
東俣幼稚園 園バス送迎マニュアル 

 

１ 保護者との契約内容等について 

(１)  対象児童の条件 

(ア)  年齢制限 

 本園を利用する児童(満３歳〜５歳) 

(イ)  送迎⾞両を利用できる条件 

 保護者による送迎が困難であり、園バスによる送迎を保護者が希望する児童。 

 

(２)   利用希望等の手続き 

(ア)  利用希望の申請 

 利用者は、入園時に通園方法について、保護者送迎か園バス利用(往復か片道)かのいずれかを「通園方法希望願」とい

う形で幼稚園に申請するとともに、利用契約書を記入し提出する。 

  

(イ)   送迎対象児童の決定 

   園は、送迎対象児童の決定に当たっては、申請の内容及び運用の適正性を図る観点から、利用申請のあった児童の家 

庭状況や園で送迎可能な人数を踏まえて利用決定を行う。 

(ウ)  利用料 

〇 園バスを往復利用する方は、１カ月 １，４００円 

〇 園バスを片道利用する方は、１カ月   ７００円 

＜減免措置＞ 

 園バスを兄弟姉妹で往復利用する場合は、第一⼦のお⼦様は往復で７００円となる。  

 

 

 

 



２ 送迎⾞両の運行計画等について 

(１)  運行体制 

(ア)  運転手の条件 

 児童の安全を確保する観点から、送迎⾞両の運転手については、次の条件を満たす者とする。 

〇 大型二種免許を有する者。 

〇 健康診断を受け、園児の送迎に支障のない健康状態であると診断を受けた者。 

〇 未就学児を送迎する際の注意点や留意事項について研修を受けた者。 

(イ)  添乗員の人数及び条件 

 送迎⾞両運行時に児童が体調不良になる可能性も想定されることから、児童の安全を確保する観点から、運転手以外の

添乗員を１名以上乗⾞させる。添乗員については、次の条件を満たす者とする。 

〇 健康診断を受け、園児の送迎に支障のない健康状態であると診断を受けた者。 

〇 未就学児を送迎する際の注意点や留意事項について研修を受けた者。 

 

(２)  運行計画 

(ア)  コース及び所要時間 

➀ ぶどうコース 

   7:40       7:45      7:52      8:08       8:11       8:33 

  幼稚園 → 東俣町 → 郡山町 → ⻄俣町 → 郡山町 → 幼稚園 

 

➁ みかんコース 

     8:40      8:50      9:02         9:14 

  幼稚園 → 郡山町 → 油須木町 → 幼稚園 

 

➂ 降園コース 

     14:00     14:05     14:12     14:51      15:03 

  幼稚園 →  東俣町 → 郡山町 →油須木町 → 幼稚園 

(イ)  乗⾞児童名簿 

 園は、児童の安全を確保する観点から、乗降確認のための乗⾞児童名簿を作成し、添乗員だけでなく、園⻑、主幹、担



任等で情報を共有する。(記載内容: 児童名、当日未利用者欄、乗⾞確認欄、降⾞確認欄) 

 

(３)  運休基準 

(ア)  気象条件 

 園は、児童の安全を確保する観点から、気象状況等により運行を中止する場合がある。 

(台風、積雪、道路崩壊、道路冠水、地震等、その他警報が発令されるなどにより、送迎⾞両を安全に運行することが難

しい場合) 

(イ)  決定の時期、保護者への連絡 

 園は、契約の内容及び運用の適正性を図る観点から、運休を決定する時間、運休する場合の保護者への連絡を次のよう

に行う。 

➀ 書⾯により、あらかじめ次のことを保護者に伝える。 

 ・園バス運休等の連絡を何時にメールにて連絡するか。 

 ・メールにて連絡する際にどのような内容を伝えるか。 

  (登園、園バス、給食、降園時刻等) 

➁ メールにて当日の朝６時に連絡する。 

 

