
１．経路、行き先、発車時刻　が変更となるダイヤ

綾～宮原郵便局前～宮交シティ 平日 6:10 綾待合所 6:20

綾～国富～宮交シティ 平日 7:45 綾待合所 ―

保坂～国富～宮崎駅 平日 11:07 保坂 ―

片田～イオン延岡～共立病院 平日 9:39 片田回転場 ―

片田～イオン延岡～共立病院 平日 11:39 片田回転場 ―

片田～イオン延岡～共立病院 平日 13:39 片田回転場 ―

共立病院～イオン延岡～片田 平日 10:25 共立病院 10:22

共立病院～イオン延岡～片田 平日 12:25 共立病院 12:22

共立病院～イオン延岡～片田 平日 14:25 共立病院 14:22

保健福祉大学～すみれ団地～南延岡 平日 17:09 保健福祉大学 ―

保健福祉大学～すみれ団地～南延岡 平日 18:54 保健福祉大学 ―

延岡駅～大貫～保健福祉大学 平日 8:10 延岡駅 ―

保健福祉大学～大貫～延岡駅 平日 7:04 保健福祉大学 ―

保健福祉大学～大貫～延岡駅 平日 16:44 保健福祉大学 16:50

片田～イオン延岡～共立病院 土曜 9:35 片田回転場 ―

片田～イオン延岡～共立病院 土曜 15:35 片田回転場 ―

共立病院～イオン延岡～片田 土曜 10:20 共立病院 10:17

共立病院～イオン延岡～片田 土曜 16:20 共立病院 16:20

片田～イオン延岡～共立病院 日祝 9:35 片田回転場 ―

片田～イオン延岡～共立病院 日祝 15:35 片田回転場 ―

共立病院～イオン延岡～片田 日祝 10:20 共立病院 10:17

共立病院～イオン延岡～片田 日祝 16:20 共立病院 16:17

小林駅～飯野・道の駅～京町温泉 平日 16:50 小林駅 ―

小林駅～飯野～京町温泉 平日 19:00 小林駅 ―

京町温泉～飯野～小林駅 平日 7:53 京町温泉 7:43

小林駅～飯野・道の駅～京町温泉 土曜 16:50 小林駅 ―

小林駅～飯野～京町温泉 土曜 19:00 小林駅 19:05

京町温泉～飯野～小林駅 土曜 7:53 京町温泉 7:43

小林駅～飯野・道の駅～京町温泉 日祝 16:50 小林駅 ―

小林駅～飯野～京町温泉 日祝 19:00 小林駅 19:05

京町温泉～飯野～小林駅 日祝 7:53 京町温泉 7:43

イオン多々良店行き となる

イオン多々良店行き となる

イオン多々良店発　となる　

イオン多々良店発　となる　

小林

国際交流センター経由 京町温泉行き　となる

国際交流センター経由 京町温泉行き　となる

国際交流センター経由　小林駅行き　となる

国際交流センター経由　京町温泉行き　となる

国際交流センター経由 京町温泉行き　となる

国際交流センター経由　小林駅行き　となる

国際交流センター経由 京町温泉行き　となる

国際交流センター経由 京町温泉行き　となる

国際交流センター経由 小林駅行き　となる。

イオン多々良発　となる

延岡

イオン多々良店行き　となる

イオン多々良店行き　となる

イオン多々良店行き　となる

イオン多々良店発　となる　

イオン多々良店発　となる　

イオン多々良店発　となる　

すみれ団地経由 延岡駅行き　となる

すみれ団地経由 延岡駅行き　となる

すみれ団地経由 保健福祉大学行き　となる

すみれ団地経由 延岡駅行き　となる

すみれ団地経由 延岡駅行き　となる

イオン多々良店行き となる

イオン多々良店行き となる

イオン多々良店発　となる　

発車時刻
