
【高須小学校】

付番 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策検討内容 対策内容
検討
主体

実施予定年
度

【吉里小学校】

付番 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策検討内容 対策内容
検討
主体

実施予定年
度

吉里
１０

市道海津13736号線 通学路の明記がない。

令和2年度

令和3年度
以降

令和2年度

道路外側線及び改良 海津市歩道幅を確保して外側線を施工する。

道路外側線の更新、引き直し

転落防止柵の設置

海津市

海津市

歩道幅を確保して外側線を施工する。

転落防止柵を設置する。

海津市歩道幅を確保して外側線を施工する。
令和3年度

以降
吉里
４

市道海津13674号線
松木815～成戸1931
中島自動車から成戸へ行く
道路

白線が消えている。またはない。成戸１２
０－２付近土砂で歩道がふさがれている。

道路外側線及び改良

令和2年度　通学路交通安全プログラムの対策箇所一覧表

【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（建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課）

吉里
１１

高須
４

高須
６

県道（117）津島海津線

令和2年12月15日時点

横断歩道と道路標示はあるが、ドライバーの
意識が薄い。（標識の向きが曲がっている。）
特に児童が南から北へ向かうときは見通しが
悪く、ドライバーが把握しづらいため危険であ
る。

市道海津13474号線

吉里
２

市道海津14141号線お
よび市道海津12011号
線

白線が消えている。通学路の標識がない。

橋の段差が大きいため、自転車で通行しづら
く、転倒する原因となり危険である。

高須
５

市道海津13008号線

カーブミラーの向きが見づらく、状況が把握し
にくい。
通学路のため児童が横断するが、横断歩道
がない。

横断歩道標識の改善 警察
横断歩道標識の向きが曲がっていたこ
とから、向きを直し標識の視認性は良
好となった。

完了

市道海津14147号線
鎖がついているが強風などの日に落ちる危険
がある。

アスファルト舗装により段差解消をす
る。

岐阜県 令和2年度

カーブミラーの改善
現地確認した結果、既にカーブミラー
の改善が見られたため、現状では対応
不要とする。

海津市 完了

吉里
１

市道海津12011号線
瀬古198番地付近を車が速度を落とさずに
走る

注意看板の設置
道路幅が途中で狭くなっており、狭く
なる手前15ｍ付近にて通学路看板を
ポール建柱する。

海津市 令和3年度

平原1241付近（平和台）
神清運輸(株)西の交差点

高須206-1付近
高須多目的集会所前

札野上33付近
築留橋（服部商店北）

神桐35・瀬古　通学路
堀田悦雄28-2～神桐営農倉
庫～吉里郵便局

田中（田中66付近）
田中の横断歩道から鹿野一
色

鹿野一色（鹿野967付近）
バスステーション付近用水

瀬古201付近
中嶋定好宅～中嶋製作所

段差の改善



令和2年度　通学路交通安全プログラムの対策箇所一覧表

【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（建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課）

令和2年12月15日時点

【東江小学校】

付番 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策検討内容 対策内容
検討
主体

実施予定年
度

【大江小学校】

付番 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策検討内容 対策内容
検討
主体

実施予定年
度

注意看板の設置
横断歩道の前後にカラー舗装を実施す
ることで、対応策とする。

岐阜県 令和２年

注意看板の設置
道路管理者での施工を検討いただきた
い。

海津市 －

【西江小学校】

付番 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策検討内容 対策内容
検討
主体

実施予定年
度

交差点マークや外側線の設置 現況区画線の復旧を行う。 海津市
令和3年度

以降

横断歩道や一旦停止などの交通
規制

○横断歩道
　見通しの悪い交差点であることか
ら、設置は困難である。
○一時停止
　見通しの悪い変形交差点であり、交
差点手前に停止線を設置しても、停止
位置から交差道路が見通すことができ
ず、停止線手前で停止することが期待
できないことから、一時停止規制の効
果は低いと思われる。

