
 

市営バス 80 周年記念事業を実施  
乗り継がれて 80 年  

～これまでも これからも～ 

 

佐賀市営バスは、昭和 11 年（1936 年）10

月 10 日、車両 14 両[8 人乗り 8 両、14 人乗

り 6 両]、職員数 36 人[運転士14 人、車掌 14

人、事務員 6 人、その他 2 人]、路線数 6 路線、

営業路線 18.3km で事業を開始して、平成 28

年（2016 年）10 月 10 日に創業80 周年を迎

えました。 

そこで、交通局では、皆様への感謝の気持ちを

込めて、80 周年記念事業を実施いたしました。 

 

◇10 月 10 日「市営バス 80 周年 お客様感謝

デー！」～運賃 80 円～ 

 

市営バス８０周年のスタートとなる、10月10

日（月・祝）の創業記念日は、市営バス全路線（一

部路線を除く）を「運賃80 円（小児40 円）」と

しました。 

・実施日 

  平成 28 年10 月10 日（月・祝） 終日 

・対象路線 

  佐賀市営バス全路線 

（佐賀空港線、ぐるっと世界遺産観光バスを

除く） 

・運賃 

  １乗車 80 円（小学生 40 円）  

 

◇「市営バス80周年記念スマホ・ペンスタンド」

プレゼント！ 

10 月 10 日の「お客様感謝デー！」当日に、

佐賀駅バスセンターで無料配布しました。  

 ■数量：限定 888 個 

 

 

  ■場所：佐賀駅バスセンター内  

組立式 （材質：ポリプロピレン）  

 

 

 

◇80 周年記念バス停ベンチ(写真下) 

バス待ち環境向上のため、佐賀市産の木材

を使用した「80 周年記念ベンチ」を製作し、

市内 50 箇所のバス停に設置しています。 

    

佐賀市交通局 



大隈記念館入口バス停に設置した 

80 周年記念ベンチ 

 

◇復刻版カラー市営バス 

平成 28 年度購入予定の車両（限定 1 台）を、

市営バスの利用が最も多かった昭和40年代の頃

の車体カラーに塗装します。 （写真はイメージ） 

   

 

◇市営バスキャラクターラッピングバス  

80 周年記念装飾 

市営バスのキャラクター7 体を描いたラッピ

ングバス「のりまる号」を「80 周年記念バー

ジョン」へリニューアルしました。 

 

◇佐賀市交通局の主な沿革 

＜昭和 10 年 11 月27 日＞ 

旅客自動車運送事業免許取得(免許キロ

18.3 キロ，車両中型 14 人乗り・6 両 8

人乗り・8 両 計 14 両）  

＜昭和 11 年 10 月10 日＞ 

市営バス事業を開始  

 創業当時の市営バス 

 

＜昭和 12 年 5 月 28 日＞ 

横江線 17.3 キロを右近勝次氏から譲受

けたのを始めとし，昭和２０年２月２８日

崎村～為重 11.8 キロを山崎八郎氏から譲

り受けたのを最後に免許キロ数 142.3 キ

ロの統合を完了  

 

市営バス創業１０周年記念(昭和２１年) 

＜昭和 26 年 6 月 10 日＞ 

貸切旅客自動車運送事業開始  

＜昭和 27 年 10 月1 日＞ 

地方公営企業法の適用を受け、佐賀市公

営企業体として新たに発足  



 

昭和３０年頃の市営バス 

 

昭和４０年代の旧佐賀駅と市営バス 

貸切バスとバスガイド(昭和４５年頃) 

 

＜昭和 49 年 1 月9 日＞ 

交通事業第２次再建団体の指定承認 

となる  

 

＜昭和 50 年 3 月 21 日＞ 

乗合バス全線ワンマン化なる  

＜昭和 58 年 3 月 31 日＞ 

交通事業の再建団体完了  

＜平成 10 年 7 月 18 日＞ 

市内定期観光バス受託運行  

＜平成 13 年 1 月 29 日＞ 

超低床乗合バス（ノンステップバス）2

両を県内で初めて導入  

＜平成 15 年 5 月 14 日＞ 

「ノーマイカーデー割引」適用日拡大 

（第2 水曜→第 2、4 水曜へ）  

＜平成 16 年 6 月1 日＞ 

敬老優待乗車券制度の変更（ワンコイン・

シルバーパス制度へ）  

＜平成 18 年 6 月7 日＞ 

「ノーマイカーデー割引」適用日拡大 

（第 2、4 水曜→毎週水曜へ）  

＜平成 22 年 3 月 25 日＞ 

佐賀市自動車運送事業経営健全化計画 

策定  

＜平成 23 年 10 月10 日＞ 

創業 75 周年記念事業（高齢者運転免許

証自主返納支援事業、キャラクター愛称募

集、キャラクターラッピングバス制作、ブ

ログ開設等）  

＜平成 24 年 7 月5 日＞ 

創業 75 周年記念事業（バイオディーゼ

ル燃料バスの本格運行開始）  

＜平成 26 年 9 月 30 日＞ 

   佐賀市自動車運送事業経営健全化計画 

完了 

＜平成 26 年 10 月1 日＞ 

高齢者運転免許証自主返納支援事業 

（高齢者ノリのりパス）リニューアル 


