
◇お問い合わせ先◇

　　公益社団法人日本バス協会

　　総務部　長谷川、仁保、福田

　　電話：03-3216-4011

　各都道府県バス協会及びバス事業者等では、バスの日を記念して全国でバスに親しんでいただく

行事を開催しており、（公社）日本バス協会では、毎年この時期に全国の行事をとりまとめて公表

しています。

第33回「バスの日」（9月20日）
～全国でバス利用促進のイベント等を実施～

　今年は、別紙のとおり54行事の実施が予定されています（8月末日現在）。一方、新型コロナウ

イルスの影響により46行事の中止が既に決定されています（今後、内容変更や中止となる場合が

あります）。

　また、次ページ掲載の『「バスの日」北海道キャンペーン　バスのある風景＆コピーコンテス

ト』のように、インターネットを活用した新たな形による行事も実施します。

「9月20日　バスの日」の由来

　明治36年（1903年）9月20日京都市（堀川中立売(なかたちうり)

～七条～祗園）において二井(にい)商会がバス事業開業

　蒸気自動車を改造した6人乗り（幌なし・右写真）の車両で運行

　同年11月21日京都府自動車取締規則により正式許可



 

「バスの日」北海道キャンペーン バスのある風景＆コピーコンテスト 

～「#バスフォト北海道」「#バスコピー北海道」をつけて Twitterに投稿しよう！～ 

 

（一社）北海道バス協会は、9 月 1日（火）～10月 20日（火）の期間、バスのある風景や車窓からの景色、バスに乗りた

くなるようなキャッチコピーを大募集します！ 

 

 

本コンテストは、「バスのある風景写真」「バスの車窓からの写真」「バスに乗りたくなるようなキャッチコピー」の３部門で、

それぞれの作品にハッシュタグをつけてツイッターに投稿していただくものです。 

グランプリ作品には、３万円分の商品券。その他、優秀賞や入賞もご用意しています。 

作品を通じて皆様がバスに触れ合い、今まで以上に身近に感じてもらうことを目的としています。バス活性化を目的とし

た企画ですので、皆様もぜひご参加ください。 

 

イベントの概要 

日 時 ： 令和２年（2020年）9月 1日（火）～10 月 20 日（火） 

会 場 ： Ｔｗｉｔｔｅｒ 

主 催 ： 一般社団法人北海道バス協会 

ﾎ-ﾑﾍﾟｰｼﾞ： http://www.hokkaido-bus-kyokai.jp/topics/busday2020.html 

 

お問合せ先 

一般社団法人北海道バス協会（札幌市中央区北１条西１９丁目２番地） 
ＴＥＬ：０１１-６２１-４１６１  担当：中山  
ホームページ：http://www.hokkaido-bus-kyokai.jp/index.html  

  

イベトロゴや 

イメージ画像 

告知ポスター等 
 



(公社)日本バス協会

行事主催者
担当部課

電話番号

北海道 根室・釧路地域 釧根地区バス協会 8月8日(土) 路線バス無料 バス・タクシーにおける新型コロナ

北海道 くしろバス(株)・企画部 　　　　～18日(火) ・8月8(土)～18(火)くしろバス㈱、9月12日(土)～22日(火)根室交通がそれ ウイルス感染症感染防止対策

北海道 0154-36-8181 9月12日(土) 　ぞれ運行している路線バスの小学生以下の運賃無料。(一部路線を ガイドラインに基づいて実施

北海道 　　　　～22日(火) 　除く)