警察 －

駐車場から車が急に出てきて，右折や左折
をするので，登下校時に分かりにくく危
険。

海津市
駐車場利用者について、注意喚起を実
施する。

令和2年度
東江

３
市道海津12014号線

大江
３

県道（218）木曽三川公
園線

横断歩道があるが、直線道路でスピードを
落とさず走行するくるまが多い。今年度よ
り新通学路になった。

西江
１

市道海津14014号線お
よび市道海津14042号
線

北部の児童全員が利用する通学路であるが、
横断歩道は無く、東から西へ来る道路に停止
の標識や白線も無く危険である。

東江小南(駒ヶ江167-2付
近）
東江小プール南駐車場西

中無垢里集会所（福江747付
近）
ＪＡにしみの北東の横断歩
道

安田（安田35-3付近）
願船寺前の交差点

駐車場より道路への安全対応



令和2年度　通学路交通安全プログラムの対策箇所一覧表

【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（建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課）

令和2年12月15日時点

【今尾小学校】

付番 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策検討内容 対策内容
検討
主体

実施予定年
度

【海西小学校】

付番 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策検討内容 対策内容
検討
主体

実施予定年
度

今尾
５

市道海津22005号線
道幅も狭く、車の往来も結構ある中、徒歩通
学児童が通る。

海西
11

市道海津21003号線
比較的通行量の多い歩道のない道を通学路
として使用している。
（外側線の白線が消えかかっている。）

今尾（新町）2293-1付近
特別支援学校東交差点～「喫
茶ひまわり」までの通学路

今尾商店街　2989付近
今尾昭和町交差点～県道安
八海津線までの通学路

平田町野寺1230-2付近
日本天祥堂角の横断歩道

今尾
６

市道海津22006号線
道幅も狭く、車の往来も結構ある中、徒歩通
学児童が通る。

海西
２

待ち場がない。

海西
6

市道海津23730号線 柵や蓋がなく。転落する危険がある。

平田町幡長～蛇池付近
幡長地区～蛇池地区間

平田町野寺1023付近
海西小西側水路

今尾
４

市道海津21007号線
道幅も狭く、車の往来も結構ある中、自転車
通学児童と徒歩通学児童が通る。

今尾福祉センター前915付近
今尾俵町交差点～県道安八
海津線までの通学路

今尾3264-1付近
ビューティーサロン安藤前の
交差点

注意看板の設置 海津市

海津市車道外側線の改良及び更新

今尾
３

市道海津22006号線お
よび市道海津23165号
線

道幅も狭く、登校時は特に車の往来もある中、
「止まれ」「通学路」などの表示がないため、出
合頭の事故がよくある、

令和2年度

令和3年度
以降

令和3年度

令和3年度
以降

令和3年度
以降

令和3年度
以降

令和2年度

令和3年度
以降

ラインの復旧して車道と歩道の
明確化および路肩・方面の復旧
グリーンベルトの設置

海津市

海津市

海津市

北側は市民活動推進課管理の防犯灯へ
共架、南側は民地にポールを建柱し施
工する。

車道外側線を順次、施工する。

車道外側線を順次、施工する。

車道外側線を順次、施工する。

海津市

海津市

海津市

転落防止柵の設置は可能だが、設置し
たことで除草作業が行いにくくなるた
め、実施者（地元）との調整をする必
要がある

カラー舗装の順次、施工する。（継続
的）

車道外側線の改良及び更新

車道外側線の改良及び更新

横断の待機場所として待ち場の設置す
る。

歩道幅を確保して外側線を施工する。

設置基準の幅員条件を満たしていない
ためグリーンベルトの設置は行わな
い。

車道外側線の更新及び歩道分離
への対応

転落防止柵など設置

児童横断待機場所の改良

グリーンベルトの設置 －海津市
市道海津23384号線お
よび市道海津23011号
線

見通しのよくない通学路（野寺商店街）。交通
量が多く通過速度も速い。（天祥堂交差点）

平田町野寺商店街（野寺1361
付近）
野寺商店街・天祥堂交差点

海西
13

両側の区画線が消えてしまっている。
法面が崩れ路肩がない。端に寄りすぎると路
肩がないため田んぼに落ちてしまう。

市道海津23858号線

海西
14

勝賀～野寺（野寺18付近）
勝賀～野寺へつながる田ん
ぼ道路

平田中7と同様案件

市道海津21002号線



令和2年度　通学路交通安全プログラムの対策箇所一覧表

【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（建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課）

