
2 0 2 1 年 1 月 8 日 

お 客 様 各 位 

宮 崎 交 通 株 式 会 社 

 

県独自の緊急事態宣言発令に伴い一般路線バスの減便を実施します 

また、一部窓口の営業時間短縮を実施します 

 

宮崎交通株式会社（代表取締役社長 川端史敏）では、新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大に伴う

県独自の緊急事態宣言発令を受け、2021 年 1 月 13 日より一般路線バスの減便を実施します。併せて、宮

交シティバスセンターの営業時間短縮を実施します。 

今回の減便は、主に 21 時前後に運行する夜間帯、および利用の少ない昼間帯を対象としたもので緊急

事態宣言による「20 時以降の外出自粛、テレワークの推奨、酒類を提供する飲食店の営業時間短縮」等

の措置を踏まえたものです。 

ご利用のお客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、コロナ禍の厳しい経営環境を乗り切るため実

施させていただく減便対応、窓口営業時間短縮対応となります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

運行にあたっては、引き続き車内消毒・車内換気・乗務員の体調管理を徹底してまいります。 

またお客様には乗車時のマスク着用のご協力を引き続きお願い致します。 

宮崎交通は、「歴史的危機に直面している」といわれる急激な感染拡大の収束に向け交通事業者として

引き続き協力してまいります。詳細は以下のとおりです。 

記 

1. ダイヤ改正について 

・実施期間  2021 年 1 月 13 日（水） ～ 当面の間 

 

・減便内容 

 

 

 

 

 

         ※詳細は別紙①②③を参照ください。 

今後の状況により、対象路線・便数が変更となる場合がございます。 

 

2. 窓口営業時間短縮について 

・対象店舗   宮交シティバスセンター 

・短縮内容   待合室利用時間   6：30～20：45 → 6：30～20：00 へ短縮（▲45 分） 

        高速バスカウンター 7：00～20：15 → 7：00～19：30 へ短縮（▲45 分） 

※電話受付時間、定期券等路線バス商品等の販売時間は変更ありません。 

  ・実施期間   2021 年 1 月 13 日（水） ～ 当面の間 

以上 

 

■本件に関するお問い合わせ 

お客様：宮崎交通お客様バス案内センター 0985-32-0718（平日 9：00～18：00） 

1/13 減便 平日 土曜 日祝

県北地区 ▲ 3便 0 0

県央地区 ▲ 102便 ▲ 10便 ▲ 9便

県西地区 ▲ 5便 0 0

県南地区 ▲ 4便 ▲ 4便 ▲ 4便

曜日合計 ▲ 114便 ▲ 14便 ▲ 13便



2021.01.09
■2021年1月13日改正_減便ダイヤ一覧　宮崎市内

地区 系統名称 曜日 発地 発時刻
平日 宮交シティ 19:30
平日 宮交シティ 21:30
日祝 宮交シティ 21:00
土曜 宮交シティ 21:00

シェラトン～イオン～宮崎駅～宮交シティ 平日 シェラトン 20:20
宮交シティ～橘通～江田原～市民の森 平日 宮交シティ 20:45
宮交シティ～大淀大橋・橘通・宮崎駅～波島・市民の森 平日 宮交シティ 21:05

平日 宮交シティ 18:07
平日 宮崎運転免許センター 18:52
平日 宮崎駅 19:55
平日 宮崎駅 20:25

宮崎駅～宮交シティ 平日 宮崎駅 20:55
日祝 宮交シティ 20:40
土曜 宮交シティ 20:40

宮崎神宮～宮交シティ～月見ヶ丘 平日 宮崎神宮 21:40
宮交シティ～平和が丘団地 平日 宮交シティ 21:25
平和が丘団地～西希望ヶ丘 平日 平和が丘 21:52
宮交シティ～飛江田団地 平日 宮交シティ 15:55
飛江田団地～文化公園 平日 飛江田 16:07
文化公園～宮交シティ 平日 文化公園 17:00
飛江田団地～宮交シティ 平日 飛江田 17:32
下北方～橘通～海洋高校 平日 下北方 20:53

平日 平和台 17:15
平日 宮崎駅東口 17:48
平日 宮崎駅東口 19:43
平日 平和台公園 14:13
平日 平和台公園 18:48

宮交シティ～生目神社～富吉車庫 平日 宮交シティ 21:35
平日 宮崎駅 15:17
平日 宮崎駅 16:27
平日 富吉車庫 17:10

悠楽園・小松台～宮交シティ 平日 宮交シティ 21:20
悠楽園・小松台～宮崎駅 平日 悠楽園 16:20

平日 宮交シティ 17:35
平日 宮交シティ 19:35
平日 生目神社 18:23
平日 生目神社 20:21
日祝 宮交シティ 20:37
土曜 宮交シティ 20:37
平日 生目台西3丁目 13:19
平日 生目台西3丁目 15:14
平日 宮崎駅 15:58
平日 生目台西3丁目 16:42
平日 生目台西3丁目 12:47
平日 宮崎駅 19:40
平日 宮崎駅 17:32
平日 生目台西3丁目 18:07
平日 宮崎駅 18:47
平日 宮崎駅 18:20
平日 生目台東5丁目 19:20
平日 生目台東5丁目 20:20
平日 宮崎駅 20:50
平日 宮崎駅 21:20
平日 宮崎駅 22:20
日祝 宮崎駅 21:20
土曜 宮崎駅 21:20
平日 生目台東5丁目 20:50
平日 宮崎駅 17:20
平日 生目台東5丁目 18:20

