
　　

学校発 　８：３０ 学校発 　８：３０ 学校発 　８：３０ 学校発  ８：３０ 学校発 　９：００ 学校発 　９：００ 学校発 　９：００ 学校発 　９：００ 学校発 　９：３０ 学校発 　９：３０ 学校発 　９：３０ 学校発  ９：３０

美術館 　８：３５ 古島インター 　８：４５ 宮城 　８：３８ 美術館前 　８：３５ 美術館 　９：０５ 古島インター 　９：１５ 宮城 　９：０８ 美術館前 　９：０５ 美術館 　９：３５ 古島インター 　９：４５ 宮城 　９：３８ 美術館前 　９：３５

安波茶 　８：３６ 儀保十字路 　８：５１ 仲西 　８：４０
安波茶
バス停

 ８：３６ 安波茶 　９：０６ 儀保十字路 　９：２１ 仲西 　９：１０
安波茶
バス停

　９：０８ 安波茶 　９：３６ 儀保十字路 　９：５１ 仲西 　９：４０ 安波茶バス停  ９：３６

茶山団地 　８：３７ 若夏学園前 　８：５４ 安謝交番前 　８：４６ 茶山団地前  ８：３７ 茶山団地 　９：０７ 若夏学園前 　９：２４ 安謝交番前 　９：１６ 茶山団地前 　９：１０ 茶山団地 　９：３７ 若夏学園前 　９：５４ 安謝交番前 　９：４６ 茶山団地前  ９：３７

経塚バス停 　８：４０ 石嶺入口 　８：５７ シャープ前 　８：５０
経塚
バス停

 ８：４０ 経塚バス停 　９：１０ 石嶺入口 　９：２７ シャープ前 　９：１８
経塚
バス停

　９：１２ 経塚バス停 　９：４０ 石嶺入口 　９：５７ シャープ前 　９：５０ 経塚バス停  ９：４０

厚生園入口 　８：５０ 石嶺団地入口 　９：００ 泊北岸 　８：５４ 浦添消防前  ８：４５ 厚生園入口 　９：２０ 石嶺団地入口 　９：３０ 泊北岸 　９：２４ 浦添消防前 　９：１８ 厚生園入口 　９：５０ 石嶺団地入口 　１０：００ 泊北岸 　９：５４ 浦添消防前  ９：４５

幸地入口 　８：５２ 首里リウボウ 　９：０２ とまりん 　８：５９
幸地入口
（那覇向け）

 ８：４７ 幸地入口 　９：２２ 首里リウボウ 　９：３２ とまりん 　９：２９
幸地入口
（那覇向け）

　９：２１ 幸地入口 　９：５２ 首里リウボウ 　１０：０２ とまりん 　９：５９ 幸地入口（那覇向け） ９：４７

西原入口 　８：５７ 首里駅前 　９：０４ 夫婦橋 　９：０１
厚生園前
（那覇向け）

 ８：４９ 西原入口 　９：２７ 首里駅前 　９：３４ 夫婦橋 　９：３１
厚生園前
（那覇向け）

　 ９：２５ 西原入口 　９：５７ 首里駅前 　１０：０４ 夫婦橋 　１０：０１ 厚生園前（那覇向け） ９：４９

浦西団地入口 　９：００
鳥堀一丁目
バス停

　９：０９ 若狭 　９：０３ 識名園前  ９：２０ 浦西団地入口 　９：３０ 鳥堀一丁目バス停 　９：３９ 若狭 　９：３３ 識名園前 　 ９：５６ 浦西団地入口 　１０：００ 鳥堀一丁目バス停　１０：０９ 若狭 　１０：０３ 識名園前  １０：２０

領事館前 　９：０２ 首里高校 　９：１２ 西武門 　９：０５
石田中
バス停

 ９：２２ 領事館前 　９：３２ 首里高校 　９：４２ 西武門 　９：３５
石田中
バス停

　 ９：５８ 領事館前 　１０：０２ 首里高校 　１０：１２ 西武門 　１０：０５ 石田中バス停  １０：２２

中部商業前 　９：０８ 都ホテル前 　９：１４ 旭橋 　９：０７
識名小
バス停

 ９：２４ 中部商業前 　９：３８ 都ホテル前 　９：４４ 旭橋 　９：３７ 識名小バス停 　 １０：００ 中部商業前 　１０：０８ 都ホテル前 　１０：１４ 旭橋 　１０：０７ 識名小バス停  １０：２４

