
基安安発第1207001号  

平成17年12月 7日  

都道府県労働局労働基準部長 殿  

厚生労働省労働基準局安全衛生部  

安 全 課 長  

（公印省略）  

有料道路自動料金収受システムー（ETC）使用レーンでの料金収受業務等  

における労働災害の防止について留意すべき事項  

標記については、平成17年12月7日付け基発第120ウ001号「有料道路自動料  

金収受システム（ETC）使用レーンでの料金収受業務等における労働災害の防止につい  

て」（以下「局長通達」という。）により指示されたところであるが、その具体的な実施に  

当たっては下記の点に留意し、実効ある指導等の実施を図られたい。  

記   

1高速道路会社等へめ指導について   

指導対象は、局長通達の別紙1に掲げる高速道路会社等とするが、これ以外にもET   

Cレーンを設置している料金所を有する高速道路会社等を把握した場合には、局長通達   

に準じた内容の指導を行うこと。   

なお、高速道路会社等に対する指導については局長通達の別紙2にて行うこととされ   

ているが、指導に当たっては以下の点に留意すること。  

（1）総論  

別紙2の記2（1）及び（2）の措置の検討に当たっては、個々の料金所の構造や   

交通量を考慮した上で行うよう高速道路会社等に指導すること。  

（2）年次計画について  

別紙2の記の2（2）の年次計画に係る指導に当たっては、以下の点に留意するこ  

と。  

ア 個々の料金所によって講ずべき措置も異なるため、料金所ごとに具体的なもの  

とすること。  

イ 今後もETC利用者の増加等が見込まれることから早急な対策を講ずる必要  

があるため、概ね平成19年度中に完了するものとすること。   



2 料金収受会社に対する指導等について  

（1）本省において把握している高速道路会社（6社）の料金収受業務委託先は別紙のと   

おりであること。なお、各局において、別紙以外の委託先を把握した場合には、本省   

安全課あて報告すること。   

（2）地方道路公社の料金収受業務委託先については、各局において公社に対して聴取す  

るなどにより把握すること。  

（3）指導後の報告は、概ね2か月後に徹することとされているが、期日までに徴する報   

告内容は予定も含めたもので足りるものとすること。なお、高速道路会社等の対応を   

待たなければ報告を行うことが困難な料金収受会社がある場合には弾力的に取り扱う  

こと。   

（4）対象となる料金収受会社のうち、過去にETCレーン横断中の収受具による災害を   

発生させたものについては、必要に応じ、個別指導を行うなどにより、指導事項の徹  

底を図ること。   



○料金収受会社「覧  （別紙）  

住所   都道府県  道路会社   料金収受会社名  電話番号   

北海道  東日本  北海道ハイウェイ・サービス㈱・  札幌市北区北七条西1－2－6NSS－ニュース テージ札幌ビル4F  01卜737－87＝   

岩手   東日本  奥羽道路サービス㈱   盛岡市大通3－3－10七十七日生盛岡ビル7F  019－651－8115   
宮城   東日本  東北道路サービス㈱   仙台市青葉区一番町2－2－13仙建ビル4F   022－267－2701   

東京   首都高  槻エヌティジェー   板橋区板橋3－6－17   03－3963－6021   

東京   首都高  トラスティーロード㈱   港区虎ノ門卜23－11   03－3591－1801   

寛京   首都高  ユニ㈱   港区芝大門2－3－1   03－5402－6420   

東京   首都高  八重洲地下街㈱   中央区八重洲2－1   03－327卜4113   

東京   首都高  ㈱グランドパーキングセンター  千 代田区大手町2－6－2   03－3241－2026   

東京   首都高  ㈱とうさい   北区王子1－13－14   03－5390－1951   

台菜区三筋1－17－10   03－5833－1711   

東京   首都吉  柵トーワン   江東区東陽3－23－24   03－3646－4422   

中日太  東日本道路サービス㈱   渋谷区幡ヶ谷1－34－14宝ビル7F   03－3465－9050   

中日太  ㈱ウェイザ   八王子市明神町3－20－6   0426－39－1800   

中日本  日本総合サービス㈱   品川区西五反田7－10－4 金剛ビル8F   03－5437－2851   

東日本  新日本道路サービス㈱   新宿区新宿2－8－8とみん新宿ビル8F   03－3350－5501   

東日本  関越道路サービス㈱   新宿区神楽坂1－15神楽坂1丁目ビル4F   03－5225－3232   

東日本  常磐ハイウェイ・サービス㈱   台東区蔵前2－6－4マスダヤビル8F   03－3866－1363   

東日本  柵ラビド   千代田区鍛冶町1－8－3神田91ビル   03－5294－2751   

東日本  東日本道路サービス㈱   渋谷区幡ヶ谷1－34－14宝ビル7F   03－3465－9050   

東日本  ㈱セノン   新宿区西新宿2－1－1新宿三井ビルディング16  03－3348－7r‖   
東日本  日本ハイウェイ・サービス㈱   中央区八丁堀4－4－4   03－3523－7070   

東口太  東京湾横断道路㈱   大田区大森北1－18－18   03－5764－3806   

神奈川  首都高  横浜アールエス㈱   横浜市神奈川区鶴屋町3－35－1   045－410－0312   

神奈川  首都高  ケイエス㈱   横浜市中区桜木町3－8   045－211－2855   

神奈川  中日本  不二東名㈱   
横浜市神奈川区栄町5－1横浜クリエーションスク   045－440－5531   
エア7F  

神奈川   中日本  日永トーレックス㈱   横浜市西区北章2－6－26 ＝Ⅰ横浜ビル4F   045－41卜2200   

神奈川  東日本  不二東名㈱   
横浜市神奈川区栄町5－1■横浜グノエーションス  
ウェア7F   

東日本  新潟ハイウェイサービス㈱   新潟市万代4－4－27新潟テレコムビル5F   025－241－2276   新潟 
石川   中日本  北陸ハイウェイトールサービス  金沢市神野町東202   076－240－2955   

