
令和３年４月２７日
北 海 道 運 輸 局

道内の乗合バス事業者において新型コロナウイルス感染症のクラスターが生じた
ことに伴い、北海道運輸局及び運輸支局は「バス・タクシーにおける新型コロナウ
イルス感染症感染防止対策ガイドライン」に基づく感染症予防対策の実施状況の緊
急査察を実施し、このたびその結果をとりまとめましたのでお知らせいたします。

【実施期間】 令和３年２月２５日（木）～３月３１日（水）

【実施事業者数】 ４２事業者

【実施方法】 本年２月に実施した別紙の点検表による自主点検結果の報告に基づき、運輸局等に
よる現地査察を実施。今回のクラスター事案では職場内での感染が原因となったと考え
られること等を踏まえ、乗務員の休憩室や仮眠室等共用スペースを重点的に確認した。

【重点確認事項及び結果概要】
（１）感染防止対策のための体制整備

ガイドラインに基づく感染防止マニュアルの作成、自社緊急連絡体制の活用により、体制の整
備が図られ運用されていた。

なお、一部事業者において、保健所への連絡・対応方法が未整備であったことから、ガイドライ
ンに基づく体制を整備するよう指導した。

（２）従業員等の体調管理
出勤時及び退勤時等における朝夕２回の検温の実施、体調不良者等に対する自宅待機措置

などの対応体制の構築、指導教育や掲示物等による「新しい生活様式」の実践の周知や家族ぐる
みの健康管理の促進が行われていた。

なお、一部事業者において、出社時のみ又は体調不良時しか検温を実施していないことが確認
されたことから、ガイドラインに基づき可能な限り、朝夕２回の体温測定を実施するよう指導した。

（３）車両・施設の感染予防対策
車両については、マスクの常時着用、防護スクリーンの設置、運転席付近の客席の使用禁止等
による運転者と旅客との隔離、常時換気、定期的な消毒等の対策が講じられていた。

施設については、マスクの常時着用、身体的距離の確保、仕切り板・消毒液の設置、定期的な
換気・消毒等３密を避ける対策が講じられていた。特に喫煙所や休憩仮眠施設など従業員同士
の接触機会が多い場所では、短時間利用、低濃度オゾン発生装置の設置、リネン類等の消毒、
使い捨てリネンの使用などの一層の感染防止対策が図られていた。

詳しくは、別紙「新型コロナ対策緊急査察実施結果」のとおり

【問い合わせ先】 北海道運輸局 自動車交通部旅客第一課（相田・徳田） ℡ 011-290-2741

参考 ガイドライン http://www.hokkaido-bus-kyokai.jp/pdf/covid-19-guideline.pdf



  

1 

 

別紙 

新型コロナ対策緊急査察実施結果 
 

 本年２月、北海道運輸局管内の乗合バス事業者において新型コロナウイルス感染症のク

ラスターが生じたことに伴い、北海道運輸局及び運輸支局では「バス・タクシーにおける

新型コロナウイルス感染症感染防止対策ガイドライン」に基づく感染症予防対策の実施状

況の緊急査察を実施しましたので、その結果を以下のとおりとりまとめました 

 

１．従業員等の健康管理 

（１）感染防止対策のための体制を整備しているか 

     感染防止対策に係る体制については、ガイドラインに基づく感染防止マニュアルの

作成、既存の緊急連絡体制などの活用により体制が構築されており、従業員等に発熱

等の症状が発生した際には、これに基づく対応が図られている。 

     また、緊急点検に先立ち行われた自主点検において見いだされた課題に対して、自

主的な改善措置が講じられている事例（連絡手法の見直し、連絡先の再確認等）も確

認された。 

   なお、一部事業者において、保健所への連絡・対応方法が未整備であったことから、

ガイドラインに基づく体制を整備するよう指導した。 

 

（２）従業員等の定期的な体調確認をしているか 

     従業員等に対する体調確認のための検温は、出勤時又は乗務前点呼時及び乗務後点

呼時又は退勤時において、朝夕２回実施するとともに、点呼時において体調を確認し

ていた。 

また、検温は主に非接触型体温計が使用さ

れており、中にはＡＩ体温測定システムを導

入している事業者も確認された。 

さらに、社長名で従業員の家族あてに「健康

的な生活」を促す手紙を送り家族ぐるみの健

康管理を促す事例も確認された。 

     なお、一部事業者において、出社時のみ又は

体調不良の場合にしか検温を実施していない

ことが確認されたことから、可能な限りガイ

ドラインに基づき朝夕２回実施するよう指導

した。 

  

【ＡＩ体温測定システム】 
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（３）体調の悪い従業員等への対応をしているか 