北海道 北海道内 北海道バス協会 9月1日(火) 「バスの日」北海道キャンペーン　バスのある風景＆コピーコンテスト ―

北海道 011-621-4161 ～ ・Twitter上でバスのある風景や車窓からの景色、バスに乗りたくなるよう

北海道 10月20日(火) 　なキャッチコピーを募集し、優秀な作品に商品をプレゼントする。

北海道 　ウェブサイト　

北海道 http://www.hokkaido-bus-kyokai.jp/topics/busday2020.html

北海道 ・Twitterへ広告を掲載。

北海道 網走市内 北見地区バス協会 9月26日(土) ・地域の公共交通機関であるバスに親しんでいただくことを目的に バス・タクシーにおける新型コロナ

北海道 網走バス(株)　・貸切事業部 　網走市内の小学生と親向けの日帰りバスツアーを実施予定。 ウイルス感染症感染防止対策

北海道 　 ガイドラインに基づいて実施

青森 八戸市 岩手県北自動車㈱　南部支社 9月6日(日) ラピアドゥパス感謝祭2020 消毒液を設置し手指消毒

青森 (ラピアとピアドゥ) 乗合部 ・バス車両の展示 マスク着用の呼びかけ

青森 0178-44-5249 ・グッズ販売 参加人数制限

青森 ・降車ボタン体験 展示物の消毒

青森 八戸ショッピングセンター開発(株) ・スタンプラリー

青森 八戸臨海開発(株)

青森 ※共催で開催します。

青森

青森 八戸市 青森県環境政策課 10月11日(日) あおもりスマートムーブキャンペーン×バスの日コラボ ○マスク着用

青森 (プライフーズスタジアム) 八戸市交通部運輸管理課 デジタルサイネージ付低床バス(ノンステップバス)の展示 ○消毒液の設置

青森 0178-25-5141 ○乗務員制服着用

青森 記念撮影は行わない

青森

宮城 仙台市 仙台市 ・バスの絵コンテスト(仙台市主催) ―

宮城 都市整備局公共交通推進課 【表彰式】 ウェブサイト

宮城 022-214-8353 9月26日(土) http://www.city.sendai.jp/kokyo/kurashi/machi/kotsu/riyosokushin/contest.html

宮城

秋田 秋田県内 (公社)秋田県バス協会 「ﾊﾞｽの日」にｱｯﾌﾟ！！AKITAの魅力発進＃ﾂｱｰ マスク着用を促す

秋田 018-863-5349 8月25日(火)～ ・バスモニターツアー 会員事業者バス78台 消毒液を随所に設置

秋田 会員事業者 11月3日(火) 参加者に非接触型体温測定

秋田

秋田 秋田県内 (公社)秋田県バス協会 バス利用促進キャンペーン マスク着用を促す

秋田 9月11日(金)～ ・落書きﾊﾞｽの制作と運行 消毒液を随所に設置

秋田 9月20日(日) ・第9回バス絵画コンクール作品展示 参加者に非接触型体温測定

秋田 ・広報活動の実施

秋田

秋田 秋田運輸支局 (公社)秋田県バス協会 【参加対象者限定】貸切バス利用促進  マスク着用を促す

秋田 構内駐車場 9月11日(金) ＊貸切バス10台による安全安心対策実演会＊ 消毒液を随所に設置

秋田 ・感染症対策ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づく車内消毒等の実演 参加者に非接触型体温測定

秋田 ・ｽﾓｰｸ発生装置を用いた車内換気性能の実演

秋田 ・運行開始前に行う日常点検の実演

秋田

秋田 ※本年度は「秋田バスまつり 」を実施しません

栃木 関東自動車㈱ 9月19日(土) ミステリーツアー 消毒液設置・使用

栃木 栃木県内 総務部 マスクの配布

栃木 ミステリーツアーの為 028-634-8131 ・バス車内広告・チラシ 休憩場所での車内換気

栃木 非公表 ・記者クラブへの投げ込み

栃木

神奈川 神奈川県内の観光地 (一社)神奈川県バス協会 10月1日(木) ・県内小学生を対象として、貸切バスによる１日遠足を実施 小学校と協議して、

神奈川 貸切会員事業者  ～R3年 (貸切バス20台) 感染防止対策を実施

神奈川 045-548-3521 　2月26日(金)

