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当社従業員（バス乗務員）の新型コロナウイルス感染について 

 

当社において、４月３０日（木）、町田営業所（東京都町田市）に勤務するバス乗務員１名の新型コ

ロナウイルス感染が確認されました。 

当社では当該乗務員に対しＰＣＲ検査の受診指示があった時点から、使用車両および営業所施設内の

消毒作業や当該乗務員との濃厚接触の可能性がある従業員の特定を進めるなど、感染拡大防止対策を実

施しております。 

ご利用の皆様には大変ご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。 

本件の詳細につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．感染判明の経緯 

４月１５日（水） 軽い倦怠感（発熱症状なし） 

２３日（木） 発熱の症状 

２４日（金） 医療機関を受診 

２７日（月） 町田市保健所の指示によりＰＣＲ検査を受診 

３０日（木） 陽性であることが判明 

 

２．感染した乗務員 

  町田営業所に勤務する６０代男性バス乗務員 

 

３．当該乗務員の運行エリア 

  当該乗務員は、町田市内の路線バスを運行していました。なお、発熱の症状が出た４月２３日

（木）以降勤務しておりません。また、勤務中はマスクを着用しておりました。 

  当該乗務員が乗務した路線につきましては、「（別紙）当該乗務員が勤務日に乗務したバス路線」

をご参照ください。 

 

４．濃厚接触者 

  保健所の調査の結果からも、当該乗務員は常にマスクを着用するとともに、運行中は車内換気等の

対策を実施し、バスご利用のお客様との対話も限定的であることなどに鑑み、バスご利用のお客様お

よび当社従業員は濃厚接触者に該当しないとの見解を得ております。 

 

５．感染判明に伴い実施した感染拡大防止対策 

（１）ＰＣＲ検査受診指示を受けた時点で、当該乗務員が使用した車両および営業所施設内のアルコー

ル消毒作業を実施しました。 

（２）４月３０日（木）に営業所施設全般の消毒を消毒業者により実施しました。 

（３）その他、保健所等の指示に従い対応してまいります。  



 

６．今後の運行について 

町田営業所の運行は、通常通り継続いたします。 

なお、現在平日は土曜ダイヤ、土曜日は休日ダイヤで運行しています。 

詳しい運行情報については、当社ホームページ （http://www.kanachu.co.jp/)をご覧下さい。 

 

【参考】当社の主な感染予防策 

日常の施策 
ＰＣＲ検査受診指示があった時点から 

実施している施策 

①乗務員の出勤前、乗務前の検温 

②手洗い、うがい、アルコールによる手指 

消毒の徹底 

③マスク着用の義務付け 

④バス車内のつり革・手すりなどのアルコール

消毒作業 

⑤車内での換気装置および窓開けによる換気 

⑥営業所施設内におけるアルコールによる 

消毒作業および室内換気 

⑦バス車内最前列座席の使用中止 

⑧お客様への感染予防・拡大防止に関する 

車内ポスターやサイネージによる啓蒙 

①当該乗務員が使用した車両および営業所 

施設内のアルコール消毒作業の実施 

②濃厚接触の可能性がある従業員の特定 

③感染が判明した時点で営業所施設全般の 

消毒を消毒業者により実施 

 

 

以 上 

 

 

 

 

  

http://www.kanachu.co.jp/


（別紙）当該乗務員が勤務日に乗務したバス路線 

 