ニトリモール宮崎～宮交シティ～橘通～記念病院 平日 記念病院 20:55
宮交シティ～（旧道経由）記念病院～有田～宮の下 平日 宮交シティ 21:00

平日 宮交シティ 18:10
平日 記念病院 18:50
平日 薫る坂 21:20
平日 宮崎駅 21:50
平日 薫る坂 17:00
平日 引土街区公園 17:52
平日 薫る坂 18:45
平日 引土街区公園 19:32
平日 薫る坂 20:30
平日 引土街区公園 21:13
平日 引土街区公園 20:49
平日 平和台 20:20
平日 引土街区公園 21:04

宮交シティ～文化公園～薫る坂 平日 宮交シティ 16:35

上西中循環線

引土街区公園・柳丸～青葉町～平和台

宮交シティ～橘通り２丁目～記念病院

宮交シティ～宮崎駅～権現町～宮崎運転免許センター

宮交シティ～県病院～大塚台・生目神社

宮交シティ～宮崎駅・県病院～生目台西３丁目

宮交シティ～青葉町～シェラトン

宮交シティ～太田町・宮崎駅・県病院～生目神社

宮交シテイ～大淀大橋～宮崎駅

宮崎～南詰・循環器病院入口～生目台西３丁目

宮崎～宝塚ニュータウン～生目台西３丁目

宮崎駅～小松台・医師会病院～富吉車庫

宮崎駅東口～昭和町～平和台

宮崎駅東口～昭和町～平和台・平和台公園

宮崎駅～花山手～生目台西３丁目

宮崎駅～高松橋～生目台東５丁目

薫る坂～橘通～宮崎駅～引土街区公園

薫る坂～福祉文化公園～橘通～宮崎駅

生目神社～大塚台～県病院～南宮崎駅

宮崎市内



2021.01.09
■2021年1月13日改正_減便ダイヤ一覧　宮崎市郊外・西都・高鍋・綾・国富　日南・都城・延岡

地区 系統名称 曜日 発地 発時刻
東宮団地～看護大～古賀総合病院 平日 東宮団地 6:50
宮交シティ～平和が丘団地～古賀総合病院 平日 古賀総合病院 8:10

平日 宮崎駅 20:07
平日 宮崎駅 21:17
平日 尾頭 13:06
平日 尾頭 15:06
平日 宮崎駅 21:35
日祝 宮崎駅 21:35
土曜 宮崎駅 21:35

宮崎駅～木花・宮崎大学～福祉ゾーン・大学病院 平日 宮崎駅 13:15
宮崎駅～清武・医大～宮崎大学・タウンセンター～木花 平日 宮崎駅 22:35
宮崎駅～清武～大学病院～熊野～宮崎大学 平日 宮崎駅 13:45

平日 宮崎大学 14:49
平日 宮崎駅 20:05
平日 宮崎大学 21:03
平日 宮崎駅 21:35
日祝 宮崎駅 21:05
土曜 宮崎駅 21:05
土曜 宮崎駅 21:35
平日 宮崎駅 10:10
平日 青島 11:10
平日 宮崎駅 21:00
平日 西都バスセンター 20:30
平日 宮交シティ 21:00
平日 宮交シティ 21:45
日祝 西都バスセンター 19:55
日祝 宮崎駅 21:16
土曜 西都バスセンター 19:55
土曜 宮崎駅 21:36

宮交シティ～高鍋～木城温泉 平日 木城温泉 14:55
平日 高鍋バスセンター 18:40
平日 高鍋バスセンター 19:30
平日 宮交シティ 20:45
平日 宮交シティ 21:30

高鍋バスセンター～出店～木城温泉 平日 高鍋バスセンター 14:35
平日 綾 16:30
平日 綾 19:30
平日 綾 20:15
平日 宮交シティ 20:30
平日 宮交シティ 21:00
平日 宮交シティ 21:30
日祝 宮交シティ 21:00
土曜 宮交シティ 21:00

宮交シティ～宮原郵便局前～綾 平日 宮交シティ 15:00
宮崎駅～国富～綾 平日 宮崎駅 18:20
宮交シティ～国富～保坂 平日 保坂 19:07

日祝 飫肥 9:00
日祝 宮崎駅 12:35
土曜 飫肥 9:00
土曜 宮崎駅 12:35
平日 油津港 16:50
平日 油津港 18:20
平日 飫肥 18:25
日祝 油津港 18:20
土曜 油津港 18:20
日祝 飫肥 16:55
土曜 飫肥 16:55

振徳高校～飫肥駅～油津駅前バスセンター～油津港 平日 振徳高校 17:40
平日 西都城駅前バスセンター 5:40
平日 宮崎駅 7:30
平日 宮崎駅 21:00

西都城～栄町～宮崎空港～宮崎駅 平日 西都城駅前バスセンター 19:00
久保原～都原団地～イオンモール 平日 久保原 19:30
南一ヶ岡～南延岡～レーヨン 平日 レーヨン 20:00
南延岡営業所～～延岡駅 平日 延岡駅 20:40
延岡駅～支援学校～保健福祉大学 平日 保健福祉大学 20:15

西都城～高速道・宮崎空港～宮崎駅

宮交シティ～高鍋駅～高鍋バスセンター

宮崎駅～清武・医大～宮崎大学

宮崎駅～東宮団地～青島

宮崎駅～穆佐・祇園台・高岡温泉～尾頭

宮崎駅～清武・医大～宮崎大学～タウンセンター

宮崎駅～まなび野～東宮団地入口

宮崎駅～祇園台・穆佐～尾頭

飫肥～飫肥城～飫肥駅～県病院～油津～油津港

西都バスセンター～西佐土原～宮交シティ

西都バスセンター～西佐土原～宮崎駅

飫肥～飫肥駅～県病院～油津～油津港

宮崎駅～橘通・宮崎空港・鵜戸神宮～飫肥

宮交シティ～国富～綾

都城

延岡

西都・高鍋

宮崎市郊外

綾・国富

日南