     乗務中において発熱等体調不良が生じた場合に対する運行中止等の体制が構築され

ており、当該乗務員に対しては、病院受診、自宅待機等の指示を行うこととしている。

また、自宅等における同様の事象に対しては、管理者等への報告がなされ、同様の措

置が行われることとされている。 

     また、同居家族において、発熱等の体調不良者、濃厚接触者等が発生した場合にお

いては、管理者等への報告を求めるとともに、一定期間の自宅待機による観察措置が

講じられていた。 

 

（４）従業員等に対して新しい生活様式の実践を促進しているか 

     事業施設内各所における掲示物による周知、指

導教育や点呼時などの機会を活用した周知が行わ

れている。 

    

 

 

 

 

 

（５）従業員等に対し、新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の利用を呼び

かけているか 

     事業施設内各所にポスターの掲示、従業員への

チラシの配布、社内報により利用促進に係る周知

を行っていることが確認された。 

 

 

 

 

２．施設別対応 

（１）事業所内における身体的距離が確保されているか 

     事業所内の広さから従業員同士の身体的距離が確保できている事業所が確認された

一方、身体的距離の確保が困難な事業所においては、アクリル板、ビニールカーテン

等により机同士を仕切るなどして感染防止対策を講じていた。 

 

（２）手洗い・手指消毒のための環境を整備しているか 

     施設出入口、施設内各所に消毒液、除菌剤が配置されており、手洗い場には、ハン

ドソープ、ペーパータオルが設置されていた。 

また、水道蛇口への抗菌処理を施している事業者も確認された。 
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（３）通勤及び勤務中のマスク着用の徹底し、確認しているか 

     マイカー通勤者が多く、通勤時の感染リスクが低減されていることが確認された。 

また、公共交通機関による通勤についてはマスク着用の徹底を促していた。 

勤務中においては、点呼時にマスクの着用を確認するなど、マスクの着用を徹底し

ていることが確認された。 

 

（４）共用物品（テーブルや椅子など）は定期的に消毒しているか 

     清掃委託業者のほか、管理職員若しくは従業員による定期的な消毒作業の実施が確

認された。中には使用の都度、消毒を行っている事業者も確認された。 

    

（５）定期的な窓を開けた換気をしているか 

     窓や扉の開放を最低でも１日３回以上実施するなど定期的な換気が行われており、

また、換気扇が設置されている場合においては、常時作動させていることも確認され

た。 

 

（６）受付などの人と人が対面する場所の遮蔽をしているか 

     乗車券購入や忘れ物の受取等一般来所者の対応

が行われる窓口等においては、来所者と対面する

カウンター等にはビニールカーテンやアクリル板

を設置していた。 

また、待合スペースにおいてもベンチの利用を

制限するなどソーシャルディスタンスに配慮した

対策が講じられていた。 

 

 

（７）外勤・出張における感染防止の徹底 

     不要不急の外勤や出張は行わず、リモート会議やメール等の活用により接触機会を

回避していることが確認された。 

 

（８）会議・打ち合わせ等における感染防止の徹底をしているか 

     会議等の実施に際しては、広い会場により座席の距離を確保するとともに定期的な

換気に配慮した開催や、リモート会議の導入が図られていることが確認された。 

     運転者に対する指導・監督においては、２～３人程度に少人数化し、実施回数を増

やすなど３密を回避しながら実施していることも確認された。 

 

（９）掲示物等による普及啓発をしているか 

     コロナ対策、新しい生活様式、ＣＯＣＯＡの利用促進等に係るポスターの事務所内

への掲示、リーフレットの配布、社内報により周知されていることが確認された。 
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（10）休憩・休息スペース（待機場所・食堂等を含む）における感染拡大防止を徹底して

いるか 

     対面箇所におけるアクリル板の設置、待機スペースの間隔、３人掛ベンチへの不使

用箇所の明示等による身体的距離の確保に

係る対策が講じられており、消毒液、除菌

剤についても各所に配置されていることが

確認された。 

     また、一部事業者においては、昼休み休

憩時の一時帰宅の推奨による休憩施設にお

ける「密」対策が講じられていることを確

認された。 

   なお、休憩室等において長いすと長テー

ブの間隔が不十分な事例に対して、十分な

間隔を確保するよう指導した。 

 

（11）仮眠場所における感染拡大防止を徹底しているか 

     使用前後の手指の消毒、窓の開放による換気の実施、低濃度オゾン発生器の設置に

よる空間環境の維持、定期的な消毒実施、リ

ネン類の定期的なクリーニング、使い捨てリ

ネンの使用、寝具類使用前後における除菌剤

による除菌などの対策が講じられているこ

とが確認された。 

     また、元社員寮等を個室の仮眠施設として

活用するほか、仮眠時のマスク着用を徹底す

るなど一層の３密を避ける対策を講じてい

る事業者も確認された。 

     さらに、維持管理上の問題、勤務交番の関

係から仮眠施設の利用を廃止又は休止して

いる事例についても確認された。 

 

