第５回北谷町地域公共交通会議議事録
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９ 議

題

（１） 北谷町コミュニティバス実証運行計画について
（２） 北谷町コミュニティバス実証運行支援業務及びスケジュールについて
（３） 北谷町コミュニティバス実証運行開始式典

実施概要について

１０会議資料
（１） 第５回北谷町地域公共交通会議次第
（２） 座席配置図
（３） 第４回北谷町地域公共交通会議議事要旨
（４） 北谷町コミュニティバス実証運行計画【資料１】
（５） 北谷町コミュニティバス実証運行支援業務及びスケジュール【資料２】
（６） 北谷町コミュニティバス実証運行開始式典 実施概要【資料３】

１１会 議 内 容
１．開会
北谷町長：

はいさい、ぐすーよー、ちゅーうがなびら。本日は悪天候にも関わらず
お越し頂き大変ありがとうございました。また皆様方には、大変ご多忙の
所出席頂きまして、かねがね感謝を申し上げたいと思います。この会議も
平成 27 年 9 月に発足をしまして約 1 年 9 か月が経っております。その間
5 回を数える会議を開催していただきました。委員の皆様方にはこれまで
会議で、
真摯な意見を頂戴して北谷町にあった形でのコミュニティバスの
導入についての検討・調査・研究を行って参りました。
お陰様を持ちまして、来る 6 月 19 日から北谷町コミュニティバスは実
証運行を開始する予定となっております。ここまで至るには様々な議論が
あったと聞いておりますが、実証運行のスタートを間近に控えまして大変
うれしく思うと同時に委員の皆様方のこれまでの多大なご支援ご協力に

感謝を申し上げます。
また今日委嘱致しました新規の委員の皆様方にはご多用中にも関わら
ず快くお引き受け頂きまして感謝を申し上げます。ありがとうございまし
た。皆様方の色んなご意見をどうかお寄せいただきたいと思っておりま
す。正に実証実験でございますので、これから地域の皆様方からの様々な
意見、地域の声が沢山届けられるだろうと思っておりますので、試行錯誤
しながらより良いコミュニティバスに繋がっていけるようにしていきた
いと思っております。
バスのデザインについては北谷高等学校の美術部の皆さんが 3 班に分
かれまして北谷町をイメージした物が出来上がっております。先日、校長
先生をはじめとして美術部の顧問の先生、生徒の皆さんにお礼を申し上げ
たところでございます。このように地域の皆さんが一体となって取り組ん
できたこともあり、非常に関心が高く、住民からは、いつから走るのかと
いう問合せが役場に数多く寄せられています。北谷町の地域特性といいま
すと西側と東側が丘陵地帯で少し上がった所で交通弱者の皆様もいらっ
しゃいますので、そういった方々には待ち望まれたバスの運行のため、期
待も大きいものと思っております。これからも委員の皆様方のご意見等を
賜りながらこのコミュニティバスがスムーズに運行出来ますようにお願
いを申し上げながら、委員の皆様方の更なるご協力をお願いし、そして委
員の皆様方の益々のご健勝とご発展を祈念申し上げながら挨拶に代えさ
せて頂きます。ありがとうございました。
事務局：

それでは北谷町公共交通会議設置要綱第 6 条第一項の規定により会長
が議長となり進行することとなっておりますので神山会長宜しくお願い
いたします。

議長：

改めましておはようございます。委員の皆様にご協力を賜わります様お
願い申し上げたいと思います。
先程町長からお話がありましたけれど、今回が第 5 回の委員会でござ
います。これまでの公共交通会議におきまして事業計画の決定、そしてル
ートの決定、運賃、様々な進行をしてきました。いよいよ実証実験がスタ
ートという所まで来ております。本日はその実証実験に向けて支援のスケ
ジュール、開始式典等について言及頂くことになっております。よろしく
お願いいたします。
それでは会議に移っていきたいと思います。宜しくお願いいたします。
まず事務局から会議の成立要件について報告していただきたいと思いま
す。

事務局：

今回、議員の 21 名中 17 名出席しておりますので会議の成立を宣言した

いと思います。
ただいま事務局の方から北谷町地域公共交通会議設置要綱第 6 条 2 項

議長：

の規定により本会議は成立しているとの報告がありました。次に会議録署
名員の委員を指名させていただきたいと思います。本日の会議録署名委員
は喜友名委員にお願いしたいと思いますが、喜友名委員宜しいでしょう
か。
喜友名委員：

はい。宜しくお願い致します。

議長：

それでは喜友名委員お願いいたします。次に本日の議題に入って行きた
いと思います。本日は議題が 3 点ございます。1 番目は北谷町コミュニテ
ィバス実証運行計画についての、2 番目が北谷町コミュニティバス実証運
行支援業務及びスケジュールについて、3 番目の北谷町コミュニティバ

ス実証運行開始式典実施概要についての案件でございます。1 番目の
北谷町コミュニティバス実証運行計画について事務局より報告していた
だきます。議題に入る前に今回の経緯および趣旨の説明を事務局からご説
明頂きたいと思います。
事務局：
議長：

４

本会議の経緯及び趣旨説明
ただ今、これまでの本会議の定義および趣旨の説明がございました。琉

球バス交通さんに委託し 6 月 19 日から実証実験がスタートするという運
びになっております。
それでは本会議の定義および趣旨の説明につきましては以上でござい
ます。
これから議題に入っていきたいと思いますけれども、先程申し上げまし
た通り議題１：北谷町コミュニティバス実証運行計画についての説明