岐阜   中日本  富山市   岐阜県高山市花同町2丁目18番地   0577－32－3333   

愛知，．  中日本  中日本道路サービス㈱   
名古屋市中村区名駅4－2－25名古屋ビルディング   052－582－2866   
菜館3F  

愛知   中日本  中日ハイウェイサービス㈱   名古屋市中区綿2－2－13名古屋センタービル5F   052－221－8251   

三重   中日本  三重ハイウェイサービス㈱   059－224－6731   

大阪   阪神  ㈱高速道路開発   津市羽所町700 アスト津12F          大阪市中央区本町4丁目4番25号 本町三井ビ  06－6253－0477   

大阪   阪神  ㈱土イチエイチェス   
大阪市西区立売堀1丁目4番12号住友生命立   06－6539－0541   
売堀ビル5階  

大阪   阪神  柵グローウェイ   大阪市北区末広町3番21号 新星和扇町ビル8  06－6314－2272   

大阪   阪神  ㈱ベイフレンド   
大阪市西区立売堀1丁目11番12号大阪食糧ビ   06－653卜8170   
ル6F  

大阪   大阪市北区芝田1－8－15梅田北ビル6F   06－6375－0278   

大阪   西日本  ㈱ハイウェル        西日本  槻ウェイシステム関西   大阪市北区堂島浜1－4－4アクア堂島東館ビル  06－6345－1591   
大阪   西日本  近畿ハイウェイサービス㈱   大阪市中央区南本町1－7－15明治生命ビル1  06－6264－3660   
大阪   西日本  伸和サービス㈱   大阪市北区天神橋7丁目7番5号   06－6351－0065   

大阪   中日本  ㈱ハイウェル   大阪市北区芝田1－8－15 梅田北ビル6F   06－6375－0278   

大阪   中日本  葡ジャスティスサポート   豊中市刀根山2丁目9番50号   072－787－6888   

兵庫   阪神  槻サナウィン   神戸市中央区江戸町94番地2   078－392－1041   

兵庫   阪神  ㈱コーベックス   神戸市中央区雲井通4丁目2番2号   078－252－7712   

兵庫   阪神  ポート産業㈱   神戸市東灘区音大1丁目2番1号   078－452－1621   

兵庫   西日本  ポート産業㈱   神戸市東灘区青木1－2－1   078－452－1621   

兵庫   西日本  明石大橋総合サービス㈱   神戸市中央区中山手通2丁目4－8   078－39卜7011   

兵庫   西日本  本州四国道絡道路管理協会  神戸市中央区雲井通4－1－2三宮克ビル4F   078－242－3833   

兵庫   
州四国道絡道路管理協  兵庫県神戸市垂水区東舞子町10－1T；0舞子5  078－787－1282  

03号室   

兵庫  本州四国  明石大橋総合サービス㈱   兵庫県神戸市中央区中山手通2－4－8神戸た   078－391－7007   
ばこ会館  

兵庫  本州四国  神戸鳴門ルートサービス㈱   兵庫県神戸市中央区海岸通8神港ビル2階   078－392－1893   

同山  西日本  ㈱大同ハーテックス   岡山市駅元町1－6 フコク生命駅前ビル   086－224－3800   

岡山  本州四国  （財）本州四国連絡道路管理協 会同山支部  岡山県岡山市厚生町3－1－15   086－225－1108   

広島   西日本  中国道路サービス㈱   広島市中区寺町5－20光広ビル5F   082－293－7191   

広島  本州四国  （財）本州四国連絡道路管理協 会尾道支部  広島県尾道市新浜1－9－22   0848－23－6509   

広島  本州四国  本四バス開発㈱   広島県尾道市東御所町11－15   0848－25－5573   

山口   西日本  西中国道路サービス㈱   山口市小郡上郷字地蔵前1848   083－972－5193   

徳島  本州四国  徳島ハイウェイサービス㈱   徳島県徳島市有末 広町6－50   088－625－1084   

香川   西日本  四国ハイウェイサービス㈱   高松市番町1－1－1大和ビル5F   087－82一卜・0611   

香川   本州四国  瀬戸大橋総合開発㈱   香川県坂出市入船町1－6－9   0877－45－1167   

愛媛  本州四国  大三島道路サービス㈱   愛媛県今治市上浦町瀬戸1281   0897－87－2908   

愛媛  本州四国  芸予開発㈱   愛媛県今治市常盤町1丁目2－1   0898－23－9064   

愛媛  本州四国  しまなみバス開発㈱   愛媛県今治市嘉島生町5丁目15   0898－25－4874   

福岡   西日未  第一道路サービス㈱   太宰府市水城3－8－14   092－922－8635  



都道府県  道路会社   料金収受金社名  住所   電話番号   

福岡   西日本  申九州道路サービス㈱  
福岡市博多区博多駅東1丁目9替11号大成博多，   092－413－1701   
駅ビル2階  

西日本  ㈱西日本ハイウエーーサービス   久留米布令川町182－3   0942－44－3651   

鹿児島  西日太  蘭九弗  道路サービス㈱   鹿児島県霧島市溝辺町麓843－5   0995－58－3733   

西日本  沖縄道路サービス㈱  浦添市屋富祖2－6－15   098－874－3457  