令和2年12月15日時点

【石津小学校】

付番 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策検討内容 対策内容
検討
主体

実施予定年
度

【城山小学校】

付番 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策検討内容 対策内容
検討
主体

実施予定年
度

【下多度学校】

付番 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策検討内容 対策内容
検討
主体

実施予定年
度

時間帯通行規制又は通行禁止の
措置

令和元年度　継続検討協議
　現場道路の登校時間帯の交通量は極
めて少なく、交通規制を実施すること
は現実的ではない。

警察 －市道海津33926号線

幅員が狭く通学児童と車両が行き交うのは
難し。昨年と引き続き大至急、時間帯の規
制を設けてもらいたい。学校長に嘆願書の
提出がありました。

海津市

海津市

沢谷川の改修計画があるので、改修工
事において転落防止柵の対応をする。

転落防止柵の設置する。
　なお、ひび割れについては、橋梁点
検結果に基づき修繕済みである。

令和3年度
以降

令和3年度

転落防止柵など 転落防止柵の設置する。 海津市 令和2年度

南濃町庭田877付近
旧城山幼稚園跡地北（沢谷
川）

南濃町羽沢727-3付近
城南中学校前 第一羽根谷橋

市道海津33300号線お
よび市道海津33304号
線

転落防止柵やガードレール設置

転落防止柵など

市道海津31009号線

西側には電柱へ巻き看板、東側は民地
にポールを建柱し施工する。

海津市 令和3年度

交差点手前で道路幅員を絞り、
道路構造にて減速を促す。停止
線の新設。グリーンベルトを西
側へ移設。

交差点のカラー（赤）舗装、歩道のカ
ラー（緑）舗装、交差点標示、カーブ
ミラー、「交差点注意」の道路標示と
道路管理者として既にできる限りの対
策をとっている。
今後は地域での注意喚起を行う等ソフ
ト面での対応が必要である。

海津市 －
南濃町津屋2837-46付近
田中慶勇宅　北交差点

通学路安全プログラムに従い平成29年度に
道路拡幅工事が終了しましたが、一か月前に
交差点での乗用車とトラックの激突事故があり
ました。

南濃町津屋2284付近
東山脇～町南

通学路だと解る標識がない。スクールゾーン
（緑色）になっていない。

通学路標識の設置

下多
度4

市道海津33065号線

城山
３

石津
３

下多
度2

市道海津33055号線

城山
４

南濃町駒野438付近
元市場集会所東交差点

小学校の通学路。グリーンゾーンはあるが
狭く、車と接触する可能性がある。また、
車道と反対側には田畑があり、歩道と１ｍ
ほどの落差があるが、ガードレールや手す
りがなく、転落の危険性あり。

城山
５

市道海津32016号線
小中学校の通学路。手すりが低く、転落の
危険性あり。
橋にひび割れがある。

小学校の通学路。低いガードレールが一部
しかなく、転落の危険性がある。

南濃町田鶴（田鶴86-2付
近）
長除川沿い通学路



令和2年度　通学路交通安全プログラムの対策箇所一覧表

【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（建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課）