第33回バスの日に関連するの主な行事の開催予定
※コロナウイルス感染症への対応に伴い、内容変更や中止となる場合があります。
※以下の他、利用促進のための物品配布イベント等が予定されています。
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別紙
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山梨 甲府駅北口 山梨県交通政策課 12月5日(土) 公共交通フェスティバル2020への参加 マスク着用を促す

山梨 　よっちゃばれ広場 山梨運輸支局 ・山梨県内の路線バスをＰＲし、その利用を促進する目的で、一般県民 消毒液を随所に

山梨 甲府市 　を対象としたイベントを開催 　　設置

山梨 (一社)山梨県タクシー協会 ・バス車両展示コーナー(8台)、ミニバス(3台)による子供主体の

山梨 ＪＲ東日本八王子支社 　試乗会を開催

山梨 (一社)山梨県バス協会 ・バスの乗り方教室

山梨 055-262-1201 ・子供を対象に記念写真を缶バッジにしてプレゼント

山梨 ・子供とバスの綱引き大会

山梨 ・ミステリーツアーの運行

山梨 ・バスの巨大すごろく

山梨 ・バスグッズの販売

石川 金沢市 (公社)石川県バス協会 9月20日(日) 【参加対象者：プレス等】バスの日イベント 消毒液を設置し手指消毒

石川 (石川運輸支局構内) 076-225-7560  (バスの感染対策実演、モニターツアー開催) マスク着用の呼びかけ

石川 及び会員事業者 　・啓発チラシ及びノベルティの配付 事前応募制で人数制限

石川 石川運輸支局と共催 　・運転者の模擬点呼実演 　　　　　　　 など

石川 　・バス車内の消毒等感染対策実演

石川 　・バス車内の換気対策実演

石川 　・モニターツアー実施

石川 　　(発⇒白山比咩神社⇒金沢港クルーズターミナル⇒着)

石川 　・会員車両の展示

福井 ハピテラス カーフリーデーふくい実行委員会 9月22日(火・祝) ○モビリティーウィーク＆カーフリーデーふくい2020 感染予防対策を徹底

福井 (「田原町駅」広場) 【連絡先】 10時 ～ 16時 近年、過度にクルマに依存することによる環境面を含めた様々な弊害が して開催を予定

福井 ＮＰＯ法人ふくい路面電車とまちづくりの会 社会問題として広く認識されるようになっていますが、これらの問題の解

福井 ℡0776-25-7968 消においては、住民の深い理解と行動が必要であるため、毎年、「クルマ

福井 に依存しない生活」についての啓発の一環として実施され、バス協会も参

福井 加を行いながら併せて「バスの日」の周知も実施しています。

福井 因みに、福井県はマイカー世帯当たり保有率は日本一です。

福井 (日　時)

福井 名称 第１４回カーフリーデーふくい２０２０

福井 日時 ９月２２日(火・祝)１０時 ～ １６時

福井 場所 ハピテラス(えちぜん鉄道、福井鉄道の両鉄道結節駅「田原町駅」広場)