(４)  送迎⾞両の安全点検 

(ア)  送迎担当運転手、確認項目 

 園は、児童の安全を確保する観点から、法定点検等の点検を定期的に行うだけでなく、送迎を担当する運転手に対し、

自身が担当する送迎⾞両を運行する前に自動⾞点検基準に定める日常点検を行わせる。また、運行後は⾞体の清掃、故障

の有無を確認させる。 

 

(５)  欠席連絡の共有 

(ア)  連絡手段 

 児童が当日、送迎バスを利用しない場合の保護者からの園への連絡について 

〇 連絡時間と連絡方法 

  できるだけ、前日までとし、やむを得ない場合は、当日朝７時３０分までに園及びバス携帯に電話で連絡する。 

 



３ 運行当日の安全管理 

※ 園バスには、運転手以外に添乗員又は保育者 1 名以上が添乗する。(携帯電話を携帯すること) 

※ 添乗者と運転手の両方が、それぞれ⼦ども達が全員降⾞したことを確認する。(ダブルチェック) 

 

 

 運転手 添乗員 園 備考 

(登園時) 

乗⾞前 

・体調管理に努め、体温や体調に異常がな

いことを園に報告する。 

＊前夜のアルコール摂取による飲酒運

転、酒気帯び運転を防止するために、運転

前にアルコール検知器で確認し、園⻑に

報告。 

＊体調不良の場合はなるべく早く園⻑に

連絡する（園内で代替者を立てる）。 

・出発までに、⾞内の消毒（コロナ対策）

を行い、⾞両点検をして⾞内外に異常が

ないことを確認する。 

・ドライブレコーダーの動作に異常がな

いことを確認する。 

・出発の 15 分前までにバスを園のバス乗

り場に移動し、駐⾞して（エンジンを切

る）⾞内で待機する。 

・添乗する職員と共に、欠席（＆その日バ

スを利用しない⼦ども）の確認とルート

の確認をする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

・出発の 5 分前には乗⾞する。 

・運転手に欠席（&その日利用しない⼦ども）

の連絡をする。 

・運転手とルートの確認をする。 

・嘔吐等に備えた備品など、必要な備品が乗

っているかどうかを確認する。 

・バス誘導が必要な場合は、（添乗する職員

または別の職員が）周りの安全を確認しなが

ら大きなモーションで行う。 

・欠席や、その日バスを利

用しない⼦どもの確認を

する。 

・バス用の携帯電話（充電

を確認）とバス用連絡シー

トを準備して携帯する。 

・非接触式温度測定器を準

備し携帯する。 

＊連絡ファイルは、その日

の状況を記載し、ファイル

として保存する。ファイル

を置く場所は固定してお

き、誰にでもすぐわかるよ

うにしておくと良い。 

 

 



 

 運転手 添乗員 園 備考 

乗⾞時  ・バス乗り場（事前に定めたバス停留所）到着後、必ず保育者が先にバスから降り、⾞や自転⾞・

歩行者、不審者など周りの安全を確認する。 

・「おはようございます」「〇〇ちゃんおはよう」等名前をしっかり確認しながら保護者と⼦ども

それぞれに挨拶する。 

・保護者から預かる際に、⼦どもの健康状況を視診する。気になることがあれば保護者から聞き

取り、連絡シートに記入する。 

・⼦どもの手を取り、バスに乗せる。 

・座席は原則として指定しておく。 

・保護者に「お気をつけて」や「お預かりします。」等の挨拶をする。 

・⼦どもの人数確認をする。 

＊人数確認は各乗り場で⼦どもを乗せる度に行う。 

・運転手に出発準備ができたことを伝える。         

・マフラー等のバス内での置き場所や取り扱いについて決めておく。個人の傘などバス内に持ち

込まない場合はあらかじめ保護者に了承を得ておく。 

・窓は⼦どもが手などを出さない範囲で、少し開けて換気ができるようにしておく（コロナ対策）。 

  

