
お 知 ら せ  

2020年 8月 7日 

                                   広島電鉄株式会社 

当社社員（バス運転士）の新型コロナウイルス感染について 

 

当社では、このたび、当社バス事業本部広島南営業課へ勤務する社員（バス運転士）１名が新型

コロナウイルスに感染していることが確認されました。詳細は下記のとおりです。 

なお、本件によるバス運行への影響はありません。 
 

記 
 

1. 判明日 2020年 8月 6日（木） 

2. 年齢・性別 30歳代・男性 

3. 勤務場所 バス事業本部 広島南営業課（所在地：広島市中区西白島町 24番 9号） 

4. 経過 

・ 当該社員は、7月 28日（火）より喉の違和感があったが、発熱はなく、他に体調異常が見られ

なかったため、通常勤務していました。その後、喉の違和感の症状が治まらないため、休務日

である 8 月 5 日（水）に医療機関を受診し、PCR 検査を受けた結果、8 月 6 日（木）に陽性で

あることが判明しました。 

・ 現在、当該社員の容体は安定しており、医療機関へ入院中です。 

5. 勤務の状況 

喉の違和感を発症した 7月 28日を含め、前日の 7月 27日及び 31日、8月 1日～3日に広島市

内を運行する一般路線バス「山田団地線」にマスクを着用の上、乗務しております。詳細なダイ

ヤは別紙をご覧ください。 

6. 対応状況 

・ 当該社員が所属する営業所の車両及び関係施設は、保健センターの指導のもと消毒作業を実施し

ました。 

・ 濃厚接触者に特定された社員は、当面の間出勤させず、自宅待機を指示しております。 

・ 通常より、当社の全ての社員は、マスク着用や手洗い・うがいの徹底、検温確認の実施等の感

染症対策を行っているほか、電車・バス車内の換気や車両消毒を実施しております。 

7. バスご利用のお客様への感染リスクについて 

当社では、本年 4月以降、全ての路線バスで運転士のマスク着用を義務付け、飛沫感染防止の

ビニールカーテンの設置、運転席背部の座席の使用中止、換気の実施などの感染予防対策を実施

しております。このことから、保健センターによる調査の結果、現時点では濃厚接触者に該当す

るお客様はいないとの判断をいただいております。 
 

お客様にはご心配をおかけしますことをお詫び申し上げます。引き続き保健センターおよび関係

行政機関と連携を取りながら、より一層感染予防・感染拡大防止の徹底を図り、お客様に安心して

当社サービスをご利用いただけるよう取り組んでまいります。何とぞご理解を賜りますようよろし

くお願いいたします。 

以 上 

 

 



 

 

当該社員の最近の乗務ダイヤ（喉の違和感の症状が出た日の 2日前以降） 

※ 以下に記載のない日はバスに乗務しておりません。 

 

2020年 7月 27日（月） 

始発時刻 始発地 終点 

6:55 美鈴が丘高校 広島バスセンター 

7:35 広島バスセンター 美鈴が丘高校 

8:22 山田団地車庫前 広島バスセンター 

9:50 広島バスセンター 山田団地車庫前 

10:36 山田団地車庫前 広島バスセンター 

12:00 広島バスセンター 山田団地車庫前 

12:45 山田団地車庫前 広島バスセンター 

13:30 広島バスセンター 山田団地車庫前 

14:17 山田団地車庫前 アルパーク 

14:40 アルパーク 山田団地車庫前 

16:00 美鈴が丘高校 五日市駅北口 

16:26 五日市駅北口 山田団地車庫前 

17:00 山田団地車庫前 広島バスセンター 

17:43 広島バスセンター 山田団地車庫前 

 

2020年 7月 28日（火） 

始発時刻 始発地 終点 

6:30 山田団地車庫前 広島バスセンター 

7:08 広島バスセンター 山田団地車庫前 

7:50 山田団地車庫前 広島駅 

9:03 広島駅 山田団地車庫前 

10:00 山田団地車庫前 広島バスセンター 

11:20 広島バスセンター 山田団地車庫前 
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別紙 



 

2020年 7月 31日（金） 

始発時刻 始発地 終点 

7:22 山田団地車庫前 広島バスセンター 

10:00 広島バスセンター 山田団地車庫前 

15:45 山田団地車庫前 広島バスセンター 

16:50 広島バスセンター 山田団地車庫前 

17:35 山田団地車庫前 広島バスセンター 

18:20 広島バスセンター 山田団地車庫前 

19:05 山田団地車庫前 広島バスセンター 

20:10 広島バスセンター 山田団地車庫前 

20:59 山田団地車庫前 五日市駅北口 

21:28 五日市駅北口 山田団地車庫前 

 

2020年 8月 1日（土） 

始発時刻 始発地 終点 

7:54 山田団地車庫前 広島バスセンター 

8:40 広島バスセンター 山田団地車庫前 

9:24 山田団地車庫前 広島バスセンター 

11:05 広島バスセンター 山田団地車庫前 

11:55 山田団地車庫前 五日市駅北口 

12:24 五日市駅北口 山田団地車庫前 

12:55 山田団地車庫前 五日市駅北口 

13:24 五日市駅北口 山田団地車庫前 

16:37 美鈴が丘高校 広島バスセンター 

17:28 広島バスセンター 美鈴が丘高校 

18:17 美鈴が丘高校 広島バスセンター 

18:55 広島バスセンター 山田団地車庫前 

19:40 山田団地車庫前 広島バスセンター 

20:30 広島バスセンター 美鈴が丘高校 
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2020年 8月 2日（日） 

始発時刻 始発地 終点 

7:00 山田団地車庫前 広島バスセンター 

7:48 広島バスセンター 美鈴が丘高校 

8:40 山田団地車庫前 広島バスセンター 

9:25 広島バスセンター 美鈴が丘高校 

10:07 美鈴が丘高校 広島バスセンター 

11:35 広島バスセンター 山田団地車庫前 

12:15 山田団地車庫前 広島バスセンター 

13:50 広島バスセンター 山田団地車庫前 

14:30 山田団地車庫前 広島バスセンター 

16:18 広島バスセンター 山田団地車庫前 

17:32 山田団地車庫前 アルパーク 

17:55 アルパーク 山田団地車庫前 

18:32 山田団地車庫前 アルパーク 

18:55 アルパーク 山田団地車庫前 

 

2020年 8月 3日（月） 

始発時刻 始発地 終点 

6:38 山田団地車庫前 広島バスセンター 

7:18 広島バスセンター 美鈴が丘高校 

8:04 山田団地車庫前 広島駅 

9:15 広島駅 山田団地車庫前 

10:17 山田団地車庫前 アルパーク 

10:40 アルパーク 山田団地車庫前 

11:15 山田団地車庫前 広島バスセンター 

12:40 広島バスセンター 山田団地車庫前 

 

以 上 
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