変更あり

宮崎

国富経由　宮交シティ行き　となる

宮原経由　宮交シティ行き　となる

宮交シティ行き　となる

地域 系統名 曜日 発車時刻 発地 経路・行先の変更点



２．減便となるダイヤ

清武駅～池田台・県病院～宮崎駅 平日 15:42 清武駅

宮崎駅～宮崎税務署前～江平通～野崎東病院 平日 11:00 宮崎駅

野崎東病院～江平通～宮崎税務署前～宮崎駅 平日 11:40 野崎東病院

宮崎駅～宮崎税務署前～江平通～野崎東病院 平日 12:00 宮崎駅

野崎東病院～江平通～宮崎税務署前～宮崎駅 平日 12:40 野崎東病院

宮交シティ～宮崎駅・芳士祝田～フェニックス自然動物園 平日 18:04 宮交シティ

フェニックス自然動物園～芳士祝田・宮崎駅～宮交シティ 平日 6:10 フェニックス自然動物園

日大高校前～宮交シティ 平日 15:50 日大高校前

宮交シティ～大淀大橋・橘通・宮崎駅～波島・雁ヶ音団地 平日 9:19 宮交シティ

引土・柳丸～青葉町～平和台 平日 7:18 引土街区公園前

宮崎駅～大淀大橋～南宮崎駅 平日 11:48 宮崎駅

東宮団地～宮崎駅 平日 6:40 東宮団地

宮崎駅～東宮団地～白浜入口 平日 7:28 宮崎駅

白浜入口～東宮団地～宮崎駅 平日 8:33 白浜入口

宮交シティ～平和が丘 平日 19:15 宮交シティ

平和が丘～宮交シティ～西希望ヶ丘 平日 19:42 平和が丘団地 ←20：15　宮交シティ発　西希望ヶ丘行き　を設定しています

保坂～国富～宮交シティ 平日 7:27 保坂

宮交シティ～国富～保坂 平日 17:00 宮交シティ

日向学院～宮崎駅 平日 16:50 日向学院前

宮崎駅～県病院・池田台～清武駅 土曜 15:05 宮崎駅

清武駅～池田台・県病院～宮崎駅 土曜 9:55 清武駅

フェニックス自然動物園～芳士祝田・宮崎駅～宮交シティ 土曜 10:54 フェニックス自然動物園

宮交シティ～宮崎駅・芳士祝田～フェニックス自然動物園 土曜 18:24 宮交シティ

宮交シティ～赤江大橋～宮崎駅東口 土曜 9:35 宮交シティ

宮崎駅東口～赤江大橋～南宮崎駅 土曜 10:05 宮崎駅東口

宮崎神宮～橘通り～宮交シティ 土曜 12:50 宮崎神宮

宮交シティ～大淀大橋・橘通・宮崎駅～波島・雁ヶ音団地 土曜 14:19 宮交シティ

雁ヶ音団地・波島～宮崎駅・橘通・大淀大橋～宮交シティ 土曜 15:07 雁ヶ音団地

悠楽園・小松台～県病院～宮崎駅 土曜 19:20 悠楽園

古賀総合病院～平和ケ丘団地～宮交シティ 土曜 19:10 古賀総合病院

宮崎駅～県病院・池田台～清武駅 日祝 15:05 宮崎駅

清武駅～池田台・県病院～宮崎駅 日祝 9:55 清武駅

宮交シティ～赤江大橋～宮崎駅東口 日祝 9:35 宮交シティ

宮崎駅東口～赤江大橋～南宮崎駅 日祝 10:05 宮崎駅東口

フェニックス自然動物園～芳士祝田・宮崎駅～宮交シティ 日祝 10:54 フェニックス自然動物園

宮交シティ～宮崎駅・芳士祝田～フェニックス自然動物園 日祝 18:24 宮交シティ

宮崎神宮～橘通り～宮交シティ 日祝 12:50 宮崎神宮

宮交シティ～大淀大橋・橘通・宮崎駅～波島・雁ヶ音団地 日祝 14:19 宮交シティ

雁ヶ音団地・波島～宮崎駅・橘通・大淀大橋～宮交シティ 日祝 15:07 雁ヶ音団地

悠楽園・小松台～県病院～宮崎駅 日祝 19:20 悠楽園

古賀総合病院～平和ケ丘団地～宮交シティ 日祝 19:10 古賀総合病院

備考

宮崎