福井 内容 バスの乗り方教室、バスの日をＰＲ

岐阜 大垣市 大垣市役所交通政策課 9月6日(日) 「ぷち元気ハツラツ市 」 出展 バス車両展示の取りやめ

岐阜 大垣市中心市街地 0584-41-7386 　＜ウェブサイト＞ 消毒液を設置し手指消毒

岐阜 商店街アーケード内 名阪近鉄バス㈱ http://hatsuratsu-ogaki.com/ マスク着用の呼びかけ

岐阜 乗合バス営業部 　毎月第一日曜日に開催される元気ハツラツ市を縮小し、バスなど ※感染症への対応に伴い、

岐阜 0584-81-3326 　公共交通を担う乗り物に親しんでいただき利用促進と交通安全を啓発 　内容も含め変更する

岐阜  　・元気ハツラツ市を規模縮小(駅前通りの歩行者天国を取りやめ) 　場合があります。

岐阜  　・大垣駅前商店街アーケード内にブース設置し、グッズ販売など

岐阜 高山市 高山市公共交通活性化協議会 10月 第９回 「のりものフェスタ in たかやま」 出展 消毒液を設置し手指消毒

岐阜 (場所未定) 　高山市都市計画課 　バスなど公共交通を担う乗り物を間近で体験体感いただき マスク着用の呼びかけ

岐阜 　濃飛乗合自動車㈱企画統括部 　利用促進を啓発

岐阜 　0577-32-0045    ・会場を分散させスタンプラリーなどを行う方向で検討中

岐阜  　・公共交通における新型コロナウイルス感染症防止策の紹介

岐阜

岐阜 多治見市 多治見市都市政策課 11月7日(土) バスPRイベント 「バスまつり」 出展 消毒液を設置し手指消毒

岐阜 ピアゴ多治見店 ピアゴ多治見店 　ピアゴ駐車場内に、公共交通を担うバスを展示し、乗り物に親しんで マスク着用の呼びかけ

岐阜 東濃鉄道㈱ 　いただき利用促進を啓発

岐阜 乗合営業部  　・バスの展示、懐かしの写真展

岐阜 0572-25-8085  　・子ども向けイベント(子供服着用し写真撮影)

岐阜  　・ペーパークラフトつくり

岐阜

岐阜 岐阜市 岐阜市都市建設部交通政策課 11月(未定) 公共交通フェスタ 「ＢＲＴトランジットモール」 出展・運行 開催検討中

岐阜 金華橋通り 岐阜乗合自動車㈱ 　一般車両の通行を規制し、第三車線をバスが運行。第一、第二車線を

岐阜 (金神社前路上) 営業管理部 　展示や歩行者空間として開放し、岐阜市中心部の賑わいを創出

岐阜 058-240-8814  　・連節バスのシャトルバスを運行、バスの展示、

岐阜  　・子ども向けイベント企画、バス関連のグッズ販売
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静岡 　富士急静岡バス㈱ ◇ バスの日特別ツアー　 　・・・・　ウェブサイト参照