令和2年12月15日時点

【日新中学校】

付番 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策検討内容 対策検討（案）
検討
主体

実施予定年
度

【平田中学校】

付番 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策検討内容 対策内容
検討
主体

実施予定年
度

県道（222）成戸平田線
および市道海津23434
号線

自転車横断ラインが消えかかっている

平田
１０

主要地方道（1）岐阜南
濃線
県道（222）成戸平田線

自転車横断ラインが消えかかっている

平田
７

平田
２

主要地方道（1）岐阜南
濃線

自転車横断ラインが消えかかっている

平田
４

2019年3月より勝賀地区の中学生の通学路と
なった。自転車の待機場所がなく、待機の際
広報からきた自転車との接触事故の危険性が
ある

横断歩道を利用しているが、左折・右折の車
両が減速せずに交差点に進入するため危険
である。

交差点手前に減速表示を設置する。 海津市 令和2年度

当課で優先道路を決められない。
２車線道路東にある横断歩道を通学路
に変更することが最良と考える。

海津市 －

萱野216-1付近
市民プール南T字交差点

海津市 令和2年度

横断ラインの復旧

横断ラインの復旧

待機場所の確保及び歩道整備

蛇池1643-1付近
蛇池交差点（南大鳥居）

蛇池1318番地（平田中学校付
近）
平田中学校グラウンド東南の
交差点

ラインの復旧は要望したが、自転車横
断帯が消えてしまった場合は歩行者の
通行を妨げない範囲で横断歩道を横断
することができる。

警察 復旧未定

復旧未定

待ち場を設置する土地面積が少ないた
め、ポール設置で対応する。

海津市 令和2年度

ラインの復旧は要望したが、自転車横
断帯が消えてしまった場合は歩行者の
通行を妨げない範囲で横断歩道を横断
することができる。

海西小との回答と同様（待ち場の設
置）

ラインの復旧は要望したが、自転車横
断帯が消えてしまった場合は歩行者の
通行を妨げない範囲で横断歩道を横断
することができる。

警察

警察 復旧未定

平田
３

市道海津23449号線お
よび市道海津23434号
線

横断歩道を渡る際に、自転車の待機場所がな
く自動車との接触事故の危険性がある。

日新
５

市道海津12001号線

日新
７

市道海津11008号線
市道海津12008号線
市道海津14223号線

横断ラインの復旧

待機場所の確保及び歩道整備

堤防に向かって道路幅員を絞る
など車の減速対策また、歩行
者、自転車の横断を知らせる路
面標示

路面に減速表示など

5差路の優先先がわからないためとても危険。
東西道路は、センターラインのある道路であり
堤防に向かってスピードを出している。

稲山767付近
堤防下の５差路

三郷493付近
日本環境西交差点

平田町野寺1230-2付近
日本天祥堂角の横断歩道

西島47付近
秋桜こども園北交差点

海西2と同様案件

市道海津21002号線



令和2年度　通学路交通安全プログラムの対策箇所一覧表

【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（建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課）

令和2年12月15日時点

【城南中学校】

付番 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策検討内容 対策内容
検討
主体

実施予定年
度

【海津明誠高等学校】

付番 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策検討内容 対策内容
検討
主体

実施予定年
度

【海津特別支援学校】

付番 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策検討内容 対策内容
検討
主体

実施予定年
度

【所属担当課】

付番 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策検討内容 対策内容
検討
主体

実施予定年
度

野寺～勝賀

野寺日本天祥堂～勝賀集落

野寺

野寺日本天祥堂角　交差点

城南
１

市道海津32007号線お
よび市道海津32015号
線

児童が横断する際の待ち場がない。

建設
３

建設
１

海津
明誠
高校

１

主要地方道（8）津島南
濃線

海津町馬目352付近
海津明誠高校北側西大江川
橋の歩道帯

自転車で通学している生徒について、強風
である日においては、車道に横転する危険
があるとの報告を受けた。（福岡大橋に施
工された同様の防護柵の設置希望）

須賀198付近
野寺～須賀　2車線道路
須賀198番地先

区画線が消えており、歩車道の境界がはっ
きりしない。身を守るため道路の端を歩い
ているが、路肩法面の崩れにより、田んぼ
へ転落の恐れがある。

南濃町上野河戸220
白髭神社前

平田町高田257付近
株式会社ＥＳ南の三叉路

建設
２

市道海津22002号線
道路側溝と水路に大きな落差があり、転落
の恐れがある。

止まれのところにひいてある停止線や横断
歩道の手前の点線が薄れていて見づらい。
（令和元年12月3日　車と接触事故）

特別
支援
学校

１

市道海津21008号線お
よび市道海津23881号
線

斜めに直線道路に侵入する三叉路。横断
（北から南）する際、右側の資材が死角と
なり、直進道路に進入しようとする車に気
付きにくい。進入する道路には止まれの標
識があるが、標識の手前を横断することに
なるため、侵入しようとする車が十分減速
していないと危険である。