発⾞時 ・添乗者から⼦ども全員が乗⾞し、出発準

備ができたことを確認し、周囲の安全に

注意し、発⾞させる。（必要であれば、誘

導してもらう） 

   

乗⾞中 

(走行中) 

・法定速度を守り、信号を守り、交通ルー

ルを遵守して走行する。 

・ブレーキはゆっくりかける。 

・交差点ではスピードを落として安全確

認をする。 

・その日に利用する⼦どもがいない場合

などにバス停をスキップしてよいかどう

かあらかじめルールを決めておく。 

 

 

・⾞内で⼦どもたちが席を立ったり騒いだりしないよう注意す

る。 

・⾞内での遊びは、小さな声のお喋りやクイズ等にとどめ、静

かに過ごす。 

・園が近づいて来たら、寝ている⼦どもがあれば起こし、降⾞

の準備をする。 

・寝ている⼦どもの様⼦を気にかける。（座席に横になったり、

下にもぐりこんでいる⼦どもなど） 

・5 分以上の遅れが出た場合、状況を園に伝える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
運転手 添乗員 園 備考 

園到着後  ・⼦どもたちに順番に降りるまで、席を立たないように伝える。 

・バス乗降口付近の安全を確認してから一人ずつ下⾞させ、園内へ誘導する職員に⼦どもを引き

渡す。誘導する職員と⼦どもの人数を確認する。 

・その際、バスのステップを飛び降りない、園内に走って行かないよう、注意する。       

・添乗者と運転手がそれぞれ、⼦どもたちが全員降⾞したことを確かめ(ダブルチェック)、忘れ

物がないか等、⾞内を確認する。(バスの椅⼦の下や最後列席の後ろ側も確認する。前方からだけ

ではなく、後方からも確認する。) 

・ごみがあればまとめて持って降り、捨てる。使った備品があれば補充する。 

・異常がないことを確認して運転手に伝える。挨拶をして、園に戻る。 

・保護者からの連絡事項があれば、担任に伝える。 

・バス用の携帯電話とバス用連絡シートを所定の場所に戻す。 

・園⻑(主任)に運行報告する。 

  

駐 ⾞ 場 到

着後 
・⾞内に⼦どもが残っていない

か確認する。 

・窓の締め忘れや、⼦どもの忘れ

物などがないか等、座席の下を含

む⾞内全体を点検し、整理整頓す

る。 

・⾞内を清掃し、アルコールなど

を使って消毒する（コロナ対策）。 

＊ノロ・ロタ・インフルエンザな

どの対策は、次亜塩素酸ナトリウ

ム希釈水を使う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・園バスが、園到着後、

所定の場所に駐⾞し

た後、園舎周辺の見回

り箇所に園バスも含

めた形で見回りを行

う。(バス駐⾞後 15 分

以内。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 運転手 添乗員 園 備考 

(降園時) 

乗⾞時 

 ・バス乗り場・添乗員が、バス乗り場に集まった⼦どもたちを名簿を見

ながら点呼して、全員がそろっていることを確認する。 

・園内の先生や友達に添乗者の指揮により「さようなら」の挨拶をする。 

・⼦どもたちを順番にバスに乗せ、座らせる。   

・添乗員が座る近くの窓を少し開けて換気ができるようにしておく。 

・⼦どもの人数確認をする。 

・運転手に出発準備ができたことを伝える。 

・バス誘導が必要な場合は、周りの安全を確認しながら大きなモーショ

ンで行う。  

  

発⾞時 ・添乗者から⼦ども全員が乗⾞し、出発準

備ができたことを確認し、周囲の安全に

注意し、発⾞させる。（必要であれば、誘

導してもらう） 

   

乗⾞中 ・法定速度を守り、信号を守り、

交通ルールを遵守して走行する。 

・ブレーキはゆっくりかける。 

・交差点ではスピードを落として

安全確認をする。 

 