地域 系統名 曜日 発車時刻 発地



延岡駅～イオン多々良店～大瀬橋北詰～南延岡 平日 9:10 延岡駅

延岡駅～イオン多々良店～大瀬橋北詰～南延岡 平日 11:10 延岡駅

延岡駅～イオン多々良店～大瀬橋北詰～南延岡 平日 14:10 延岡駅

延岡駅～イオン多々良店～大瀬橋北詰～南延岡 平日 15:10 延岡駅

南延岡～大瀬橋北詰～イオン多々良店～延岡駅 平日 9:10 南延岡

南延岡～大瀬橋北詰～イオン多々良店～延岡駅 平日 12:10 南延岡

南延岡～大瀬橋北詰～イオン多々良店～延岡駅 平日 13:10 南延岡

南延岡～大瀬橋北詰～イオン多々良店～延岡駅 平日 15:10 南延岡

延岡駅～延岡営業所 平日 10:33 延岡駅

延岡営業所～延岡駅 平日 11:03 延岡営業所

南延岡～延岡駅 平日 6:21 南延岡

片田～イオン延岡～今山ニュータウン 平日 18:09 片田回転場

今山ニュータウン～イオン延岡～片田 平日 18:50 今山ニュータウン

延岡駅～イオン多々良店～大瀬橋北詰～南延岡 土曜 9:10 延岡駅

延岡駅～イオン多々良店～大瀬橋北詰～南延岡 土曜 11:10 延岡駅

延岡駅～イオン多々良店～大瀬橋北詰～南延岡 土曜 14:10 延岡駅

南延岡～大瀬橋北詰～イオン多々良店～延岡駅 土曜 12:10 南延岡

南延岡～大瀬橋北詰～イオン多々良店～延岡駅 土曜 13:10 南延岡

南一ヶ岡～平田東九州病院～鶴ヶ丘団地～レーヨン 土曜 18:10 南一ヶ岡

延岡駅～延岡営業所 土曜 10:33 延岡駅

延岡営業所～延岡駅 土曜 11:03 延岡営業所

雷管～樫山～桜ヶ丘 土曜 13:20 雷管

桜ヶ丘～小山橋～雷管 土曜 14:25 桜ヶ丘

レーヨン～南延岡～南一ヶ岡 土曜 19:00 レーヨン

延岡駅～イオン多々良店～大瀬橋北詰～南延岡 日祝 9:10 延岡駅

延岡駅～イオン多々良店～大瀬橋北詰～南延岡 日祝 11:10 延岡駅

延岡駅～イオン多々良店～大瀬橋北詰～南延岡 日祝 14:10 延岡駅

南延岡～大瀬橋北詰～イオン多々良店～延岡駅 日祝 12:10 南延岡

南延岡～大瀬橋北詰～イオン多々良店～延岡駅 日祝 13:10 南延岡

南一ヶ岡～平田東九州病院～鶴ヶ丘団地～レーヨン 日祝 18:10 南一ヶ岡

延岡駅～延岡営業所 日祝 10:33 延岡駅

延岡営業所～延岡駅 日祝 11:03 延岡営業所

延岡営業所～延岡駅 日祝 6:58 延岡営業所

雷管～樫山～桜ヶ丘 日祝 13:20 雷管

桜ヶ丘～小山橋～雷管 日祝 15:25 桜ヶ丘

レーヨン～南延岡～南一ヶ岡 日祝 19:00 レーヨン

３．増便となるダイヤ

宮交シティ～国富～保坂 平日 13:00 宮交シティ

宮交シティ～西希望ヶ丘 平日 20:15 宮交シティ ←　橘通りからは、宮交シティにて乗り継げます。
宮崎

延岡

地域 系統名 曜日 発時刻 発地 　備考



４．発車時刻が変更となるダイヤ

綾～宮崎駅・文化の森～日向学院前 平日 綾待合所 6:20 6:15

綾待合所～国富～花見～西高前 平日 綾待合所 6:20 6:25

綾～北高校～日大高校 平日 綾待合所 6:25 6:15

綾～宮原郵便局前・宮商前～宮交シティ 平日 綾待合所 6:23 6:25

綾～佐土原高校 平日 綾待合所 6:38 6:35

綾～国富～宮交シティ 平日 綾待合所 6:45 6:40

綾～宮崎駅・文化の森～日向学院前 平日 綾待合所 6:50 6:45

綾～国富～宮交シティ 平日 綾待合所 6:55 6:50

