼吸器症状等がある場合には、事前連絡を行った上で医療機関に受診すること

等を勧奨しているところです。御社におかれましては、チラシ（別添）をプリントア

ウト等していただき、車内・営業所等への掲示・配布等により訪日外国人旅行客への

周知にご協力いただけますようお願いいたします。 

なお、万が一従業員の方に感染の疑いや確認がされた場合には、速やかに最寄り保

健所や厚生労働省のコロナウイルス相談窓口（TEL：0120-565653（フリーダイヤル）

（受付時間 AM０９：００～PM０９：００））へ連絡いただくほか、中国運輸局自動車

技術安全部保安・環境調整官まで、ご報告を頂けますよう併せてお願いいたします。 

 

中国運輸局連絡先                            

中国運輸局自動車技術安全部保安・環境調整官 

TEL:082-228-9144（夜間・休日 090-9062-7793）／FAX:082-228-9148 

 

〔参考情報〕 

厚生労働省ホームページ 新型コロナウイルス感染症について 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

首相官邸ホームページ  

各都道府県の新型コロナウイルスに関するお知らせ・電話相談窓口 

   https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html


令和２年２月１４日 

 

中国運輸局管内個人タクシー事業者 各位 

 

中国運輸局自動車技術安全部長 

中国運輸局自動車交通部長 

 

新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の徹底について 

 

 標記について、令和２年２月１３日にタクシー運転者への感染が確認されました。 

 つきましては、自己の健康状態を確実に把握するとともに、マスクの着用、咳エチ

ケット、手洗い等の感染予防対策をとるよう、さらに、利用者に対するチラシ（別

添）の掲示・配布等による感染予防対策の実施に協力いただけますよう、お願いいた

します。 

 また、新型コロナウイルスにつきまして、日本政府観光局（JNTO）では、365日 24

時間多言語（日、英、中、韓）で対応可能なコールセンター（Japan Visitor 

Hotline）や公式 SNS（ツイッター、ウェイボー）により、訪日外国人旅行者に対し、

発熱や呼吸器症状等がある場合には、事前連絡を行った上で医療機関に受診すること

等を勧奨しているところです。御社におかれましては、チラシ（別添）をプリントア

ウト等していただき、車内等への掲示・配布等により訪日外国人旅行客への周知にご

協力いただけますようお願いいたします。 

なお、万が一感染の疑いや確認がされた場合には、速やかに最寄り保健所や厚生労

働省のコロナウイルス相談窓口（TEL：0120-565653（フリーダイヤル）（受付時間 AM

０９：００～PM０９：００））へ連絡いただくほか、中国運輸局自動車技術安全部保

安・環境調整官まで、ご報告を頂けますよう併せてお願いいたします。 

 

中国運輸局連絡先                            

中国運輸局自動車技術安全部保安・環境調整官 

TEL:082-228-9144（夜間・休日 090-9062-7793）／FAX:082-228-9148 

 

〔参考情報〕 

厚生労働省ホームページ 新型コロナウイルス感染症について 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

首相官邸ホームページ  

各都道府県の新型コロナウイルスに関するお知らせ・電話相談窓口 

   https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html








   

 
 

      [NOTICE] Multilingual Visitor Hotline (24H) on new coronavirus. 

         [通知] 关于新型冠状病毒的多语言旅客咨询（24 小时） 

[알림] 신종 코로나바이러스에 대한 다국어 핫라인 (24 시간)  

 

 

Japan National Tourism Organization 

 

Dear Travelers to Japan, 

Japan National Tourism Organization (JNTO) operates a visitor 

hotline 24 hours a day, 365 days a year.  

Please feel free to call for tourist information or assistance in case 

of accidents or emergencies including new coronavirus. 

Support is available in English, Chinese, and Korean. 

 

亲爱的外国游客； 

日本国家旅游局(JNTO)为外国游客提供 365 天 24 小时的咨询热线服

务。 

如果发生事故或身体不佳（包括疑似新型冠状病毒）等紧急情况需要帮

助的时候，请联系我们。 

我们可以提供中文，英文，韩文的服务。 

最新信息，请参考我们的微博。Japan_Safe_Travel_ 

 
해외에서 방문하신 관광객 여러분, 

일본정부관광국(JNTO)에서는 콜센터「비지터 핫라인」을 24 시간 365 일 

운영하고 있습니다. 

관광정보 또는 신종 코로나바이러스를 포함한 사고 및  

긴급상황 등으로 도움이 필요한 경우 연락 바랍니다. 영어, 중국어, 

한국어로 안내 받으실 수 있습니다. 

 

 

hitoshi_sato
スタンプ



別添  

事 務 連 絡 

令和２年１月２１日 

 

 

 公益社団法人日本バス協会長 殿 

 一般社団法人公営交通事業協会長 殿 

一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会長 殿 

 一般社団法人全国個人タクシー協会長 殿 

 一般社団法人全国福祉輸送サービス協会長 殿 

一般社団法人全国レンタカー協会長 殿 

公益社団法人全日本トラック協会長 殿 

 一般社団法人全国霊柩自動車協会長 殿 

 

 

国土交通省 

自動車局安全政策課長 

 

 

 

新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の徹底について 

 

 武漢市において発生している新型コロナウイルスについて、令和２年１月１４日我

が国においても当該感染者が確認され、今後の更なる感染拡大に備え、新型コロナウ

イルスに関連した感染症対策に関する関係閣僚会議が開催されました。 

 新型コロナウイルス関連肺炎に関する WHO や国立感染症研究所のリスク評価によ

ると、現時点では本疾患は、家族間などの限定的なヒトからヒトへの感染の可能性が

否定できない事例が報告されているものの、持続的なヒトからヒトへの感染の明らか

な証拠はありません。 

現在、国土交通省においては、空港及び港湾施設における検疫の実施の円滑化及び

海外渡航者への情報提供等の水際対策を講じているところであり、貴会に対し特段の

対応を求める状況にございませんが、風邪やインフルエンザが多い時期であることを

踏まえて、咳エチケットや手洗い等、通常の感染対策を行うことが重要とされていま

すので、貴会におかれましては、その旨、傘下会員に対し周知をお願い致します。 

 