・⾞内で⼦どもたちが席を立ったり騒いだりしないように注意する。 

・⾞内での遊びは、小さな声でのおしゃべりやクイズ等にとどめ、静

かに過ごす。 

・降り場が近づいてきたら、寝ている⼦どもがあれば起こし、降⾞の

準備をする。 

・5 分以上の遅れが出た場合、状況を園に伝える。 

※体調不良等不測の事態があった場合は後述の「こんな時どうする？」

を参照のこと。 

  

降⾞時  ・降り場到着後、必ず保育者が先にバスから降りて、⾞や自転⾞・歩行者、不審者など周り

の安全を確認する。 

・保護者に「お待たせしました。ただ今帰りました。」など明るくはっきりとあいさつする。 

＊降りるときの挨拶は、マニュアルを作って決めておくとよい。 

・保護者と⼦どもの名前を確認しながら、「〇〇ちゃん、さようなら」と一人ずつ順番に手か

ら手へ保護者に引き渡す。 

・バスのステップを飛び降りない、降りてすぐ走らないように注意する。 

・保護者に伝えることがあれば伝える。         

・降りる予定の⼦どもを保護者に引き渡したことを確認する。 

・安全確認をしてバスに乗る。 

・保護者対応等があったとしてもバス乗降口から遠く離れない。 

  



 
運転手 添乗員 園 備考 

発⾞時 ・添乗者から出発準備ができたこと

を確認し、周囲の安全に注意し、発

⾞させる。（必要であれば、誘導して

もらう） 

・⾞内の人数確認をする。 

・次の降り場に向けて発⾞する際、⾞内の⼦どもたちがきちんと座っ

ているか等の安全を確認して運転手に出発準備ができたことを伝え

る。 

  

帰園時  ・添乗者と運転手がそれぞれ、⼦どもたちが全員降⾞したことを確か

め(ダブルチェック)、忘れ物がないか等、⾞内を確認する。(バスの椅

⼦の下や最後列の後ろも確認する。) 

・ごみがあればまとめて持って降り、捨てる。使った備品があれば補

充する。 

・異常がないことを確認して運転手に伝える。挨拶をして、園に戻る。 

・保護者からの連絡事項があれば、担任に伝える。 

・バス用の携帯電話とバス用ファイルを定位置に戻す。 

・園⻑(主任)に運行報告する。 

 

・ 園 ⻑

ま た は

主幹は、

添 乗 員

か ら の

降 園 バ

ス の 状

況 に つ

い て 報

告 を 受

ける。 

 

駐 ⾞ 場 到

着後 

・⾞内に⼦どもが残っていないか確

認する。 

・窓の締め忘れや、⼦どもの忘れ物

などがないか等、座席の下を含む⾞

内全体を点検し、整理整頓する。 

・⾞内を清掃し、アルコールなどを

使って消毒する（コロナ対策）。 

＊ノロ・ロタ・インフルエンザなど

の対策は、次亜塩素酸ナトリウム希

釈水を使う。 

   

 

 

 

 

 

 

 



【バス内に置いておくもの】 
  嘔吐セット(次亜塩素酸水)、マスク、ポリ手袋、アルコール消毒、体温計、ばんそうこう、ティッシュ、ウェットティッシュ、

ペーパータオル、タオル、バスタオル、熱さまシート、ハサミ、紙おむつ、ごみ袋、雨がっぱ、大人用の傘、不審者対応できる
もの、安全管理マニュアル 等 
 ＊置き場所を決めておき、使用後は補充する。 
 

【バスの装備】  
ドライブレコーダー（前）をつける。 
 

【こんな時どうする】 
☆ 予定時間になっても保護者と⼦どもがバス乗り場(降り場)に来ない場合 

・携帯電話で園に確認する。保護者から園に連絡がない場合は、バスから保護者に連絡する。（あらかじめバス用携帯電話に保護
者の番号を登録しておく。） 

 ・保護者の返答によって対応するが、あまり待てない旨を了承してもらう。 
 ・連絡がつかない場合は、次の場所若しくは園に向かう。 
 ・⾯識のない保護者や祖⽗⺟が迎えに来た場合は、「確認しますのでお待ちください。」と伝え、園に確認し、確認が取れたら⼦

