
（1）系統（路線）新設

地区 系統名 曜日 発地 発時刻

宮崎郊外 清武駅～（直行）～学園短大・国際大 平日 清武駅 8:35

（2）乗合タクシーへの移管

地区 系統名

西都城駅～イオンモール～青井岳温泉

西都城駅～青井岳温泉

（3）経路変更

地区 系統名

高鍋～宮交シティ・大学病院～宮崎大学

宮交シティ～高鍋駅～高鍋BC

宮交シティ～高鍋～木城温泉館湯らら

看護大学～宮交シティ～高鍋BC

高鍋温泉めいりんの湯～高鍋～県立看護大学

西都城駅～北原町～小林駅

西都城駅～イオンモール～小林駅

（4）増便

地区 系統名 曜日 発地 発時刻

延岡 延岡駅～支援学校～保健福祉大学 平日 保健福祉大学 20:15

（5）減便

地区 系統名 曜日 発地 発時刻

宮崎空港～バイパス・宮交シティ・橘通～宮崎駅 土 宮崎空港 9:45

宮交シティ～薫る坂 平日 宮交シティ 13:10

宮交シティ～橘通り2丁目～平和台 平日 宮交シティ 14:50

平和台～昭和町～宮崎駅大和口 平日 平和台 15:40

フェニックス自然動物園～野崎東病院～宮崎駅 土曜 フェニックス自然動物園 13:00

宮崎駅～大淀大橋～南宮崎駅 土曜 宮崎駅 13:45

フェニックス自然動物園～野崎東病院～宮崎駅 日祝 フェニックス自然動物園 13:00

宮崎駅～大淀大橋～南宮崎駅 日祝 宮崎駅 13:45
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西都～岩崎～国富・保坂

