
通学制自動車学校
コロナウィルス対応状況

2020/6/3

休校有無 新規入校制限

1 城北
5/18より

再開

・スクールバス運転手を含めた全職員へのマスク配布及び着用・手洗い、うがい、アルコール消毒（受付、ロ
ビー、事務室、スタッフルーム、バス運転手控え室に消毒剤を設置）の励行
・朝礼前アルコールチェック及び免許証携帯確認時の健康確認
・朝礼時における健康確認・インフルエンザ予防接種

・厚生労働省作成に係る「新型コロナウイルスを防ぐには」を教習指導
員、事務スタッフ、スクールバス運転手全員に配布・当校衛生委員会
が作成した「正しいマスクの着け方、手洗いの仕方」をスタッフルーム、
バス運転手控え室に掲示

2 中京
5/18　午後から
5/19　通常営業

・教習車・スクールバス内クレベリン設置
・全職員インフルエンザ予防接種

3 茶屋坂
5/18より

再開

・マスク着用・手のアルコール消毒・朝礼時インストラクターの体調チェック（体調がすぐれない場合早退と即時
の病院）
・各教習開始前に教習生の体調チェック・各教室や車両の定期的な換気
・ハンドルや机のアルコール消毒・掲示物による手洗いやうがいの促進

教習生の発症の疑いに関しては、即時保護者に連絡をとり救急車の
手配も可能

4 中部日本
5/18より

再開
新規入校は6/1より

入校可能

①フロント職員・毎朝の検温　・健康状態チェック　・マスク着用
②技能教習時・各インストラクターに次亜塩素酸入りのボトルを配布し教習終了時にハンドルやチェンジレバー
等を消毒・教習終了時に窓を開け換気・マスク着用を推奨
③学科教習時・各教室に次亜塩素酸発生装置を設置
④スクールバス・車内除菌実施
⑤館内　・アルコール消毒設置・トイレ内イソジンうがい薬設置

新型コロナウイルスに関する基礎知識、受診の目安等の情報を共有
化。全職員インフルエンザ予防接種実施済み

5 東海
5/19より

再開

在庫マスクが不足しているため各自職員による個人マスクを活用し、職員の判断。
市販のアルコ－ル消毒液を玄関に設置。
トイレや建物内教習車、スク－ルバス内には、次亜塩素酸ナトリュウムを含んだ除菌消臭水を適宜散布。手洗
い用の洗剤の配置を増やし手洗いの励行、うがいの促進。

6 緑ヶ丘
5/19より

再開
指導員やスクールバス運転手の健康チェック
朝礼時に副管理者が確認・職員のインフルエンザ予防注射の会社負担

7 名鉄
5/18より

再開

職員、お客様の体調確認。アルコール消毒液の設置(ロビー、廊下)
習車とスクールバス内の消毒(ドアノブ、ハンドル、ギア)。全指導員教習中の手袋装着
手洗い、うがいの励行と喚起ポスターの掲示。インフルエンザ予防接種は全職員に実施。
教習中も窓を対角線に少し開け換気。次亜塩素水も各所に新たに設置。トイレのエアータオルの使用禁止。学
科教室に空気清浄器常設。

職員、お客様の感染を認知した場合は、保健所等の関係機関からの
指導により一定期間閉校します。

8 知多
5/25より

再開
新規入校は6/1より

入校可能
マスク着用、アルコール消毒、加湿器を設置
指導員・スクールバス運転手健康管理チェック・職員全員がインフルエンザ予防接種

9 三好
5/18より

再開

①教習生、職員用のアルコール消毒液をロビー・学科相談室・指導員室等へ設置、職員に マスク配布
②ロビー、学科教室にウイルス除去加湿器を設置
③出勤時、体調確認（勤務中、体調不良の場合は早退）
④インフルエンザ予防接種済み　⑤手すりドアノブ等のアルコール消毒実施（毎日）

10 豊田
5/18より

再開

各部署にマスク配布・推奨。トイレ及び出入り口等にアルコール消毒剤の設置・励行。朝礼時に指導員・スクー
ルバス運転手の健康チェック。ロビー・学科教室にウイルス除去加湿器の設置。職員全員にインフルエンザ予
防接種を社内にて実施済。教習車・応急救護室にnanoテラス（インフルエンザ予防）を処置・実施。外部事業者
による清掃管理。

11 知立
5/18より

再開

・アルコール消毒等について：車両の換気・運転席周辺のアルコール消毒・事務所内、高齢者講習室、待合室
などに掲示物（手洗いやうがいの促進）及びアルコール消毒を設置。
・社員インフルエンザ予防接種（会社負担）