どもを引き渡す。確認が取れない場合は引き渡さない。 
  ＊離婚や DV による別居で保護者への引き渡しが簡単でない場合もあるので、引き渡しを確実に出来るような方策を考えてお

く。 
 
☆ ⼦どもが⾞内で体調不良を訴えた場合 
 〔嘔吐〕 

・吐きそうなら、嘔吐袋（紙袋の内側にビニール袋を入れておく）を用意して備える。 
  ・換気する。(⼦どもが窓から手や指を出さない範囲で、注意しながら窓を開ける。) 
  ・服が汚れた場合、その⼦どもの着替えがあれば着替えさせる。なければ⾞内のタオルで覆うなど対応する。 
  ・保育者の目の届くところで、その⼦どもの心地よい体勢にする。 
  ・検温する。 
  ・降⾞の際、保護者に状況を説明するとともに、園に状況と経過を連絡する。 

〔発熱〕 
  ・顔が赤い、頭が痛いと訴えるなど発熱を疑う場合は検温する。 
  ・その⼦どもの心地よい体勢にする。 
  ・⼦どもが貼ってよいと言えば冷感シート等を貼る。（頭部や脇。窒息の危険があるので乳児の使用には注意） 
  ・降⾞の際、保護者に状況を説明するとともに、園に状況と経過を連絡する。 
 〔外傷・打ち身など〕 



  ・外傷：応急処置をする。ティッシュなどで汚れや血を拭き、ワセリンを塗る。必要に応じてばんそうこうを貼る（出血して
いる場合） 

  ・打ち身：保冷シートを貼るなどして患部を冷やす。 
  ・⼦どもがトイレに行きたいと訴えたときの対応を考慮しておく。(コース上にトイレをお借りできるところを確認しておく等)  
  ・降⾞の際、保護者に状況を説明するとともに、園に状況と経過を連絡する。 

〔重篤な体調不良が疑われる場合〕 
➀ 当該児童の保護者に連絡し、⼦どもの状態、救急⾞を呼んでもよいか伝える。 
➁ 救急⾞を要請する。 
➂ 運転手に状況を伝え、安全で救急⾞を待てる場所にバスを止めてもらう。 
➃ 応急処置をしながら、救急⾞を待つ。 
➄ 園に連絡し、応援の職員を要請する。もし、当該児童の保護者と連絡が付かない場合には、園から連絡してもらうよう依頼

する。 
➅ 乗⾞している他の⼦どもの安全を確保しながら対応する。 
 
☆ 交通事故が起きた場合 
 ➀ 一番に⼦どもの安全確保を行う。運転手と添乗者が声をかけ合い、⼦どもの安全を確認しつつ対応する。(⼦どもの座ってい

た場所の記録をとる。) 
 ➁ 相手および同乗者（⼦ども・運転手・添乗者）の状態を確認し、ケガなどがあれば必要に応じて救急⾞を要請する。 
 ➂ 相手の名前・連絡先を確認する。 
 ➃ 警察へ連絡し、事故報告をする。 
 ➄ 園へ連絡する。場合によっては応援の職員を要請する。 
 ➅ 園はそのバスに乗っている⼦どもの保護者全員に連絡し、お迎えの要請をする。保護者がお迎えができない場合、手分けし

て⼦どもたちを送るなどする（その際のルールは決めておく）。 
 ⑦ 園は、必要に応じて、JAF・保険会社等に連絡して交渉し、代替え⾞の手配等の事後対応を行う。相手や⼦どもたちの間に負

傷者がいれば、病院へのお見舞いや、警察、マスコミ対応を行う。 
 
 
   参照:文部科学省初等中等教育局幼児教育課等による事務連絡「保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部にお

けるバス送迎に当たっての安全管理の徹底について(再周知)」 


