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美咲特別支援学校本校における暴風（特別）警報時の対応について（お知らせ） 

 

日頃より本校の教育活動に御理解と御協力いただき感謝申し上げます。 

さて、本校における台風接近時の児童生徒の登下校等は下記の通りとなりますので、あら

かじめお知らせします。 

記  

 

1. 中部地域に暴風警報、暴風特別警報及び大雨特別警報発令中は、学校は臨時休業（休校）

になります。 

 

2. 中部地域の暴風警報、暴風特別警報及び大雨特別警報が解除された場合は、以下のとお

りの対応となります。  

(1) 午前５時 59 分までに解除になった場合は通常通りの登校になります。 

（スクールバスは通常の７時 00 分発になります。下校時刻も通常通りです。）  

(2) 午前６時以降、午前７時 59 分までに解除になった場合は２時間遅れ（１０：４０）

登校で、授業開始は３校時からとなります。 

（スクールバスは９時 00 分発になります。下校時刻は通常通りです。）  

(3) 午前８時以降に解除になった場合は１日臨時休業（休校）になります。  

（午前８時以後では、スクールバスの運行や給食の対応ができないため。） 

 

  〈暴風警報等の解除時刻別の対応表〉 

 スクールバス 登校時刻 給 食 授業開始 下校時刻 

(1)の場合 
通常通り 

（7:00 出発） 
通常通り 通常通り 

通常通り 

（9:00 開始） 
通常通り 

(2)の場合 9:00 出発 10:40 
メニュー

変更あり 
3 校時～ 通常通り 

(3)の場合 臨時休校 

※ 被害の状況や台風の進路等によっては上記の対応を変更することがあります。 

※ (2)の給食については、食材の配送状況等によりメニューを変更することがあり

ます。                          



3. 登校中または登校後に暴風警報、暴風特別警報及び大雨特別警報が発令され、緊急に下

校させる必要があると判断した場合は、学校から保護者へ連絡を行います。  

 

4. 暴風警報発令前、または解除後であっても、風雨の状況や公共交通機関（路線バス）の

運行状況によっては、臨時休校となる場合もあります。その場合は、学校から保護者へ

連絡を行います。 

 

※ 今後の暴風警報、特別警報発令時は、上記の対応になりますのでご了承下さい。 

※ 緊急時等の変更・お知らせは、マチコミメール等でも行います。未登録の方は、

この機会にぜひご登録下さい。 

  

 

問い合わせ（美咲特別支援学校） ℡ ９３８－１０３７・７７８９・１１４０ 



学校発 9:00 学校発 9:00 学校発 9:00 学校発 9:00 学校発 9:00

中央駐車場 9:20 美里支所前 9:12 前原高校前 9:25 具志川高校前 9:05 法務局入口 9:04

嘉手納バス停 9:23
照 屋 入 口
（泡瀬向け）

9:17 田場バス停 9:27
芸 術 劇 場
（北向け）

9:07 中部病院前 9:10

大湾バス停 9:25 大里バス停 9:31 東田場バス停 9:28
中 央 公 民 館 前
バス停

9:08 志林川バス停 9:11

伊良皆バス停 9:29 美東小学校前 9:33 金武湾入口 9:29 赤野バス停 9:24 喜仲バス停 9:12

大木バス停 9:32 サイクル館※ 9:35 具志川バス停 9:31 うるま市役所前 9:28 上平良川バス停 9:16

大添バス停 9:35 泡瀬美津呂前※ 9:38 太田入口 9:32 昆布バス停※ 9:36 平良川バス停 9:18

楚辺バス停 9:36 県総運動公園前 9:32 水井原バス停 9:34 美原入り口※ 9:40 安慶名バス停 9:20

都屋バス停 9:37 与儀バス停 9:53 南風原入口 9:35 栄野比バス停 9:43 山城入口 9:40

大当バス停 9:38 運動公園前北口 9:55 上南風原 9:36 栄野比入口 9:44 石川電話局前 9:45

波平バス停 9:41 高原南バス停 9:58 照間入口 9:37 川崎小学校前 9:50 石川市場入口 9:47

高志保入口 9:42 高原団地入口※ 10:05 赤嶺家具前※ 9:39
具 志 川
ターミナル

9:58 南栄入口 9:48

高志保バス停 9:43
安 慶 田 ４ 丁 目
(旧徳州会前)※ 10:07 与那城団地前 9:42

高 等 特 別 支 援
学校前

10:00 石川公民館前 9:50

宇座公民館前 9:44 園田2丁目※ 10:15 安武堂 9:45
芸 術 劇 場
（南向け）

10:08 石川入口 9:51

瀬名波バス停 9:46 山里バス停 10:23 平安名バス停 9:48
第 二 宮 里
バス停 10:11 東恩納入口停 9:53

長浜バス停 9:49 諸見バス停 10:24 饒辺バス停 9:52 宮里バス停 10:12
伊 波 バ ス 停
（登校のみ）

9:55

塩屋バス停 9:52 園田バス停 10:25 東屋慶名バス停 9:53 赤道十字路 10:13 池原バス停 10:03

ル ネ ッ サ ン ス
リゾートホテル前 10:00 中の町バス停 10:26 与那城小学校前 9:55 明道バス停 10:15 北美小学校前 10:10

仲泊バス停 10:05 胡屋バス停 10:28 宇舎波川 10:00 美里中前 10:19 農民研修センター 10:13

嘉間良バス停 10:30 南原小学校前 10:09

安慶田バス停 10:32 豊原十字路※ 10:14

コザ十字路
（美里向け）

10:33 イオン具志川※ 10:20

宮里入口バス停 10:25

美原１丁目 10:28

吉原入口 10:31

学 校 着 10:40 学 校 着 10:40 学 校 着 10:40 学 校 着 10:40 学 校 着 10:30

　　　　○　６：００以降～７：５９までに解除になった場合　「学校発９：００」の運行

　　　　○　８：００以降に解除になった場合は、臨時休校

　　＜暴風警報解除後のスクールバス運行表＞美咲特別支援学校

Ａコース Ｂコース Ｃコース Dコース Ｅコース

　　　　○　５：５９までに暴風警報解除となったときは、通常「学校発７：００」の運行

　学校発９：００の運行時刻       ※は学校オリジナルバス停