綾～国富～宮交シティ 平日 綾待合所 7:05 7:10

綾～佐土原高校 平日 綾待合所 7:10 7:05

宮崎駅～国富～綾 平日 宮崎駅 17:55 17:56

宮崎駅～国富～綾 平日 宮崎駅 18:50 18:26

西高前～花見～国富～綾待合所 平日 西高前 18:30 19:00

宮崎～中野～上丸目 平日 宮崎駅 17:46 17:56

宮崎～中野～上丸目 平日 宮崎駅 14:58 14:43

上丸目～中野～宮崎駅 平日 上丸目 16:00 15:45

宮崎駅～清武・医大～宮崎大学 平日 宮崎駅 16:47 16:37

折生迫～木花台～宮崎駅 平日 折生迫 6:31 6:21

海洋高校～橘通り２丁目～下北方 平日 海洋高校 6:47 6:53

宮交シティ～宮崎駅～光陽台 平日 宮交シティ 8:54 8:44

宮交シティ～宮崎駅～光陽台 平日 宮交シティ 15:14 15:04

宮交シティ～宮崎駅～光陽台 平日 宮交シティ 16:14 16:09

宮交シティ～宮崎駅～光陽台 平日 宮交シティ 14:09 11:44

光陽台～宮崎駅～宮交シティ 平日 光陽台 9:21 9:31

光陽台～宮崎駅～宮交シティ 平日 光陽台 17:27 17:47

宮交シティ～宮崎駅～光陽台 平日 宮交シティ 15:14 15:04

宮崎神宮～宮崎駅 平日 宮崎神宮 9:10 9:25

宮崎駅～野崎東病院～フェニックス自然動物園 平日 宮崎駅 17:00 18:00

フェニックス自然動物園～野崎東病院～宮崎駅 平日 フェニックス自然動物園 18:00 17:00

宮崎駅～野崎東病院～フェニックス自然動物園 平日 宮崎駅 10:00 11:00

フェニックス自然動物園～野崎東病院～宮崎駅 平日 フェニックス自然動物園 11:00 12:00

石崎の杜歓鯨館～大島通線・花ヶ島～宮崎駅 平日 石崎の杜 11:50 13:00

宮交シティ～記念病院 平日 シティ 20:10 20:20

宮交シティ～悠楽園 平日 シティ 20:20 20:30

宮崎駅～白浜 平日 宮崎駅 8:00 7:45

白浜～東宮～宮崎駅 平日 白浜 9:23 8:45

宮崎駅～木花台～大学病院 平日 宮崎駅 7:45 8:00

大学病院～木花台～宮崎駅～フローランテ 平日 大学病院 8:48 9:00

石崎の杜歓鯨館～大島通線・花ヶ島～宮崎駅 土曜 石崎の杜 14:25 15:37

宮崎駅～橘通～福祉センター～ニトリモール 土曜 宮崎駅 17:50 17:40

ニトリモール宮崎～福祉センター～橘通り～宮崎 土曜 ニトリモール 15:16 15:26

宮崎駅～東宮団地～青島 土曜 宮崎駅 18:00 18:10

青島～ニトリモール宮崎～宮崎 土曜 青島 19:10 19:20

宮崎駅～中野～上丸目 土曜 宮崎駅 14:58 14:48

上丸目～中野～宮崎駅 土曜 上丸目 16:00 15:50

宮崎駅～清武・医大～宮崎大学 土曜 宮崎駅 16:47 16:37

宮交シティ～宮崎駅～光陽台 土曜 宮交シティ 7:59 7:54

宮交シティ～宮崎駅～光陽台 土曜 宮交シティ 14:09 14:14

宮交シティ～宮崎駅～光陽台 土曜 宮交シティ 15:20 15:25

光陽台～宮崎駅～宮交シティ 土曜 光陽台 14:40 14:50

光陽台～宮崎駅～宮交シティ 土曜 光陽台 18:12 18:22

宮交シティ～宮崎駅～光陽台 日祝 宮交シティ 7:59 7:54

宮交シティ～宮崎駅～光陽台 日祝 宮交シティ 14:09 14:14