をよろしくお願い致します。
事務局：
議長：

議題（１）北谷町コミュニティバス実証運行計画について説明
それでは只今、北谷町コミュニティバス実証運行計画について説明がご
ざいました。
この件についてはこれまで審議をした内容を取りまとめたも
のでございますが、新しい委員の方がいらっしゃいますので、何か質疑等
ございましたらお願いを致します。
～質疑なし～
よろしいでしょうか。それでは次にいきたいと思います。次の議題は、
北谷町コミュニティバス実証運行支援業務及びスケジュールについて事
務局から説明をお願いします。

事務局：

議題（２）北谷町コミュニティバス実証運行支援業務及びスケジュ
ールについて説明

議長：

ただ今、
北谷町コミュニティバスの実証運行支援業務とそのスケジュー

ルの説明がございました。本件について何かご質疑があればお願い致しま
す。
実証実験の期間はどうなるのでしょうか。
事務局：

前回の会議では、平成 28 年度の運行をする予定でしたので 3 年と記載
しておりますが、実証運行の開始が大分延びましたので実質的には 2 年
に満たない期間となります。

議長：
事務局：
議長：

29 年度と 30 年度ということでしょうか。
その通りです。
29 年度について、この様な実証運行等スケジュールをしたいという提
案でございます。
では、実証運行支援業務等スケジュールについては事務局から提案のあ
りました通り承認としてよろしいでしょうか。
～異議なし～
それでは本議題につきましては承認としていきたいと思います。
次に議題３、
北谷町コミュニティバス実証運行開始式典及び実施概要につ
いて事務局から説明をお願いします。

事務局：

議題（１）北谷町コミュニティバス実証運行開始式典

実施概要につ

いて説明
議長：

ただ今、
コミュニティバス運行開始式典につきましての説明がございま
したが。本件について何かございましたらご意見お願い致します。
～特になし～
それでは提案がありました通り開始式典を実施するという事で承認し
てよろしいでしょうか。
～異議なし～
それではありがとうございました。第 3 号議題につきましても実証運
行開始式典実施概要については承認したいと思います。皆様のご協力によ
りまして、本日予定をしておりました議題については全て終わりました。
それでは事務局から連絡事項がございましたらお願いします。また、判ら
ない方もいると思うので、西ルート東ルートに書いてある時間等、地図等
の説明をお願いします。

事務局：

資料 1 をご覧ください。2 頁目をご覧いただきまして、これはお配りし
ているリーフレットとは違って、詳細、地形図を掲載しておりますので若
干違いますがルートは同じです。北コースと南コースとありますが北コー
スは嘉手納第一ゲートの方から少し中に入って行った所に砂辺区公民館
があるのですが、
そちらから基本的に美浜の方に向かって南下していくル
ートになります。美浜の方面にはホテルですとか、アメリカンビレッジの

方を周って 58 号を横断して役場の方に行きまして、その後暫定の桑江 17
号線というのがあるので、そちらの方を上って行きニライセンター、イベ
ントやホール、図書館が入っているのですがそちらを周って老人福祉セン
ター、上勢頭、嘉手納の基地を沿うような形で走っていった後にユニオン、
北谷小学校の近くやポリテクセンターの方を周ってまた役場の方に戻り、
同じルートを通って美浜経由で砂辺の方に戻っていきます。所要時間は交
通状況にもよると思いますが 1 時間 20 分程度を見込んでいます。南コー
スは北前区公民館、宜野湾市との境にある公民館なのですが、こちらの方
を出発してサンエーのハンビータウン、桑江中学校の前を通って同じく美
浜区公民館に着き、その後はまた 58 号線を走り役場を経由して上の方に
上がっていいき、その後は県道 24 号線の方に向かい北玉小学校、北玉公
民館を経由して少し北中城村方面の細い道を山間に入って折り返し、また
町の保健相談センター、役場を経由して美浜を通って公民館に帰るという
事になっております。こちらも所要時間は 1 時間 20 分程度を考えており
ます。土日祝日につきましては、運行中、渋滞が予想されますので、土日
祝日の午後は大体 1 時間 40 分位かかる試走の結果が出ています。
バスのデザインは別紙 2-1 をご覧ください。こちらアメリカン北谷とい
うイメージという事で、アメリカの文化が沖縄の文化と混ざり合っている
デザインとなっています。アメリカンコミックスとボディの下の方には紅
型のデザインが取り入れられております。一見性質の異なる物を組合せる
ことで北谷の賑やかさを表現しています。次の頁は青いバス、南国リゾー
ト北谷という事で北谷は綺麗なビーチも多数ございますのでビーチをイ
メージし、イメージキャラクターのちーたんが、浮き輪で海で遊んでいる
イメージです。子供から大人まで愛されるデザインを意識して作ったと聞
いております。続きまして隣のデザインは昔ながらの北谷、緑で昔ながら
の風景を表現しております。中央に北谷の C、アルファベットの C に BUS
でシーバスのロゴマーク、周りには花笠や三線、町花のフイリソシンカで
彩っています。沖縄文化の象徴が入っているという事でございます。
議長：

はい。それでは連絡事項という事になりますけれども、コースが北コー
ス南コース、バスのデザインにつきましては 3 台それぞれこのようなデ
ザインで運行していくとのことです。このデザインは先程からあります様
に北谷高校の美術部の方々が一生懸命考えて提案をしたデザインでござ
います。何かほかにございますか。
ちなみに 3 つのデザインの提案がありまして、最初は 3 台とも 1 つのデ
ザインでという議論もありましたが、やはり 3 つの提案それぞれ捨てが
たく、丁度バスも 3 台ありますので全てのデザインを採用させて頂きま

した。
よろしいでしょうか。それでは皆様のご協力によりまして本日の会議が
スムーズに終わることができました。
以上を持ちまして第５回北谷町地域公共交通会議を閉じます。ありがと
うございました。
以上