（12）食堂や飲食スペースを使用する場合に対策を行っているか 

     テーブルで対面となる場合のアクリル板、ビニールカーテン等の設置、ベンチの１

つ空け等による飛沫感染防止対策が講じられるとともに、各所において消毒液を備付

けていることが確認された。 
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（13）喫煙所がある場合は十分な距離を保ち、長時間滞在しないことや常時換気を行うな

ど対策を行っているか 

     屋内に喫煙所を設置している事業者においては、

一度の利用人数を制限する対応がなされているこ

とが確認された。 

また、屋外に喫煙所を設置している事業者におい

ては、少人数、短時間利用などの注意喚起を行って

いることが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

（14）トイレにおける感染拡大防止の徹底をしているか 

     手洗い場は、エアータオル又は布タオルの使用を中止し、ペーパータオルの設置又

は各自のハンカチを使用するよう変更されていることが確認された。 

   また、清掃時に消毒を実施している事業者も確認された。 

 

（15）取引先等の来社時対応を実施しているか 

     来客には、マスクの着用及び手指の消毒をお願いしていることが確認された。 

また、検温も実施している事業者も確認された。 

 

（16）点呼時における感染予防対策の徹底をしているか 

     点呼実施場所には、アクリル板やビニールカーテン等が設置され、定期的な換気の

もと点呼が実施されていることが確認された。 

また、１～３人程度の少人数での点呼に変更し、感染防止対策を図っている事業者

も確認された。 

     点呼時に使用するアルコール検知器については、使用の都度消毒を行い、ストロー

を使用するタイプの機器では、ストローを運転者別に管理されていることが確認され

た。 

 

３．バス車内 

（１）車内における消毒等の徹底を実施しているか 

     事業用車両については、営業所に帰庫する毎等、１日に数回車内の清掃・消毒作業

が行われていることが確認された。 

また、一部の事業者において、乗務に際に運転者が消毒液を携行し、運行の合間に

おける待機時間などを活用して消毒作業を行っていることも確認された。 

【喫煙室使用ルール】 
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（２）防護スクリーンの設置をしているか 

     運転席については、防護スクリーン、ビニールカーテンなどが設置されており、ま

た、運転席付近の客席の使用を制限して運転者と利用者を遮断していることも確認さ

れた。 

   また、路線バス車内の全ての座席に防護スクリーンを設置している事業者も確認さ

れた。 

 

 

（３）運行中のマスク着用の徹底、乗務手袋着用の励行、マスクの予備搭載の確認をして

いるか 

     乗務中は、マスクと手袋の着用を徹底していることが確認された。 

なお、一部事業者において、予備マスクを搭載していなかったことから、搭載の徹

底を指導した。 
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（４）車内換気の実施を徹底しているか 

     換気扇を装備した車両については、常時

換気を行っていることが確認された。装備

のない車両については、外気導入と窓の開

放、所定停留所での窓及びドアの開放によ

る換気、空気清浄機の設置などの対策が講

じられていることが確認された。 

   また、利用者に喚起中の案内を行い、車

内の安全性を周知していることが確認さ

れた。 

 

（５）乗客間等の身体的距離の確保に係る対応を行っているか 

     立席が認められている路線バスにあっては、マスク着用や身体的距離の確保を車内

掲示により利用者に周知していることが確認された。 

また、事前予約制の都市間バスなどは、身体的距離が確保できるよう座席間隔を開

けて乗車させていることが確認された。 

さらに、利用者に対して混雑状況確認アプリによる車内の混雑状況を周知するとと

もに、バスロケーションシステムや混雑状況確認アプリによるデータから混雑が予想

される時間帯に続行便を運行する体制を整えている事業者も確認された。 

 

（６）アナウンスや掲示による利用者への呼びかけの実施をしているか 

     マスク着用や感染防止対策について車内掲示物による周知を図るほか車内外へのア

ナウンスによる利用者への呼びかけ、車内放送による周知に取り組まれていることが

確認された。 

さらに一部事業者においては、車内に設置されているディスプレイにおいて、自社

における感染防止の取組み、対策等を呼びかけていることが確認された。 
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（７）接触機会の削減の取り組みを行っているか 

     一部の事業者において、ＩＣカード、ＱＲコード決済、ＷＡＯＮ、ＰａｙＰａｙな

どのキャッシュレス決済機を導入し、運賃支払時における接触機会の低減を図ってい

ることが確認された。 

また、高額紙幣の両替、乗車券の受取等に際しては、手袋を装着しての対応につい

て周知されていることが確認された。 

                                    