上野上～青井岳温泉

郡境～横町

※六日町～保坂間は別路線で運行

備考

備考

「西都～郡境」として運行
ダイヤの詳細は路線別時刻表の「3-02」をご確認ください。

※乗合タクシーへの移管に伴い「郡境～横町」間は
バス路線としては廃止します。

「西都城駅～上野上」として運行
ダイヤの詳細は路線別時刻表の「5-04」をご確認ください。
※乗合タクシーへの移管に伴い「上野上～青井岳」間は

バス路線としては廃止します。

備考

高鍋駅ロータリー内への乗り入れ開始に伴い、所要時分が変更となりま
す。

ダイヤの詳細は路線別時刻表の「2-01」をご確認ください。

「高崎総合支所」の場所変更に伴い、所要時分が変更となります。
ダイヤの詳細は路線別時刻表の「5-06」をご確認ください。



（6）時刻変更

地区 系統名 曜日 発地 発時刻 変更 備考

薫る坂～シティ 平日 薫る坂 16:40 16:50

宮交シティ～橘通り２丁目～平和台 平日 宮交シティ 7:22 7:20

生目台西３丁目・大塚台～県病院～宮交シティ 平日 生目台西3丁目 6:05 6:00

宮崎駅～橘通～福祉文化公園～薫る坂 平日 宮崎駅 7:33 7:40

宮崎駅～中野～短大前 平日 宮崎駅 7:55 8:00

悠楽園・小松台～県病院～宮交シティ 平日 悠楽園 7:18 7:10

平和台～県庁前～宮崎駅東口 平日 平和台 7:25 7:30

日向学院～青葉町～宮崎駅 平日 日向学院前 16:45 16:50

宮崎空港～バイパス・宮交シティ・橘通～宮崎駅 平日 宮崎空港 10:55 10:50

宮交シティ～橘通2丁目・記念病院～有田・宮の下 土曜 宮交シティ 8:50 8:40

生目台西３丁目～宝塚ＮＴ～宮崎駅 土曜 生目台西3丁目 9:40 9:35

宮崎駅～橘通・宮交シティ・南バイパス～宮崎空港 土曜 宮崎駅 14:40 14:45

宮交シティ～橘通2丁目・記念病院～有田・宮の下 日祝 宮交シティ 8:50 8:40

生目台西３丁目～宝塚ＮＴ～宮崎駅 日祝 生目台西3丁目 9:40 9:35

宮崎駅～橘通・宮交シティ・南バイパス～宮崎空港 日祝 宮崎駅 14:40 14:45

宮崎空港～バイパス・宮交シティ・橘通～宮崎駅 日祝 宮崎空港 9:45 8:50

宮崎駅～野崎東病院～フェニックス自然動物園 平日 宮崎駅 15:35 15:00

綾～宮原郵便局前・宮商前～宮交シティ 平日 綾待合所 6:25 6:23

黒北～大坪団地～宮崎駅 平日 発電所入口 9:18 9:28

宮崎駅～東宮団地～青島 平日 宮崎駅 19:00 19:10

古賀総合病院～公立大前～宮崎駅 平日 古賀総合病院 7:32 7:22

市民の森～江田原～宮交シティ 平日 市民の森 6:48 6:43

市民の森・波島～宮崎駅・橘通・大淀大橋～宮交シ
ティ

平日 市民の森 18:53 18:52

宮崎駅～清武・医大～木花駅西口 平日 宮崎駅 18:17 18:12

東宮団地～看護大～宮崎駅 平日 東宮団地 6:47 6:40

木城温泉～高鍋～宮交シティ 平日 木城温泉 11:50 11:45

高鍋バスセンター～宮交シティ～宮崎大学 平日 高鍋バスセンター 6:05 6:00

宮交シティ～高鍋～木城温泉 平日 宮交シティ 9:55 9:50

高鍋ＢＣ～宮交シティ～看護大学 平日 高鍋バスセンター 6:30 6:25

宮交シティ～高鍋駅～高鍋バスセンター 平日 宮交シティ 16:10 16:00

宮交シティ～高鍋バスセンター～高鍋温泉めいりんの湯 平日 宮交シティ 8:50 9:00

宮交シティ～高鍋駅～高鍋バスセンター 平日 宮交シティ 11:00 11:10

宮交シティ～高鍋駅～高鍋バスセンター 平日 宮交シティ 14:00 14:10

道の駅都濃～都農～坂本～宮交シティ 平日 道の駅都農 7:53 7:50

宮交シティ～高鍋駅～高鍋バスセンター 平日 宮交シティ 13:20 13:25

宮交シティ～高鍋～木城温泉 平日 宮交シティ 15:10 15:20

木城温泉～高鍋～宮交シティ 平日 木城 14:55 14:45

高鍋バスセンター～出店～木城温泉 平日 高鍋バスセンター 16:25 16:15

木城温泉～高鍋～宮交シティ 平日 木城温泉 16:45 16:40

高鍋バスセンター～高鍋駅～宮交シティ 土曜 高鍋バスセンター 6:30 6:25

宮交シティ～高鍋駅～高鍋バスセンター 土曜 宮交シティ 13:20 13:25
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宮交シティ～高鍋駅～高鍋バスセンター 土曜 宮交シティ 19:40 19:50

宮交シティ～高鍋駅～高鍋バスセンター 土曜 宮交シティ 14:00 14:10

宮交シティ～高鍋～木城温泉 土曜 宮交シティ 15:15 15:20

道の駅都濃～都農～坂本～宮交シティ 土曜 道の駅都農 7:53 7:50

木城温泉～高鍋～宮交シティ 土曜 木城温泉 14:55 14:45

高鍋バスセンター～高鍋駅～宮交シティ 日祝 高鍋バスセンター 6:30 6:25

宮交シティ～高鍋駅～高鍋バスセンター 日祝 宮交シティ 13:20 13:25

宮交シティ～高鍋駅～高鍋バスセンター 日祝 宮交シティ 19:40 19:50

宮交シティ～高鍋駅～高鍋バスセンター 日祝 宮交シティ 14:00 14:10

宮交シティ～高鍋～木城温泉 日祝 宮交シティ 15:15 15:20

道の駅都濃～都農～坂本～宮交シティ 日祝 道の駅都農 7:53 7:50

木城温泉～高鍋～宮交シティ 日祝 木城温泉 14:55 14:45

西都バスセンター～学園短大・国際大 平日 西都バスセンター 6:45 6:40

宮交シティ～西都バスセンター 平日 宮交シティ 18:25 18:15

西都バスセンター～宮崎駅 土日祝 宮崎駅 16:11 15:56

宮崎駅～石崎の杜歓迎館 土日祝 石崎の杜歓迎館 13:05 13:00

宮崎駅～西都バスセンター 土日祝 宮崎駅 16:37 16:40

小林駅～道の駅えびの～京町 平土日 小林駅 10:50 10:40

小林駅～道の駅・図書館・市立病院～京町 平土日 小林駅 15:20 15:40

小林駅～道の駅・図書館・市立病院～京町 平土日 京町 11:52 11:42

小林駅～道の駅・図書館・市立病院～京町 平土日 京町 16:22 16:42

小林駅～イオンモール・都城駅～イオン都城 平日 小林駅 13:03 13:10

小林駅～イオンモール・都城駅～イオン都城 平日 イオン都城 14:51 15:00

延岡駅～すみれ団地～保健福祉大学 平日 保健福祉大 18:18 18:25

川口～川島小・大門～南延岡 平日 川口 7:54 8:04

南一ヶ岡～鶴ヶ丘～延岡共立病院 平日 南一ヶ岡 8:50 9:10

延岡駅～支援学校～保健福祉大学 平日 保健福祉大 18:19 18:25

イオンタウン日向～一ヶ岡～レーヨン 平土日祝 レーヨン 17:17 17:22

延岡駅～延岡営業所 土日祝 延岡駅 14:30 14:45

イオンタウン日向～一ヶ岡～レーヨン 土日祝 イオンタウン日向 16:58 16:48

南一ヶ岡～南延岡～共立病院 土日祝 一ヶ岡 10:30 10:40

南一ヶ岡～南延岡～共立病院 土日祝 一ヶ岡 12:30 12:40

日南 宮崎駅～日南・飫肥 平土日 宮崎駅 18:45 18:55

その他、各停留所間の所要時分が変更となっている路線、ダイヤがございます。

詳細は「路線別時刻表」、「九州のバス時刻表」でお調べ頂くか

お客様バス案内センター　（　0985-32-0718　平日9：00～18：00 ）　までお問い合わせください。

ダイヤの詳細は路線別時刻表の
「2-10」、「5-07」をご確認ください。

ダイヤの詳細は路線別時刻表の
「4-01」をご確認ください。
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