宮交シティ～宮崎駅～光陽台 日祝 宮交シティ 15:20 15:25

光陽台～宮崎駅～宮交シティ 日祝 光陽台 14:40 14:50

光陽台～宮崎駅～宮交シティ 日祝 光陽台 18:12 18:22

宮崎駅～東宮団地～青島 日祝 宮崎駅 18:00 18:10

青島～ニトリモール宮崎～宮崎 日祝 青島 19:10 19:20

宮崎駅～清武・医大～宮崎大学 日祝 宮崎駅 16:47 16:37

宮崎～中野～上丸目 日祝 宮崎駅 14:58 14:48

上丸目～中野～宮崎駅 日祝 上丸目 16:00 15:50

ニトリモール宮崎～福祉センター～橘通り～宮崎 日祝 ニトリモール 15:16 15:26

宮崎駅～橘通～福祉センター～ニトリモール 日祝 宮崎駅 17:50 17:40

石崎の杜歓鯨館～大島通線・花ヶ島～宮崎駅 日曜 石崎の杜 14:25 15:37

宮崎

曜日地区
発車時刻
（4/1～）

発車時刻
（3/31まで）

路線名 始発地



西都～佐土原駅～佐土原高校 平日 西都バスセンター 11:05 11:15

道の駅つの・高鍋～住吉・花ヶ島～宮交シティ 平日 道の駅つの 7:50 7:45

国立東病院～宮交シティ～西都バスセンター 平日 国立東病院 9:01 8:41

国立東病院～宮交シティ～西都バスセンター 平日 国立東病院 10:01 9:41

宮崎駅～花ヶ島～西都バスセンター 平日 宮崎駅 11:15 11:25

国立東病院～宮交シティ～西都バスセンター 平日 国立東病院 15:41 12:50

国立東病院～宮交シティ～西都バスセンター 平日 国立東病院 13:56 13:46

宮交シティ～花ヶ島～西都バスセンター 平日 宮交シティ 17:40 17:35

宮崎駅～花ヶ島～西都バスセンター 平日 宮崎駅 18:10 18:00

宮交シティ～花ヶ島～西都バスセンター 平日 宮交シティ 21:00 20:50

西都バスセンター～花ヶ島～宮崎駅 平日 西都バスセンター 14:30 14:00

西都バスセンター～宮交シティ～国立東病院 平日 西都バスセンター 13:50 14:41

木城・高鍋～住吉・花ヶ島～宮交シティ 土曜 木城 8:50 8:55

木城・高鍋～住吉・花ヶ島～宮交シティ 土曜 木城 6:45 6:35

道の駅つの・高鍋～住吉・花ヶ島～宮交シティ 土曜 道の駅つの 7:50 7:45

西都～佐土原駅～佐土原高校 土曜 西都バスセンター 11:05 11:15

西都バスセンター～花ヶ島～宮崎駅 土曜 西都バスセンター 10:00 11:30

西都バスセンター～宮交シティ～国立東病院 土曜 西都バスセンター 11:45 11:50

西都バスセンター～宮交シティ～国立東病院 土曜 西都バスセンター 9:30 9:50

西都バスセンター～花ヶ島～宮交シティ 土曜 西都バスセンター 6:40 8:00

西都バスセンター～花ヶ島～宮崎駅 土曜 西都バスセンター 8:35 8:30

宮崎駅～花ヶ島～西都バスセンター 土曜 宮崎駅 16:40 16:26

西都バスセンター～花ヶ島～宮交シティ 土曜 西都バスセンター 6:20 6:30

宮崎駅～花ヶ島～西都バスセンター 土曜 宮崎駅 12:37 9:40

宮交シティ～花ヶ島～西都バスセンター 土曜 宮交シティ 9:10 10:45

宮崎駅～花ヶ島～西都原 土曜 宮崎駅 10:56 11:16

国立東病院～宮交シティ～西都バスセンター 土曜 国立東病院 11:16 11:36