12 コアラドライブ安城
5/18より

再開

・全社員、ポケット型ウイルス削除消臭剤を着用・トイレのエアードライアー使用禁止・施設内の雑誌撤去
・教習待合室、教室、お手洗いなど施設内にアルコール消毒を設置し各教室、教習車は常に換気
・出勤時に体調管理チェック表に体調管理。（37℃以上は状態によって自宅待機）
・全社員にマスク支給（1人2枚・現在追加注文済）・入校時にお客様へ感染予防事項の伝達（施設に掲示）

・教習車は内気循環ではなく外気循環に・教習時は原簿の受け渡しか
ら手袋着用・学科では出来る限り席を空けて着座してもらう
・貸出用のひざ掛け貸出を中止・事務室内に空気清浄機設置
・学科試験終了後、除菌スプレーで机の吹拭き掃除・お客様とのイベン
トは全て中止　等々

13 享成（岡崎）
5/18より

再開

職員マスク配布及び着用、小瓶に分けて消毒液を職員に配布、アルコール消毒の設置トイレ及び入口等、毎
朝指導員健康チェック　毎朝スクールバス運転手健康管理チェック　全教室加湿器の設置　毎年11月にインフ
ルエンザ予防接種を職員全員に会社にて実施・毎時間教習のインターバル事に教習車及び学科教室の換気
をしております。

14 享成（桜町）
5/18より

再開

職員マスク配布及び着用、アルコール消毒の設置　トイレ及び各入口、毎朝指導員健康チェック　バス委託職
員健康チェック、全教室加湿器完備、全職員インフルエンザ予防接種、PC、マウス等アルコール消毒での清拭

15 豊橋綜合
5/18より

再開
新規入校は5/23より

入校可能
マスク着用・アルコール消毒は、在庫がある限り実施。発熱等チェック

16 ユタカ
5/18より

再開
アルコール消毒液を校内数ヶ所に設置、指導員マスク着用（社内備蓄用マスクがある限り）、
インフルエンザ予防接種を実施

17 ユタカ豊川
5/18より

再開

・インフルエンザ予防接種は社員・アルバイト全員実施　・マスク社員・教習生に毎年無料配布（本年は在庫不
足中）　・消毒はアルコール液・ジェルを複数個所に設置　・指導員用にうがい薬設置　・各係ごとの机に除菌
消臭ミストボトルを設置　・プラズマクラスター機を複数個所設置　・社員の健康チェックを毎朝行う

・社員・教習生共に医師の診断に従う　・教習生の海外渡航について
は面談にて判断　（入校延期・教習中断もある）

18 江南
5/18　短縮

5/19　通常営業

この時期にはマスク・アルコールを社で購入しておりましたが、入手できない状況ですので現状マスクは個人で
準備できる人はマスクをして、手洗いうがいの励行のみとなっております。

19 大治
5/18より

再開

・マスク着用を奨励しているが、個人の負担で購入しなければならず7割の職員が着用、教習生は8割が着用。
指導員には手洗いを奨励。教室内においては、クレベリンを設置しています。朝礼、社内コミニュケーション
ツール（LINE WORKS）等で管理者より適宜、ウイルス対策等の指示や情報を共有しています。インフルエンザ
の予防接種は、会社負担で実施済

指導員のインフル・コロナ等の症状があれば（指針として38以上の熱）
があれば出勤不可教習生で、同様の場合、無料キャンセルにて対応
直ちに保護者に連絡し、ゆだねる

20 那加
5/15より

再開

・マスク着用については教習生、職員共に自己判断で着用の許可をしている形です。・アルコール消毒は、スプ
レータイプのものを目の付きやすい場所に数か所置いております。　・各教室の換気
・.入校式等、座席が指定できる場合の席間隔の確保　・教習車の車内消毒及び換気

21 大原
5/18より

再開
職員全員終日マスク着用。　　消毒用アルコールを随所に設置。　教習車は教習後１０分間換気、除菌シート、
除菌スプレーによる除菌作業実施。　インフルエンザ予防接種は職員全員実施済。

22 マジオ大垣
5/17より

再開
（普通車は21日）

マスク着用の呼びかけ及び、アルコール消毒の設置。健康チェック。インフルエンザ予防接種を職員全員に会
社にて実施

適宜応致します

23 北方
5/16より

再開
（教習開始は19日）

①指導員に関しては、マスクの着用及び手袋を着用 ②定期的な施設や設備の除菌・消毒
③待合室や各学科教室に空気清浄機の設置 ④間隔おいて座れるように入校式での人数制限
⑤希望があればニトリル手袋の配布 ⑥密閉空間にならないように、教習車及び教室の換気