静岡 富士市 　　業務部 8月20日(木) 　・洗車体験、感染症予防対策の取組(車内消毒等)の実演。 消毒液を設置し手指消毒

静岡 0545-71-2495 9月26日(土) 　・岳南電車「夜景電車」乗車。 マスク着用の呼びかけ

静岡 　＜ウェブサイト＞ 事前応募制で人数制限

静岡  http://www.shizuokabus.co.jp/2020/08/05/6881/

静岡

静岡 熱海市 　東海自動車㈱ 8月31日(月) ◇ 小学生を対象にバスの安全等に関する「バスの乗り方教室」を実施する。 消毒液を設置し手指消毒

静岡 　(東海バスグループ) 実施予定 マスク着用の呼びかけ

静岡 　バス計画部 計画課

静岡 　0557-36-1114

静岡 河津町 　東海自動車㈱ 9月24日(木) ◇ バス乗り方教室の開催 状況に応じ、実施の

静岡 実施予定 　　河津町立南小学校 可否を判断する。

静岡 　　「バスの乗り方教室」や「バス修理場見学」等を実施する。

静岡

静岡 沼津市・清水町 　東海自動車㈱ 9月上旬～下旬 ◇ バス乗り方教室の開催(大平車庫にて実施) 屋外での開催

静岡 実施予定 　・沼津地区・清水町地区にて園児を対象にバスの安全等に関する マスク着用

静岡 　　「バスの乗り方教室」や「バス修理場見学」等を実施する。 バス乗車時には車

静岡 　　9月 3日　亀山幼稚園(沼津地区) 内換気および座席

静岡 　　9月 4日　清水北幼稚園(清水町地区) は間隔を空けての

静岡 　　9月 8日　清水保育所(清水町地区) 乗車

静岡 　　9月 9日　大平幼稚園(沼津地区) バス乗降時はアル

静岡 　　9月11日　霊山保育園(沼津地区) コール消毒液によ

静岡 　　9月23日　清水南保育所(清水町地区) る手指の消毒

静岡 三島市、沼津市 　伊豆箱根バス㈱ 9月中旬より ◇ 小学生、保育園生を対象とした乗り方教室 車内の除菌消毒

静岡 伊豆の国市 055-977-1212 12月にかけ 　・三島、伊豆の国の小学校2年生、沼津の保育園年長を対象に乗り方 マスク着用の徹底

静岡 順次開催予定 　　教室を実施し、バスに興味を持ってもらう。 大きな声の会話の

静岡 禁止

静岡 掛川市  掛川バスサービス㈱ 9月～11月 ◇ バス乗り方教室の開催 マスク着用、手消毒

静岡 0537-24-7331 　・バス路線沿線の小学生を対象にバスの乗り方、車内マナー等について開催 密を避けるため１校

静岡 を数回に分けて実施

三重 ・三重運輸支局 例年は９月 みえ交通安全・環境フェスタ２０２０ ※コロナの感染状況

三重 ・三重県自動車会議所 最終土曜日だが お絵かきバス、バス運転手、バスガイドの子供制服 にて判断　現在未定

三重 三重総合博物館 ・三重県バス協会 今年は未定 バス利用促進ブース出展

三重 ・自動車技術総合機構

三重 　　中部検査部三重事務所

三重 ・三重県交通安全協会

三重 　　日本自動車連盟三重支部

兵庫 兵庫県 神姫バス㈱ 9月19日(土)～ 神姫バスオンラインフェス ―

兵庫 バス事業部 営業課 9月22日(火・祝) おうちから参加できるオンラインイベント　特設会場はこちら↓

兵庫 079-223-1344 https://www.shinkibus.co.jp/online-fes/
兵庫 生活様式が変化しすれ違いや距離が遠くなりがちな今だからこそ、