宮崎駅～花ヶ島～西都バスセンター 土曜 宮崎駅 13:36 12:56

国立東病院～宮交シティ～西都バスセンター 土曜 国立東病院 13:56 13:36

西都原～西都BC 土曜 西都原考古博物館 12:09 12:29

木城・高鍋～住吉・花ヶ島～宮交シティ 日祝 木城 8:50 8:55

木城・高鍋～住吉・花ヶ島～宮交シティ 日祝 木城 6:45 6:35

道の駅つの・高鍋～住吉・花ヶ島～宮交シティ 日祝 道の駅つの 7:50 7:45

高鍋～三納代～西都バスセンター 日祝 高鍋バスセンター 10:30 10:00

西都バスセンター～一丁田・高鍋～高鍋駅 日祝 西都バスセンター 8:00 8:30

西都バスセンター～花ヶ島～宮崎駅 日祝 西都バスセンター 10:00 11:30

西都バスセンター～宮交シティ～国立東病院 日祝 西都バスセンター 11:45 11:50

西都バスセンター～宮交シティ～国立東病院 日祝 西都バスセンター 9:30 9:50

西都バスセンター～花ヶ島～宮崎駅 日祝 西都バスセンター 8:35 8:30

宮崎駅～花ヶ島～西都バスセンター 日祝 宮崎駅 16:40 16:26

宮崎駅～花ヶ島～西都バスセンター 日祝 宮崎駅 12:37 9:40

宮交シティ～花ヶ島～西都バスセンター 日祝 宮交シティ 9:10 10:45

宮崎駅～花ヶ島～西都原 日祝 宮崎駅 10:56 11:16

国立東病院～宮交シティ～西都バスセンター 日祝 国立東病院 11:16 11:36

宮崎駅～花ヶ島～西都バスセンター 日祝 宮崎駅 13:36 12:56

国立東病院～宮交シティ～西都バスセンター 日祝 国立東病院 13:56 13:36

西都原～西都BC 日祝 西都原考古博物館 12:09 12:29

延岡駅～延岡営業所 平日 延岡駅 14:30 13:30

行縢山登山口～延岡駅 平日 行縢山 17:10 14:00

保健福祉大学～すみれ団地～延岡駅 平日 保健福祉大学 18:25 18:20

桜ヶ丘～小山橋～雷管 平日 桜ヶ丘 17:00 16:50

南一ヶ岡～和田越～東海 平日 南一ヶ岡 9:20 9:25

南一ヶ岡～延岡駅～延岡共立病院 平日 南一ヶ岡 9:50 9:40

延岡駅～出北～方財 平日 延岡駅 11:05 12:05

方財～出北～延岡駅 平日 方財 11:35 12:35

延岡駅～県病院～三輪 平日 延岡駅 17:00 12:00

三輪～県病院～延岡駅 平日 三輪 17:40 12:40

保健福祉大学～すみれ団地～南延岡 平日 保健福祉大学 8:29 8:15

古江～直海 平日 古江 20:39 18:20

行縢山登山口～延岡駅 土曜 行縢山 17:10 14:00

川口～川島小～南延岡 土曜 川口 10:13 10:00

川口～川島小～南延岡 日祝 川口 10:13 10:00

延岡

地区 路線名 曜日 時間（現状） 時間（変更後）

高鍋
西都

始発地



イオンモール～都城駅・かかしの里ゆぽっぽ～山田 平日 イオンモール 16:36 16:46

都城ＳＣ～イオンモール～都原～久保原 平日 都城SC 6:37 6:32

久保原～都原～都城ＳＣ 平日 久保原 7:30 7:25

都城ＳＣ～早水公園～久保原 平日 都城SC 8:20 8:15

都城ＳＣ～早水公園～久保原 平日 久保原 14:50 15:05

都城ＳＣ～早水公園～久保原 平日 都城SC 15:30 15:45

イオンモール～都原団地～久保原 平日 久保原 16:30 16:40

