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熊本城マラソン開催に伴う渋滞予想と迂回路
7：00ごろ～
16：00 ごろ
熊本城マラソンを行う

2月18日（日）は
ノーマイカーデー
ノーマイカーデーのお願い
中心部周辺は交通渋滞が予想さ
れますので、
中心部への車両の乗り
入れを控えていただきますようお
願いします。
・開催中は、
歩行者・自転車の横断も
できなくなります。
・郵便物や宅配便などが遅れて届く
ことも予想されます。

フルマラソンコース
凡 例
30キロコース
ファンランコース
推奨迂回路
推奨有料迂回路(高速道路）
迂回路（渋滞が予想される範囲内の
熊本港への通行可能ルート）
渋滞が予想される範囲
かなりの渋滞が予想される範囲
※地図中のひらがな表記は主な駅名です。

詳しくは、
熊本城マラソン実行委員会事務局
（☎096-328-2373）
へ。

2月18日
（日）
当日の

路線バス・都市間バスなどの運行変更予定
☎0968-44-6111（山鹿営業所）
☎096-325-1121（路線バス営業所）
☎0964-32-0856（松橋営業所）

産交バス

路

☎096-232-5700（光の森営業所）
☎096-286-3131（木山営業所）
☎0968-57-0100（玉名営業所）

線

都市バス
路

変更内容

①田崎橋

路

始発～11：00 運休
11：00～15：30 迂回運行
8：30～11：30 運休
長溝団地（本山）
11：30～15：30 迂回運行
始発～11：30 運休
八王寺環状線（本山）
11：30～15：30 迂回運行
子飼渡瀬線（本山） 始発～10：00 運休
本山車庫線（本山） 10：30～15：50 熊本駅経由運休
7：00～10：30 折返し運行
（交通センター～城西校間）
大江城西線（上熊本） 10：30～15：50 折返し運行
（交通センター～水前寺駅北口間）
富尾団地線（上熊本） 7：00～10：00 折返し運行（市役所発着）
始発～10：00 は柿原→本妙寺
柿原線（上熊本）
電停間のみ運行
上熊本線（上熊本・小峯） 始発～10：00 運休
7：00～10：00 運休
上熊本車庫線
10：00～16：00 段山経由は迂回
（上熊本）
（壺井橋経由）
7：00～10：00 迂回運行
島崎保田窪線
（交通センター～交通局前間）
（上熊本・小峯）
10：30～16：00 迂回運行
（交通センター～日向崎間）

都市間バス・高速バス・空港リムジンバスは
7：00～15：50迂回運行を行います。

線

変更内容

帯山線（上熊本・小峯）
7：00～10：00 迂回運行（交通センター～交通局前間）
秋津健軍線（小峯）
渡鹿長嶺線（小峯） 7：00～10：00 迂回運行（交通センター～大江渡鹿間）
小峯京塚線（小峯）7：00～10：00 迂回運行（交通センター～交通局前間）
10：00～15：50 運休（交通センター～蓮台寺間）
9：00～10：20 運休
しろめぐりん（本山）
10：20～16：00 折返し運行（熊本駅～城彩苑間）
国立病院シャトル 始発～10：00 折返し運行（交通センター～国立病院間）
10：00～16：00 運休
（本山）

熊本バス
路

☎096-370-8215
（休日☎096-378-3447）
線
変更内容

交通センター～熊本駅間（全路線共通）10：30～15：50
流通団地線（南11）
始発～15：30
田迎線（南14～南23）
8：30～15：30
御幸木部線（南2）
8：30～11：30
市内線（南9）
始発～11：30
川尻線（川12）
9：10～12：00
県庁・画図線（県27・28）
江津団地線（東2）
始発～11：30
セイラタウン線（東9）
・健軍線（東11）

電鉄バス
路

迂回運行
運休
迂回運行
迂回運行
迂回運行
迂回運行
迂回運行

☎096-343-3023
（休日☎096-242-4300）
線
変更内容

各方面→交通センター（上り） 7：00～11：30 迂回運行
交通センター→熊本駅（上り）
10：30～15：50 迂回運行
熊本駅→交通センター（下り）
交通センター→各方面（下り）
高平団地線（交通センター行） 7：00～10：00 迂回運行
高平団地線（高平南公園行）