兵庫 ご自宅で楽しめる様々なコンテンツをご用意しております。

兵庫 　コンテンツ内容

兵庫 　(1)体験型コンテンツ(2)視聴型コンテンツ(3)販売コンテンツ

鳥取 鳥取県東部～ 乗合バス事業者 8月1日(土)～ 「麒麟のまちのんびりほのぼの旅スタンプラリー」 マスク着用

鳥取 兵庫県北部 (一社)鳥取県バス協会 11月30日(月) 路線バス・地元鉄道に乗って、スポットを巡ってスタンプを集め 間隔を空けて乗車

鳥取 (一社)麒麟のまち観光局 景品を抽選でプレゼント 窓開け換気

鳥取 0857-37-4120

鳥取 鳥取商工会議所

鳥取 鳥取市内小学校 鳥取運輸支局 学校キャラバン隊として、鳥取市内の小学校を訪問して、 マスク着用呼びかけ

鳥取 ４校 鳥取県トラック協会 9月～11月 運送業の魅力を伝える 人数制限

鳥取 鳥取県ハイヤータクシー協会 換気

鳥取 鳥取県バス協会

鳥取 鳥取県

鳥取 米子市内及び (一社)鳥取県バス協会 10月～11月 ギャラリーバスの運行 ―

鳥取 倉吉市内 乗合バス事業者 県内２校の小学生が描いた「あったら楽しい！乗ってみたく

鳥取 0857-22-2724 なる夢のようなバス」の絵を路線バスに掲出して、市内を走る

鳥取 ギャラリーバスを運行する

山口 防府市 中国ジェイアールバス㈱ 9月3日(木) 小学生を対象としたバスの乗り方教室の実施 感染予防対策を徹底

山口 山口営業所 (防府市立玉祖小学校2年生34名) して開催を予定

山口 0570-010-666

山口 (お客様センター接続)
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行事主催者
担当部課

電話番号

都道
府県

行事実施地区
又は場所

実施月日
行事の種別・名称・概要、

ウェブサイトURL等
新型コロナウイルス
感染症への対応

徳島 徳島市 徳島県 10月10日(土) 令和２年度四国公共交通利用促進キャンペーン ※コロナの感染状況

徳島 徳島地区渋滞対策推進協議会 ・お絵かきバス にて判断　現在未定

徳島 ・バスとふれあい体験

徳島 ・バス会社のブース出展

徳島 ・その他

香川 イオンモール綾川 四国公共交通利用促進協議会 10月10日(土) 四国まるごと公共交通利用促進キャンペーン2020　都市イベント 感染予防対策を徹底

香川 香川県綾歌郡綾川町 ことでんバス㈱ ・バス車両の展示 して開催を予定

香川 琴参バス㈱ ・バスの写真展

香川 大川自動車㈱ ・バスのおしごと　なりきり体験(制服記念撮影)

香川 ・バスマップ・時刻表の配布

香川 ・ペーパークラフト配布・作成体験

香川 ・お絵かきバス

愛媛 松山市 9月23日(水)～ ｢四国まるごと公共交通利用促進キャンペーン｣都市イベントin松山 従来の大街道での

愛媛 愛媛県庁　別館ホール 愛媛県 9月25日(金) 　　・公共交通利用促進パネル展示 イベントが中止

愛媛 　AM10:00～ 　　・バス部門は感染症対策パネル設置・DVDを放映予定 となり、代替として

愛媛 パネル展を計画中

福岡 福岡県庁11階 福岡県交通政策課 8月3日(月) 「ふくおかのりもの展」 入館時手指の消毒

福岡 福岡よかもんひろば 092-651-1111 ～ 福岡の公共交通大集合！パネル展示 マスク着用

福岡 9月30日(水) 各社オリジナルグッズの販売 人数制限

福岡 福岡よかもんひろば 検温を実施

福岡 092-645-1835 連絡先を記入

福岡

福岡 ＪＲ九州バス㈱

福岡 企画部

福岡 092-642-8121

福岡 福岡県福岡市内 九州急行バス㈱ 当初予定 「バスの日社会見学」 小学生を対象としたバス体験学習 ※延期または中止

福岡 福岡営業所 9月18日(金) ・洗車機体験 現在担当担任と

福岡 092-411-2241 ・記念撮影 協議中

福岡 ・ノベリティグッズの配布

福岡 ・乗車体験

宮崎 県内小学生対象 宮崎交通㈱広告宣伝部 9月22日(火・祝) 宮交バスデザインコンテスト 表彰式は、新型コロナ

宮崎 (一社)宮崎県バス協会 ・最優秀賞１点をラッピングバスに優秀作品６点を車内掲示 ウイルスの状況に

宮崎 0985-89-5500 ウェブサイト より決定

宮崎 https://www.miyakoh.co.jp/

宮崎

鹿児島 鹿児島県下 (公社)鹿児島県バス協会及び 9月20日(日) バスツアーの実施(バスの日前後1カ月程度の期間) 乗車定員の半分程度

鹿児島 会員事業者　8社 前後1カ月の間 県内の会員から事業者を選定し、各事業者は養護施設・老人クラブ・ の乗客にする。

鹿児島 099-252-8670 子供会などを対象に日帰りツアーを実施する。 ガイドラインに則った

鹿児島 実施事業者に対しバス協会より、1台あたり大型バス15万円、中小型 対策の励行と、車内

鹿児島 バス7.5万円を支給する。 案内の徹底をする。

鹿児島
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※以下の他、利用促進のための物品配布イベント等が中止されています。 (公社)日本バス協会