西都城駅～イオンモール～小林駅 平日 西都城 15:09 15:19

西都城駅～イオンモール～小林駅 平日 小林駅 13:10 13:20

西都城～藤本病院～イオン都城 平日 西都城 14:36 14:46

西都城～藤本病院～イオン都城 平日 イオン都城 15:00 15:10

イオンモール～都城駅・かかしの里ゆぽっぽ～山田 土曜 イオンモール 16:36 16:46

都城ＳＣ～早水公園～久保原 土曜 都城SC 8:20 8:15

都城ＳＣ～早水公園～久保原 土曜 久保原 14:50 15:05

都城ＳＣ～早水公園～久保原 土曜 都城SC 15:30 15:45

イオンモール～都原団地～久保原 土曜 久保原 16:30 16:40

イオンモール～都城駅・かかしの里ゆぽっぽ～山田 日祝 イオンモール 16:36 16:46

都城ＳＣ～早水公園～久保原 日祝 都城SC 8:20 8:15

都城ＳＣ～早水公園～久保原 日祝 久保原 14:50 15:05

都城ＳＣ～早水公園～久保原 日祝 都城SC 15:30 15:45

イオンモール～都原団地～久保原 日祝 久保原 16:30 16:40

小林駅～浜子～宮崎駅～宮崎空港 平日 小林駅 6:05 6:10

小林駅～飯野～京町温泉 平日 小林駅 7:00 6:50

京町温泉～小林駅～秀峰高校 平日 京町温泉 6:40 6:43

京町温泉～道の駅・飯野～小林駅 平日 京町温泉 17:52 17:56

宮崎空港～宮交シティ～福祉センター～浜子～小林駅 土曜 宮崎空港 12:30 12:45

小林駅～飯野～京町温泉 土曜 小林駅 7:00 6:50

京町温泉～道の駅・飯野～小林駅 土曜 京町温泉 17:52 17:56

京町温泉～えびの市役所・飯野～小林高～小林駅 土曜 京町温泉 6:40 6:43

宮崎空港～宮崎駅～浜子～小林駅 日祝 宮崎空港 12:30 12:45

小林駅～飯野～京町温泉 日祝 小林駅 7:00 6:50

京町温泉～道の駅・飯野～小林駅 日祝 京町温泉 17:52 17:56

京町温泉～えびの市役所・飯野～小林高～小林駅 日祝 京町温泉 6:40 6:43

小林

都城

時間（変更後）地区 路線名 曜日 始発地 時間（現状）



５．バス停の新設・廃止・名称変更・休止　

・新設

地区 バス停名 対象路線

小林 国際交流センター前 小林駅～京町線

・廃止

地区 バス停名 対象路線

宮崎 恒久1丁目 宮交シティ～赤江大橋～宮崎駅大和口線

宮崎 トラック協会前 宮交シティ～赤江大橋～宮崎駅大和口線

宮崎 南部記念体育館前 宮交シティ～赤江大橋～宮崎駅大和口線

宮崎 恒久３丁目 宮交シティ～赤江大橋～宮崎駅大和口線

宮崎 恒久４丁目 宮交シティ～赤江大橋～宮崎駅大和口線

宮崎 恒久５丁目 宮交シティ～赤江大橋～宮崎駅大和口線

延岡 公民館前 延岡駅～大貫～保健福祉大学線

延岡 大貫神社前 延岡駅～大貫～保健福祉大学線

延岡 丸山町 延岡駅～大貫～保健福祉大学線

延岡 西階球場前 延岡駅～大貫～保健福祉大学線

延岡 西階陸上競技場前 延岡駅～大貫～保健福祉大学線

延岡 平田東九州病院 南一ヶ岡～平田東九州病院～鶴ヶ丘団地～レーヨン線

・名称変更

地区 バス停名 変更後

宮崎 郡山医院前 庄屋西

宮崎 市民プラザ前（橘通り1丁目） 市民プラザ前

延岡 祗園町（5番6番乗り場のみ） 北小路コープ前

延岡 赤水（ぶり御殿） 赤水

・休止

地区 バス停名 対象路線

宮崎 高岡温泉やすらぎの郷 宮崎駅～穆佐・高岡温泉～尾頭線