※このほかの時間帯は特別ダイヤで運行します。

9：00～10：00

⑧辛島町～⑫水道町間

運休

B1 上熊本駅前

B9 西辛島町

⑦慶徳校前～⑫水道町間
B9 西辛島町～⑫水道町間

⑭交通局前

①田崎橋

⑫水道町

①田崎橋・③熊本駅前～⑧辛島町間
B1 上熊本駅前～⑧辛島町間
⑫水道町～㉖健軍町間

③熊本駅前

㉖健軍町

折返し運行

⑦

運休
運休

9：00～9：30 ⑫水道町～⑭交通局前間 運休

⑧

B1 上熊本駅前

③熊本駅前

変更内容

野越団地（本山）

15：30までの水道町発着便は交通センター発着
9：10～12：00 迂回運行
交通センター発 10：30～14：05 運休
河内温泉センター線
（芳野）
【玉名】
温泉センター発 11：20～15：05 運休
交通センター発 13：00 運休
万楽寺線
【路線バス】
万楽寺（西里）発 14：10 運休
交通センター発 11：00～15：10 運休
植木線
（和泉）
【路線バス】
植木駐車場発 10：16～14：30 運休
植木線
（玉名方面）
【玉名】
玉名駅発 8：18、10：38 運休
水道町発 8：12～14：10 運休
海路口線（川尻・白藤・熊本駅）
【路線バス】 川口二丁発 7：28 交通センター止め
9：35～13：25 運休
海路口線
（甲畠口・アクアドーム・熊本駅） 水道町発 9：26 運休
【路線バス】
海路口発 7：58 交通センター止め 10：25 運休
水道町発 8：03～13：21 運休
谷尾崎線
【路線バス】
谷尾崎発 9：00～13：55 運休
小島産交～水道町線
小島産交発 7：14～7：55 交通センター止め
（池ノ上・谷尾崎）
【路線バス】
12：29～14：31 運休 水道町発 10：54～15：11 運休
小島・JA飽田～水道町線
小島産交発 6：55 交通センター止め 10：42～14：15 運休
（白藤・会富・熊本駅）
【路線バス】
JA飽田発8：54～12：24運休 水道町発 9：02～13：55 運休
乙畠口線
（沖新・熊本駅）
【路線バス】
10：30～15：50 迂回運行（熊本駅～交通センター間）
玉名駅線
（河内・熊本駅）
【玉名】

⑧辛島町

線

中央環状線（本山） 始発～15：30 運休

松橋、
国町、
リバーグリーン～
交通センター・水道町
（松橋）

7：00～9：00

☎096-312-5077（本山営業所）
☎096-319-5550（上熊本営業所）
☎096-369-1555（小峯営業所）

8：30～11：30 折返し運行
第一環状線（本山） （熊本駅～新町～大江渡鹿間）
11：30～15：30 迂回運行

山鹿・植木～交通センター～熊本駅～田崎橋（山鹿） 7：00～10：00、10：30～15：50 迂回運行（一部運休便あり）
光の森、
武蔵ヶ丘、
吹田団地、
供合線～ 7：00～10：00の間、水道町交差点を通過予定の
交通センター
（光の森）
便は代継橋交差点へ迂回
楠～西部車庫
（光の森・路線バス）
7：00～10：00、10：30～15：50 迂回運行
川口発（8：50～15：50）運休
川口～
（並建～砂原～田崎町）
～
戸島・小山団地・木山
（路線バス・木山） 小山団地発川口行（9：12～13：12）運休
小楠記念館入口～五丁・川口二丁（路線バス・木山） 7：00～15：50 迂回運行
五丁・小島・西部車庫～木山産交（木山・路線バス） 7：00～15：50 迂回運行、
五丁発
（野2）迂回運行
交通センター～森都病院、
渡鹿、
8：00～10：00 迂回運行
県会議事堂、
木山方面
（路線バス・木山）

市電運行

※運行予定は1月現在のものであり、
一部路線の変更、
または運休になる場合が
あります。
詳しくは各バス会社にお問い合わせください。

⑭

B1 上熊本駅前

㉖

⑫

折返し運行

①田崎橋・③熊本駅前～⑧辛島町間 運休
B1 上熊本駅前～⑧辛島町間 運休

⑧
⑭交通局前

③熊本駅前

9：00～9：30 ⑭交通局前～㉖健軍町間の折返し運行

①田崎橋・③熊本駅前～⑦慶徳校前間
B1 上熊本駅前～ B9 西辛島町間
⑫水道町～⑭交通局前～㉖健軍町間

10：00～16：00

①田崎橋

㉖

⑫

⑧辛島町～㉖健軍町間

折返し運行

詳しくは、交通局電車課
（☎096-361-5241 休日☎096-361-5244）
へ。