乗務日 系統名 発時刻 起点 終点

町78 5:39 野津田車庫 町田バスセンター

町32 6:10 町田バスセンター 小山田桜台

町32 6:50 小山田桜台 町田バスセンター

町32 7:32 町田バスセンター 小山田桜台

町32 8:20 小山田桜台 町田バスセンター

町26 9:10 町田バスセンター 野津田車庫

町26 11:15 野津田車庫 町田バスセンター

町32 11:57 町田バスセンター 小山田桜台

町32 12:53 小山田桜台 町田バスセンター

町78 13:27 町田バスセンター 野津田車庫

町37 5:55 やくし台センター 町田バスセンター

町41 6:32 町田バスセンター 藤の台団地

町41 7:00 藤の台団地 町田バスセンター

町24 7:34 町田バスセンター 山崎団地

町24 9:54 山崎団地 町田ターミナル

町33 10:30 町田バスセンター 下山崎

町33 11:00 下山崎 町田バスセンター

町66 11:50 町田バスセンター 下山崎

町66 12:20 下山崎 町田バスセンター

町24 12:57 町田ターミナル 山崎団地

町26 5:40 野津田車庫 町田バスセンター

町33 6:15 町田バスセンター 下山崎

町33 6:52 下山崎 町田バスセンター

町24 7:24 町田バスセンター 山崎団地

町24 7:54 山崎団地 町田バスセンター

町31 8:40 町田バスセンター 多摩丘陵病院

町24 11:16 山崎団地 町田ターミナル

町24 11:57 町田ターミナル 山崎団地

町15 12:39 山崎団地 町田ターミナル

町24 13:20 町田ターミナル 山崎団地

町37 5:55 やくし台センター 町田バスセンター

町41 6:32 町田バスセンター 藤の台団地

町41 7:00 藤の台団地 町田バスセンター

町24 7:34 町田バスセンター 山崎団地

町24 9:54 山崎団地 町田バスセンター

町33 10:30 町田バスセンター 下山崎

町33 11:00 下山崎 町田バスセンター

町66 11:50 町田バスセンター 下山崎

町66 12:20 下山崎 町田バスセンター

町24 12:57 町田ターミナル 山崎団地

町26 5:40 野津田車庫 町田バスセンター

町33 6:15 町田バスセンター 下山崎

町33 6:52 下山崎 町田バスセンター

町24 7:24 町田バスセンター 山崎団地

町24 7:54 山崎団地 町田バスセンター

町31 8:40 町田バスセンター 多摩丘陵病院

町24 11:16 山崎団地 町田ターミナル

町24 11:57 町田ターミナル 山崎団地

町15 12:39 山崎団地 町田ターミナル

町24 13:20 町田ターミナル 山崎団地

4月13日

（月）

４月14日

（火）

4月15日

（水）

4月16日

（木）

4月17日

（金）



 

乗務日 系統名 発時刻 起点 終点

町33 6:00 下山崎 町田バスセンター

町33 6:30 町田バスセンター 下山崎

町33 7:05 下山崎 町田バスセンター

町33 7:35 町田バスセンター 下山崎

町26 9:45 野津田車庫 町田バスセンター

町33 10:30 町田バスセンター 下山崎

町33 11:00 下山崎 町田バスセンター

町32 11:42 町田バスセンター 小山田桜台

町32 12:20 小山田桜台 町田バスセンター

町39 13:05 町田バスセンター 野津田車庫

町26 5:40 野津田車庫 町田バスセンター

町33 6:15 町田バスセンター 下山崎

町33 6:52 下山崎 町田バスセンター

町24 7:24 町田バスセンター 山崎団地

町24 7:54 山崎団地 町田バスセンター

町31 8:40 町田バスセンター 多摩丘陵病院

町24 11:16 山崎団地 町田ターミナル

町24 11:57 町田ターミナル 山崎団地

町15 12:39 山崎団地 町田ターミナル

町24 13:20 町田ターミナル 山崎団地

町78 5:39 野津田車庫 町田バスセンター

町32 6:10 町田バスセンター 小山田桜台

町32 6:50 小山田桜台 町田バスセンター

町32 7:32 町田バスセンター 小山田桜台

町32 8:20 小山田桜台 町田バスセンター

町26 9:10 町田バスセンター 野津田車庫

町26 11:15 野津田車庫 町田バスセンター

町32 11:57 町田バスセンター 小山田桜台

町32 12:53 小山田桜台 町田バスセンター

町78 13:27 町田バスセンター 野津田車庫

町37 5:55 やくし台センター 町田バスセンター

町41 6:32 町田バスセンター 藤の台団地

町41 7:00 藤の台団地 町田バスセンター

町24 7:34 町田バスセンター 山崎団地

町24 9:54 山崎団地 町田ターミナル

町33 10:30 町田バスセンター 下山崎

町33 11:00 下山崎 町田バスセンター

町66 11:50 町田バスセンター 下山崎

町66 12:20 下山崎 町田バスセンター

町24 12:57 町田ターミナル 山崎団地

4月19日

（日）

4月20日

（月）

4月21日

（火）

4月22日

（水）