沖国大前 　９：１２ 坂下 　９：１６ 沖縄電力 　９：１１
三原三丁目
バス停

 ９：２６ 沖国大前 　９：４０ 坂下 　９：４６ 沖縄電力 　９：４１
三原三丁目
バス停

　 １０：０２ 沖国大前 　１０：１２ 坂下 　１０：１６ 沖縄電力 　１０：１１ 三原三丁目バス停  １０：２６

第一佐真下 　９：１３ 松川 　９：１９ 壷川駅前 　９：１３
松川
バス停

 ９：３６ 第一佐真下 　９：４２ 松川 　９：４９ 壷川駅前 　９：４３
松川
バス停

　 １０：０５ 第一佐真下 　１０：１３ 松川 　１０：１９ 壷川駅前 　１０：１３ 松川バス停  １０：３６

第二佐真下 　９：１５ 三原給油所前 　９：２３ 大橋 　９：１５ 第二佐真下 　９：４３ 三原給油所前 　９：５３ 大橋 　９：４５ 第二佐真下 　１０：１５ 三原給油所前 　１０：２３ 大橋 　１０：１５

真栄原 　９：２０ 真和志支所 　９：２８ 農協会館前 　９：１６ 真栄原 　９：５８ 真和志支所 　９：５８ 農協会館前 　９：４６ 真栄原 　１０：２０ 真和志支所 　１０：２８ 農協会館前 　１０：１６

中大謝名 　９：２８
牧志駅
マックスバリュー 　９：４０ 与儀十字路 　９：１８ 中大謝名 　９：５０

牧志駅
マックスバリュー 　１０：１０ 与儀十字路 　９：４８ 中大謝名 　１０：２８

牧志駅
マックスバリュー 　１０：４０ 与儀十字路 　１０：１８

宇地泊 　９：３２
おもろま町
（上之屋） 　９：４４ 神原 　９：２０ 宇地泊  　１０：０２

おもろま町
（上之屋）  　１０：１４ 神原  　９：５０ 宇地泊 　１０：３２

おもろま町
（上之屋） 　１０：４４ 神原 　１０：２０

牧港  　９：３６ 銘苅（ﾄﾞﾗｯｸﾞ11） 　９：４８ ひめゆり橋 　９：３０ 牧港 　 １０：０６ 銘苅（ﾄﾞﾗｯｸﾞ11） 　 １０：１８ ひめゆり橋 　 １０：００ 牧港  　１０：３６ 銘苅（ﾄﾞﾗｯｸﾞ11） 　１０：４８ ひめゆり橋 　１０：３０

港川 　 ９：３９ 内間 　９：５１ おもろまち駅前 　９：３４ 港川 　 １０：０９ 内間 　 １０：２１ おもろまち駅前 　 １０：０４ 港川 　 １０：３９ 内間 　１０：５１ おもろまち駅前 　１０：３４

浦添リウボウ前 　 ９：４４ 小湾 　９：５７ 興南高校前 　９：３８ 浦添リウボウ前 　 １０：１４ 小湾 　 １０：２７ 興南高校前 　 １０：０８ 浦添リウボウ前 　 １０：４４ 小湾 　１０：５７ 興南高校前 　１０：３８

泉小公園 　 ９：４８ 末吉団地前 　９：４１ 泉小公園 　 １０：１８ 末吉団地前 　 １０：１１ 泉小公園 　 １０：４８ 末吉団地前 　１０：４１

大平バス停 　９：４７ 大平バス停 　 １０：１７ 大平バス停 　１０：４７

学校  　９：５７ 学校 　１０：０７ 学校 　９：５６ 学校 　９：５７ 学校 　 １０：２７ 学校 　 １０：３７ 学校 　 １０：２６ 学校 　 １０：３０ 学校  　１０：５７ 学校 　１１：０７ 学校 　１０：５６ 学校 　１０：５７

　　※　路線バスが運休している場合でも、暴風警報が解除されればスクールバスの運行は以下の通りになります。

　　　　○　７：００～７：２９までに解除になった場合　「学校発９：００」の運行　→　授業あり（給食あり）　運行予定表②表照

　　　　○　７：３０～７：５９までに解除になった場合　「学校発９：３０」の運行　→　授業あり（給食あり）　運行予定表③表照

　　　　○　８：００以降に解除になった場合は休校

運行予定表③　(学校発　９：３０）　　運行予定表①　(学校発　８：３０）　　
Ｃコース DコースＡコース Ｂコース Ｃコース DコースＡコース Ｂコース Ｃコース Dコース

運行予定表②　(学校発　９：００）　　

暴風警報解除後のスクールバス運行表

　　　　○　６：００～６：５９までに解除になった場合　「学校発８：３０」の運行　→　授業あり（給食あり）　運行予定表①表照

　　　　○　５：５９までに暴風警報解除となったときは、通常の運行（給食あり）

Ａコース Ｂコース


