
 

 

2 0 2 1 年 3 月 1 9 日 

お 客 様 各 位 

 

宮 崎 交 通 株 式 会 社 

 

一般路線バスのダイヤ改正を実施します 

 

 

 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影響による需要の

減少に伴い、2021 年 1 月に一般路線バスの減便を実施致しましたが、お客様の声や利用状況等を

踏まえ、下記の通り一部ダイヤを復便致します。また、一部ダイヤにつきましては発時間の変更等

を実施致します。なお、今後も減便を継続する路線もございます。お客様には大変ご不便をお掛け

致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

宮崎交通では、引き続きお客様に安心してバスをご利用いただけるよう「車内消毒・車内換気」・

「乗務員の体調管理」の徹底に取り組んでおります。併せて、「お客様への乗車時マスク着用の啓

発」にも努め、安心して利用できるバス交通を目指して引き続き新たな日常に対応した取り組みを

進めてまいります。 

 

記 

 

1、実 施 日   2021 年 4 月 1 日（木） 

 

2、復便対象路線    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ※一部宮崎市内と結ぶ郊外線も含みます。詳細は別紙よりご確認下さい。 

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。 

変更の際は、別途お知らせ致します。 

以上 

 

【本件に関するお問い合わせ】  

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

県央 ▲ 187 22 11.8%

県南 ▲ 10 0 －

県西 ▲ 14 4 28.6%

県北 ▲ 5 0 －

合計 ▲ 216 26 12.0%

県央 ▲ 94 4 4.3%

県南 ▲ 7 0 －

県西 ▲ 6 0 －

県北 ▲ 1 0 －

合計 ▲ 108 4 3.7%

県央 ▲ 83 4 4.8%

県南 ▲ 7 0 －

県西 ▲ 6 0 －

県北 ▲ 2 0 －

合計 ▲ 98 4 4.1%

日祝

復便割合

平日

土曜

4/1
復便数

曜日 地区
1/13.26
減便数



2021年4月1日　ダイヤ改正内容

１．復便

①平日

地区 系統名 曜日 発地 発時刻 備考

東宮団地入口～看護大～古賀総合病院 平日 東宮団地入口 6:50

新名爪～宮交シティ 平日 新名爪 7:25

宮崎駅～学園短大・国際大 平日 宮崎駅 7:55

古賀総合病院～宮交シティ 平日 古賀総合病院 8:10

宮崎駅～学園短大・国際大 平日 宮崎駅 8:20

宮崎駅～宝塚ＮＴ～生目台西3丁目 平日 宮崎駅 19:40

下北方～橘通り2丁目～海洋高校 平日 下北方 20:53

宮交シティ～記念病院～有田 平日 宮交シティ 21:00

引土街区公園～平和台 平日 引土街区公園 21:04

宮交シティ～大淀大橋・宮崎駅～波島・市民の森 平日 宮交シティ 21:05

引土街区公園～宮崎駅・福祉文化公園～薫る坂 平日 引土街区公園 21:13

宮崎駅～高松橋～生目台東5丁目 平日 宮崎駅 21:20

宮崎駅～まなび野～東宮団地 平日 宮崎駅 21:35

保坂～国富～宮交シティ 平日 保坂 7:27

宮交シティ～国富～綾待合所 平日 宮交シティ 21:00

宮崎駅～穆佐・祇園台～尾頭 平日 宮崎駅 20:07

宮崎駅～穆佐・祇園台～尾頭 平日 宮崎駅 21:17

宮崎駅～清武～宮崎大学・タウンセンター 平日 宮崎駅 21:35

木城温泉館湯らら～高鍋～宮交シティ 平日 木城 14:55

宮交シティ～高鍋駅～高鍋バスセンター 平日 宮交シティ 21:30

西都ＢＣ～北高校 平日 西都ＢＣ 6:30

宮交シティ～西佐土原～西都バスセンター 平日 宮交シティ 21:00

小林駅～浜子～宮交シティ・宮崎空港 平日 小林駅 13:30

宮崎空港・宮交シティ～浜子～小林駅 平日 宮崎空港 16:45

西都城～高速道・宮崎空港～宮崎駅 平日 西都城駅 5:40

宮崎駅～宮崎空港・高速道～西都城 平日 宮崎駅 7:30

②土曜

地区 系統名 曜日 発地 発時刻 備考

宮崎駅大和口～イオンモール宮崎 土曜 宮崎駅大和口 10:10

宮崎駅大和口～イオンモール宮崎 土曜 宮崎駅大和口 10:30

宮崎駅大和口～イオンモール宮崎 土曜 宮崎駅大和口 10:50

木城温泉館湯らら～高鍋～宮交シティ 土曜 木城 14:55

③日祝

地区 系統名 曜日 発地 発時刻 備考

宮崎駅大和口～イオンモール宮崎 日祝 宮崎駅大和口 10:10

宮崎駅大和口～イオンモール宮崎 日祝 宮崎駅大和口 10:30

宮崎駅大和口～イオンモール宮崎 日祝 宮崎駅大和口 10:50

木城温泉館湯らら～高鍋～宮交シティ 日祝 木城 14:55

２．減便

地区 系統名 曜日 発地 発時刻 備考

南宮崎駅～各停～学園短大・国際大 平日 南宮崎駅 8:25

西都バスセンター～西佐土原～宮交シティ 平日 西都バスセンター 7:30

３．発時刻変更

地区 系統名 曜日 発地 発時刻 備考

シーガイア・波島～宮崎駅・橘通・大淀大橋～宮交シティ 平土日祝 シーガイア 9:18 シーガイア9：13発に変更

シーガイア・波島～宮崎駅・橘通・大淀大橋～宮交シティ 平土日祝 シーガイア 16:18 シーガイア16：13発に変更

雁ヶ音団地・波島～宮崎駅・橘通・大淀大橋～宮交シティ 平日 雁ヶ音団地 7:30 雁ヶ音団地7:24発に変更

生目台東5丁目～宮崎駅 平日 生目台東5丁目 19:00 生目台東5丁目19：15発に変更

宮崎駅～生目台東5丁目 平日 宮崎駅 19:50 宮崎駅20：00発に変更

宮交シティ～生目神社 平日 宮交シティ 20:05 宮交シティ20：25発に変更

佐土原高校前～宮交シティ 平日 佐土原高校 17:19 佐土原高校17：14発に変更

宮交シティ～佐土原高校前 平日 宮交シティ 6:15 宮交シティ6：30発に変更

宮交シティ～高鍋駅～高鍋バスセンター 平日 宮交シティ 6:30 宮交シティ6：20発に変更

西都バスセンター～西佐土原～宮崎駅 平日 西都バスセンター 16:30 西都バスセンター16：20発に変更

宮崎駅～西佐土原～西都バスセンター 平日 宮崎駅 12:36 宮崎駅12：26発に変更

西都バスセンター～西佐土原～宮交シティ～国立東病院 平日 西都バスセンター 14:00 西都バスセンター13：50発に変更

国立東病院～農高前～宮交シティ～西都バスセンター 平日 国立東病院 15:51 国立東病院15：41発に変更

県央
（4便）

県央
（4便）

県央

県央

県央
（22便）

県西
（4便）