北海道 北海道内 北海道バス協会 9月の日曜日 北海道バスフェスティバル2020

北海道 中止

岩手 盛岡市 バスの日まつり実行委員会 9月27日(日) 盛岡市バスの日まつり

岩手 中止

宮城 仙台市 (公社)宮城県バス協会 9月26日(土) 第30回みやぎバスまつり

宮城 中止 https://www.miyagi-bus-kyokai.jp/festival

福島 福島市 福島バスまつり実行委員会 9月19日(土) 第13回福島バスまつり

福島 福島駅前通り・福島駅東口駅前広場 　((公社)福島県バス協会) 中止

埼玉 さいたま市 さいたまカーフリーデー２０２０実行委員会 9月19日(土) さいたまカーフリーデー2020

埼玉 (大宮駅西口鐘塚公園) 中止

埼玉 埼玉県内 (一社)埼玉県バス協会 9月19日(土) ・「９月２０日はバスの日」スタンプラリー

埼玉 ～１２月３１日(火)

埼玉 中止

埼玉 さいたまスタジアム２００２東駐車場 埼玉県トラック協会 11月9日(土) 「生活を支える働く自動車～２０２０交通安全・環境フェア～」

埼玉 中止

埼玉 埼玉県内 (一社)埼玉県バス協会 11月14日(土) ・「９月２０日はバスの日」キャンペーンで募集した小学生と保護者を

埼玉 　　(埼玉県民の日) 　抽選でバスツアーにご招待　(バスの利用促進｝

埼玉 中止

埼玉 平成の森公園 川島町 11月23日(金・祝) バスティバル！２０２０

埼玉 中止

神奈川 ららぽーと海老名前 (一社)神奈川県バス協会 11月14日(土) バスの日イベント「バス利用感謝デー2020」

神奈川 中止

長野 長野県内 (公社)長野県バス協会 9月頃 「信州バスまつり」

長野 中止

静岡 富士市中央公園 富士市・富士急静岡バス株式会社 9月26日(土) ◇ 「バスの日」イベント開催

静岡 　　多目的広場 中止

静岡 静岡市清水区  しずてつジャストライン株式会社 9月～10月予定 ◇ 第７回 「しずてつバスフェスタ」

静岡 中止

滋賀 滋賀県内 (一社)滋賀県バス協会 例年9月 バスの日まつりinびわこ

滋賀 中止

島根 松江市 一畑バス・松江市交通局 9月20日前後 バスまつり

島根 中止

島根 島根県西部地区 石見交通㈱ 9月20日(日) 高速バスを除く全線1日500円で乗り放題の乗車券を発売

島根 中止

岡山 岡山県内 乗合バス事業者(11社) 中止 バスの日記念事業

岡山 路線バスの子ども運賃無料

広島 広島市 (公社)広島県バス協会 9月13日(日) ひろしまバスまつり

広島 中止 http://www.bus-matsuri.com/

福岡 福岡市内 放生会特別企画実行委員会 (例年9月) 「バスフェスタ in ハコフェス」

福岡 箱崎駅東口広場 日本バス友の会九州支部 中止

佐賀 佐賀市 (一社)佐賀県バス・タクシー協会 9月6日(日) 第12回佐賀駅バスセンターまつり

佐賀 佐賀駅バスセンター 中止

長崎 長崎市 長崎自動車(株) 中止予定 「バスフェスタ2020」中止予定

長崎

長崎 ＪＲ佐世保駅周辺 西肥自動車(株)・させぼバス(株) 11/21(土) 「第10回させぼ公共交通ふれあいフェスタ」

長崎 九州旅客鉄道(株)・松浦鉄道(株) 中止

沖縄 沖縄バス本社 沖縄バス株式会社 例年9月 おきバスフェスタ

沖縄 (沖縄県那覇市) 中止

第33回バスの日に関連する中止となった主な行事等

都道
府県

行事実施地区
又は場所 当初予定月日

行事の名称・概要、
ウェブサイトURL等行事主催者
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