
【高須小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 事業主体
対策実施
予定年度

1 市道海津14107号線 萱野　事業所前道路
事業所前に路上駐車のトラックがあるため、自転車通学
の児童が走行しづらい。スクールゾーンとして目立たせ
たい。

市 H28年度

2 市道海津14267号線 平原　平原公園周辺十字路
平原公園・集会所付近の十字路において、どちらが優
先か分かりづらく路面標識もないので危険。

海津市建設課 H29年度

3 市道海津13448号線 馬目　渡橋から馬目東交差点
６月３０日、通学途中の児童の列に車が突っ込む事故を
受けての対応。

海津市建設課 H28年度

【吉里小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 事業主体
対策実施
予定年度

1 市道海津11007号線
海津町　鹿野
八幡神社　東　交差点

通学路でありながら、それらしい標識、安全坊や等がな
い。見通しはよく、利用者は少ないが、交通量がそれな
りにある交差点なので危険。

海津市建設課 H29年度

【東江小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 事業主体
対策実施
予定年度

1 （主）津島南濃線 草場 見通しの悪い交差点。 大垣土木事務所 H29年度

2 市道海津13822号線 大和田 横断歩道を渡るのに見通しが悪い交差点。 海津警察
海津市建設課

H29年度

対策内容

事業主へ協力依頼

外側線の設置

平成28年7月29日時点

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校、海津特別支援学校
                            海津市PTA連合会、海津市市民活動推進課、海津市学校教育課、海津市建設課、海津市教育総務課

海津市内通学路の対策箇所一覧表

①減速マークの設置
②交差点付近の区画線の引き直し
③通学路看板の設置

①横断歩道の移設（東側へ）
②路側線等の引き直し

対策内容

①区画線の引き直し
②横断歩道設置に伴う改良検討
　（横断歩道ができない場合、路面表示による注意喚起）

対策内容

横断歩道の前後にカラー舗装を実施
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海津市内通学路の対策箇所一覧表

【大江小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 事業主体
対策実施
予定年度

1 市道海津11002号線
海津町金廻
多夢貴さん西交差点

車がスピードを出して通過する。 海津市建設課 H29年度

2 市道海津13159号線
海津町金廻
金廻水防庫前交差点

「とまれ」の表示はあるが見通しが悪い。堤防から降りて
くる車が一旦停止しないときがある。

海津市市民活動
推進課・建設課 H29年度

【今尾小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 事業主体
対策実施
予定年度

1 （一）養老平田線
平田町今尾
中新モータース信号

通学路西側に信号待ちの待機スペースがない。 大垣土木事務所 H29年度

【海西小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 事業主体
対策実施
予定年度

1 市道海津21003号線
海津市平田町幡長570付近
寺倉医院付近

歩道がなく、見通しのきかない緩やかな力ーブの道を通
学路としている。

海津市建設課 H29年度

2 市道海津23386号線
海津市平田町幡長401付近
日本特殊硝子東の交差点

車の通行量の比較的多い東西の道路を横断する通学
路があるが、交差点の南から北進する際の見通しが悪
い。

海津市建設課
H28年度
(実施済)

路面表示（カラー舗装含む）による注意喚起

対策内容

①通学路の注意看板の設置
②カーブの前に減速マークの設置

力ーブミラーの設置

対策内容

外側線外側にカラー舗装を実施

対策内容

①減速マークの設置
②路面表示（カラー舗装含む）による注意喚起
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海津市内通学路の対策箇所一覧表

【石津小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 事業主体
対策実施
予定年度

1 市道海津31017号線
南濃町吉田，松山，境
山除け川沿いの通学路

車道と歩道の区別がよく分からないので危険。 海津市建設課 H29年度

【城山小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 事業主体
対策実施
予定年度

1 （主）津島南濃線
南濃町駒野
喫茶世里奈喫茶店近くの信号

朝、中学校の生徒と小学校の児童が多く利用し、混雑し
て危険である。

海津警察
H28年度
(実施済)

2 （主）津島南濃線
南濃町駒野
すみれ理容から福岡橋まで

縁石のみでガードレールがないので、登下校の時、心
配。

大垣土木事務所 H27年度～

【下多度小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 事業主体
対策実施
予定年度

1 市道海津33065号線 西園地区

道路幅が狭いわりには、南方面（みかげの森 プラザ下
多度方面）に通じているために車の通行があり、児童の
登下校時に車の通行があると、車との接触の可能性が
高く危険。

海津市建設課 H29年度～

2 市道海津33073号線 津屋　素戎鳴神社西カーブ カーブが強く、見通しが悪い。道幅が狭く危険。 海津市建設課
H28年度
(実施済)

防護柵を設置

カーブミラーの設置

対策内容

歩道部のカラー舗装（W＝1.5ｍ）

対策内容

道路改良等検討

信号周期の変更

対策内容
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海津市内通学路の対策箇所一覧表

【日新中学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 事業主体
対策実施
予定年度

1 市道海津13418号線 中学校西の道路 通学時間帯に車両が進入するため危険である。 海津市建設課 H29年度

2 市道海津14477号線 喫茶りンク北交差点
通学時間帯の交通量が多いため危険である。
信号はない。

海津市建設課 H29年度

3 （一）津島海津線 カイコウズレストパーク前交差点
横断歩道を利用しているが、左折右折の車両があり横
断するのに危険である。

大垣土木事務所 H29年度

【平田学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 事業主体
対策実施
予定年度

1 市道海津23881号線 赤尾めがね西交差点
信号がない交差点のため、交通量の多い朝は車が止
まってくれず、かなり危険。

海津市建設課 H29年度

2 （主）岐阜南濃線 お千代保稲荷周辺
特に１月～２月の土日、路上駐車が多く急にドアを開け
て降りてくる。自転車が通るスペースが狭い。

海津市建設課 H29年度路上駐車ができないように路側線等による狭窄化

横断歩道の位置変更等含め、区画線の検討

対策内容

①教職員や学校等関係者に周知
②路面表示（カラー舗装含む）注意喚起

対策内容

路面表示（カラー舗装含む）注意喚起

①交差点内区画線引直し
②路面表示の塗布
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海津市内通学路の対策箇所一覧表

【城南中学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 事業主体
対策実施
予定年度

1 市道海津33926号線 松山駅前
松山駅周辺は、自動車の交通量も多いため、横断歩道
や踏切前に通学路になっていることを知らせたい。

海津市市民活動
推進課・建設課 H29年度

2 （主）津島南濃線 喫茶店「せりな」の点滅信号

運転手から見にくいため、歩行者の信号が青でも、信号
無視をしてくる車がある。また、利用する生徒が多くなる
ため、朝の登校時間や帰りの下校時間には、青の信号
時間を長くしてほしい。

海津警察
H28年度
(実施済)

3 市道海津33420号線 駒野駅西踏切 駒野駅西の踏切に遮断機がなく危険である。 鉄道会社 H28年度～

【海津特別支援学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 事業主体
対策実施
予定年度

1 （主）岐阜南濃線
海津町西小島
生徒の通学路と県道１号線が交
わる三差路

自転車で通学する生徒が通る三差路であるが、交通量
が多く、坂道で曲線であるため、見通しが悪く車のス
ピードが出ているため危険である。

大垣土木事務所 H29年度路面標示（減速マーク）による注意喚起

対策内容

①「通学路」等の看板設置
②路面表示（カラー舗装含む）による注意喚起

遮断機の設置要望

対策内容

信号機の時間調整
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