24 三田洞
5/19より

再開

・全職員に対するマスク着用の義務付け（変更点）
・手指消毒液の各教室およびフロント、待合室への設置
・教習車のハンドル等の消毒および換気
・スクールバスの換気

25 中勢
5/７より

条件付き再開

職員にはマスク着用を推進。教室・受付・職員室等にアルコール消毒剤と、アルコールでは除菌できないノロキ
ン用の消毒剤のスプレーを多数設置。洋式トイレに便座除菌剤を設置。毎日職員朝礼にて健康確認。毎年11
月に会社へ医師に往診してもらいインフルエンザ予防接種を職員全員に実施。毎年1月～3月までは教習車の
車内と教室にウイルス除去薬剤(商品名：クロニタス)を設置。教習生がおう吐した際にの後始末は、二次感染
防止のため、使い捨て手袋とマスク着用のうえ塩素系消毒剤を用いて処置するよう教育。

教習生の発症の疑いに関しては、即時保護者等に連絡を取り、迎えに
来て頂くまで個室にて隔離。救急車の手配も可能。

26 三重高等
5/７より

条件付き再開
職員へマスク配布及び着用。アルコール消毒の設置。毎朝全職員の健康チェック。加湿器の設置。インフルエ
ンザ予防接種を11月に職員全員会社にて実施。掲示物にて手洗いやうがいの促進。

27 津ドライビング
5/9より

条件付き再開
全職員に対しマスク着用とアルコール消毒を義務化、各教室アルコール消毒、毎時間教習車・バスのアルコー
ル消毒（ハンドル等）、アルコール消毒設置、来校者に対するアルコール消毒・手洗いの協力要請

28 松阪
5/７より

条件付き再開
インフルエンザ予防接種　　毎朝職員の体温のチェック。　各教室出入り口、送迎バスに消毒液を設置。

29 北勢
5/７より

条件付き再開
職員、教習生マスク配布、着用励行。アルコール消毒各所に設置

30 松和
5/７より

条件付き再開
アルコール消毒液の設置。毎朝ミーティングにより職員の問診を行っています。　職員が体調不良を訴えたとき
は、すぐに病院での診察を受ける様に指導しています

31 県自静岡
5/７より

再開

・館内各所に24時間稼働式の空気清浄機を設置しております。・アルコール消毒も在庫が少なくなり、また次
亜塩素酸水の方がウイルスに強いという情報から現在は次亜塩素酸水を使用。館内入口に設置し来館の際
にスプレーを散布していただけるように呼び掛けております。また全車両（送迎バス含む）にも次亜塩素酸水を
完備し、教習開始時にハンドル等を拭いております。・.職員の体温チェックを毎日行っております。

体調不良の場合、個別に送迎対応するか、保護者へ連絡を取り迎え
にくるまでは、個室にて待機等の対応を出来る限りしている。

32 県自沼津
5/７より

再開

教習生にマスクの無料配布、手指アルコール噴霧器を各所に設置しているが双方とも現在在庫補充ができな
い状況。校内各所にクレベリン設置。掃除担当者にアルコールスプレーを携行させ各所除菌清掃。アルコール
除菌シートで多くの人が触れるところは随時ふき取り。職員のマスク着用許可。インフルエンザ予防接種は職
員全員接種済み。

未成年、学生は入校時に保護者連絡先を別途専用用紙で提出いただ
き、緊急連絡できるようにしている。

33 マジオ藤枝
5/７より

再開
・職員と教習生のマスク着用、・校内数か所にアルコール消毒液を置く　・指導員の健康チェック

34 古庄
5/７より

再開
・出社時に発熱していることが明らかな職員は帰宅させる・マスク（着用義務ではないが職員用を常備してい
る）・アルコール消毒を職員室出入り口に設置し毎準備時間に消毒奨励しています。

・ロビーにアルコール消毒を設置

35 県自浜松
5/７より

再開

インフル感染等予防のため、職員および教習生のマスク着用を促している（努力義務）。職員室および待合ロ
ビー等にアルコール消毒ボトルを設置している（常時）、また感染予防のポスターを掲示している。毎日朝礼時
に班員職員同士で健康チェックを行っている。送迎バス職員は個々に健康チェックシートを活用している。

インフル感染者は職員・教習生ともに病院の医師が判断する通勤通学
許可日まで来校禁止している。新型ウイルスに関しても現段階では同
様の措置になる予定。

36 上池
5/７より

再開
・職員と教習生のマスク着用、・校内数か所にアルコール消毒液を置く　・指導員の健康チェック

37 遠鉄（浜松）
5/７より

再開

①体調不良者（指導員）のマスク使用の徹底・教習生のマスク着用可　②出勤時の体調チェックの実施　③う
がい、手洗いの励行　④次亜塩素酸系除菌剤の散布・消毒　⑤スクールバス運転者の点呼時の体調チェック
等の対策を実施しています。

38 遠鉄（磐田）
5/７より

再開

①体調不良者（指導員）のマスク使用の徹底・教習生のマスク着用可　②出勤時の体調チェックの実施　③う
がい、手洗いの励行　④次亜塩素酸系除菌剤の散布・消毒　⑤スクールバス運転者の点呼時の体調チェック
等の対策を実施しています。

その他・備考感染症対策について（流行性疾患も含む）車校