 

以 上  

【ＱＲコード決済機】 【ＩＣカード決済機】 



点検日：

事業者名：

営業所名：

担当者役職及び氏名：
※点検表は営業所毎に作成してください。

確認結果
（○又は×）

備考欄
（×の場合は対策）

(1)
感染防止対策のための体制整備しているか（社内体制、関係法令遵守、保健所との連絡
体制、行政機関及び関係団体からの情報収集等）

(2)
従業員等の定期的な体調確認をしているか（点呼時や朝夕２回の体温測定実施、結果や
症状の報告）

(3)
体調の悪い従業員等への対応をしているか（症状がある者への運行中止や自宅待機指
示等）

(4)
従業員等に対して新しい生活様式の実践を促進しているか（新しい生活様式の実践例周
知）

(5)
【ガイドライン外】
従業員等に対し、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の利用を呼びかけている
か

(1)
事業所内における身体的距離の確保されているか（飛沫感染防止のため２メートルあけ
る、仕切り設置等）

(2) 手洗い・手指消毒のための環境整備しているか（水道設備や石けん、手指消毒液配置）

(3) 通勤及び勤務中のマスク着用の徹底し、確認しているか

(4) 共用物品（テーブルや椅子など）は定期的に消毒しているか

(5) 定期的な窓を開けた換気をしているか（可能な限り１時間に２回程度）

(6)
受付などの人と人が対面する場所の遮蔽をしているか（ビニールカーテンやアクリル板な
どの設置）

(7)
外勤・出張における感染防止の徹底（ラッシュ時間帯を避ける。不要不急の場合は見合
わせる）

(8)
会議・打ち合わせ等における感染防止の徹底をしているか（オンライン、１メートル以上距
離を取れない場合は実施しない等）

(9) 掲示物等による普及啓発をしているか（チラシ等を掲示）

(10) 休憩・休息スペース（待機場所・食堂等を含む）における感染拡大防止の徹底しているか

　①定期的に消毒を行っているか

　②使用後に手洗いを実施しているか

　③定期的な換気を実施しているか

　④マスクの着用は徹底されているか

ガイドラインに基づく新型コロナ対策実施状況 緊急点検表（乗合）

感染防止対策チェック項目（ガイドラインにおける対策項目）

１．従業員等の健康管理

２．施設別対応（事業所内・整備場内）
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(11) 仮眠場所における感染拡大防止の徹底しているか

　①定期的に消毒を行っているか

　②使用後に手洗いを実施しているか

　③定期的な換気を実施しているか

　④リネン類の対策をしているか

(12) 食堂や飲食スペースを使用する場合に対策を行っているか

　①対面で座らないよう配慮しているか

　②定期的な換気を行っているか。

　③使用時間をずらす等の工夫をしているか

(13)
喫煙所がある場合は十分な距離を保ち、長時間滞在しないことや常時換気を行うなど対
策をおこなっているか

(14) トイレにおける感染拡大防止の徹底をしているか

　①定期的に消毒を行っているか（手洗いの蛇口含む）

　②ハンドドライヤーや供用タオルを使用禁止としているか

(15)
取引先等の来社時対応を実施しているか（最小限に。立ち入りを認める場合は、従業員
に準じた対応）

(16) 点呼時における感染予防対策の徹底をしているか

　①点呼場にビニールカーテン・アクリル板等を設置しているか

　②定期的に換気を行っているか

　③マスク着用を徹底しているか

　④アルコール検知器の除菌を含め、従業員が触れる箇所を定期的に消毒しているか

(1)
車内における消毒等の徹底を実施しているか（消毒、座席カバーの洗濯、ゴミ回収時のマ
スク・手袋着用、可能限り手指消毒液を常時装備のうえ、利用者への乗降時の手指消毒
協力要請）

(2) 防護スクリーンの設置をしているか（運転席と後部座席の間に設置）

(3)
運行中のマスク着用の徹底、乗務手袋着用の励行、マスクの予備搭載の確認をしている
か

(4)
車内換気の実施を徹底しているか（エアコン（外気導入）や窓の開放。乗客に向けた換気
実施表示）

(5)
乗客間等の身体的距離の確保に係る対応を行っているか（一部の座席使用禁止、続行
便運行）

(6)
アナウンスや掲示による利用者への呼びかけの実施をしているか（マスク着用、手洗い、
時差出勤、テレワーク実施、会話を控える等）

(7)
接触機会の削減の取り組みを行っているか（運賃・荷物受け渡し時のマスク・手袋着用、
キャッシュレス決済の導入等）

３．バス車内