 

（参考） 

「新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について」 

（厚生労働省ホームページ、1 月 16 日公表） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08906.html 

 



 別 添  

事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 １ 月 ２ ７ 日 

 

 

 公益社団法人日本バス協会長 殿 

 一般社団法人公営交通事業協会長 殿 

一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会長 殿 

 一般社団法人全国個人タクシー協会長 殿 

 一般社団法人全国福祉輸送サービス協会長 殿 

 一般社団法人全国レンタカー協会長 殿 

公益社団法人全日本トラック協会長 殿 

 一般社団法人全国霊柩自動車協会長 殿 

 

 

国土交通省 

自動車局安全政策課長 

 

 

 

新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の再徹底について 

 

 武漢市において発生している新型コロナウイルスについて、令和２年１月２６日に

我が国４例目の当該感染者が確認されており、引き続き感染拡大の防止に向けて適切

に対策する必要がございます。 
 今般、厚生労働省ホームページにおいて、「中華人民共和国湖北省武漢市における

新型コロナウイルス関連肺炎の発生について」のページが開設され、かつ、「中華人民

共和国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスに関連した感染症に関するＱ＆

Ａ」が掲載されました。 

「新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の徹底について」（令和２年１月２

１日付け事務連絡）において、貴会に対して通常の感染対策をお願いしているところ

ですが、当該ホームページ及びＱ＆Ａを参考に、引き続き、感染対策を講じていただ

くよう要請します。 
 

（参考） 

○「中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

○「中華人民共和国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスに関連した感染症対

策に関するＱ＆Ａ」 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000588519.pdf  



別添  

国自安第１６０号 

令和２年１月２８日 

 

 

 公益社団法人日本バス協会長 殿 

 一般社団法人公営交通事業協会長 殿 

一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会長 殿 

 一般社団法人全国個人タクシー協会長 殿 

 

 

国土交通省 

自動車局安全政策課長 

 

 

 

新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の徹底について（要請） 

 

 中国の武漢において発生している新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の徹

底については、令和２年 1 月２１日付け事務連絡及び同年１月２７日付け事務連絡に

おいて要請してきたところでございますが、本日、武漢への渡航歴の無い本邦のバス

運転者が新型コロナウイルスに感染していたことが確認されました。 

つきましては、感染を予防するため、マスクの着用、咳エチケット、手洗い等の対

策について、更なる徹底を行うよう、傘下会員に対して周知徹底願います。 

また、従業員に新型コロナウイルスの感染が確認された場合には、速やかに各運輸

局に対し報告いただくよう、傘下会員に対して周知願います。 



別 添   

 

国自安第１６２号 

令和２年１月３０日 

 

 

 公益社団法人日本バス協会長 殿 

 一般社団法人公営交通事業協会長 殿 

一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会長 殿 

 一般社団法人全国個人タクシー協会長 殿 

 一般社団法人全国福祉輸送サービス協会長 殿 

 一般社団法人全国レンタカー協会長 殿 

公益社団法人全日本トラック協会長 殿 

 一般社団法人全国霊柩自動車協会長 殿 

 日本バスターミナル協会長 殿 

 

 

国土交通省 

自動車局安全政策課長 

 

 

新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の徹底について（要請） 

 

 

 新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の徹底については、従業員への感染を

予防するため、マスクの着用、咳エチケット、手洗い等の感染対策をお願いしている

ところでございますが、今般、令和２年１月２９日に我が国８例目の感染者が確認さ

れ、当該感染者は同月２８日に感染が確認されたバス運転者と同一のバスに乗車して

いたことが判明いたしました。 

感染経路は不明でありますが、バス内におけるヒトからヒトへの感染が疑われると

ころであり、引き続き感染拡大の防止に向けて適切に対策する必要がございます。 
つきましては、感染を予防するため、マスクの着用、咳エチケット、手洗い等の対

策について、更なる徹底を行うよう、傘下会員に対して周知徹底願います。また、従

業員に新型コロナウイルスの感染が確認された場合には、速やかに各運輸局に対し報

告いただくよう、傘下会員に対して周知願います。 

 

 



別 添   

 

国自安第１７４号 

令和２年２月１３日 

 

 公益社団法人日本バス協会長 殿 

 一般社団法人公営交通事業協会長 殿 

一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会長 殿 

 一般社団法人全国個人タクシー協会長 殿 

 

 

 

国土交通省 

自動車局安全政策課長 

 

 

 

新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の再徹底について（要請） 

 

 

 新型コロナウイルスに係る感染予防対策として、マスクの着用、咳エチケット、手

洗い等の対策をお願いしているところでございますが、今般、令和２年２月 13 日に

タクシー運転者への感染が確認されました。 

つきましては、始業点呼時に、運転者に疲労、疾病等の体調を申告させる等により、

運転者の健康状態を確実に把握するとともに、感染予防対策が取れていることをあわ

せて確認するよう、さらに、利用者に対してもチラシの掲示・配布等により感染予防

対策の実施に協力頂くよう、傘下会員に対して周知徹底をお願いします。 
また、従業員に新型コロナウイルスの感染が確認された場合には、速やかに各運輸

局に対し報告いただくよう、傘下会員に対して、再度、周知をお願いします。 

 

 