車道側への転落防止柵 歩道端部に転落防止柵を設置する 岐阜県

横断歩道および自転車横断帯の
検討

警察
見通しの悪い交差点であり、横断歩道
の設置は困難である。

令和2年度

歩道の幅員を確保し区画線を引く 海津市
令和3年度

以降

待ち場の設置

令和2年度
以降

令和2年度

－

令和2年度

海津市

海津市

海津市
外側線の復旧を行う。なお、停止線復
旧は警察となるためライ復旧の要望を
お願いする。

転落防止柵の設置
転落防止柵を設置する。
（児童→行政相談員）

歩道の拡幅（区画線復旧）
（児童→行政相談員）

点線や区画線などライン復旧

道路の南北ともに待ち場を整備
する。（継続要望）

【建設課】次ページへ

海西小13と同様案

市道海津23858号線

海西小2平田中7と同様案

市道海津21002号線



令和2年度　通学路交通安全プログラムの対策箇所一覧表

【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（建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課）

令和2年12月15日時点

【所属担当課】

付番 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策検討内容 対策内容
検討
主体

実施予定年
度

幡長～蛇池

寺倉医院～蛇池平本屋付近

駒野438付近

元市場集会所東交差点

【所属担当課】

付番 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策検討内容 対策内容
検討
主体

実施予定年
度

市活
３

市道海津23715号線お
よび市道海津21002号
線

伊藤商店・服部常一商店西の野寺橋の東西
に通学路注意の看板があるが、現在通学路
ではないので、平田中学校の通学路になっ
ている西側交差点へ移設すべき。

市活
１

主要地方道（1）岐阜南
濃線

信号から北へは高須小学校の通学路になっ
ているが、黄色点滅信号から北へ曲がる車
は注意看板はあるが歩行者に注意せず進む
車が多い。

転落防止柵を設置する。
（継続要望）

歩道の拡幅｢区画線復旧｣（継続
要望）

転落防止柵を設置する（継続要
望）

建設
６

市道海津23187号線
道路と水路の間に柵がなく危険である。今
年度子供が水路に落ちる事案が発生してい
る。

建設
７

白線が消えている。路側帯が狭く、車道を
歩行している。

建設
８

カラー舗装がなされているが、狭く、車の
接触する可能性がある。反対側の畑とは段
差が大きく、転落の危険性がある。

建設
５

市道海津13331号線
外側線が消えており、歩車道の境界がわか
らない。水路、田面との段差が大きく、路
肩に寄ると転落の恐れもある。

今尾（四ツ谷）298付近
パーマハウスみちこ～四ツ
谷集落

市活
４

市道海津12003号線お
よび市道海津13276号
線

自転車と自動車の接触事故があり、大きな
事故になりかねない。

建設
４

通行量の多い歩道のない道路を通学路とし
て使用している。地元車両以外の通行も多
く、通学路であることの周知が必要。

建設
９

市道海津32012号線
通学児童が非常に多い通学路。通学時間帯
の車両の交通も多く、児童との接触の恐れ
がある。

市活
２

市道海津32018号線
少しカーブになっており、見通しが悪く、
歩行者に気づきにくい。

カラー舗装の施工（継続） 海津市 令和2年度

注意看板の移設を行う。 海津市 令和3年度

野寺・岡（岡191-1付近）
野寺橋の西の交差点
市道23715と市道21002が交
わる交差点

西側にポールを建柱し施工する。

令和2年度

転落防止柵の設置 海津市 令和3年度

歩道の幅員を確保し区画線を引く 海津市

田鶴～境（田鶴199付近）
揖斐川堤防下、田鶴川沿い
の通学路。

今尾1650付近付近
㈱伊藤精密製作所北側道路

神桐
堀田悦雄28-2～神桐営農倉
庫～吉里郵便局

歩道の拡幅｢区画線復旧｣（継続
要望）

区画線の更新および歩車道分離
の対応。カラー舗装。（R1着
手）

道路西側に歩道の幅員を確保し区画線
を引く

海津市

海津市

・注意看板の移設

・注意喚起、一時停止等の規制

・注意看板等の設置

海津市 令和3年度

福江・古中島（福江934-1付
近）
県道木曽三川公園線の一本
東の市道と市道の交差点

城山小学校南（駒野260付
近）
藤沢交差点から南濃関ケ原
に交わる市道32018

高須町秋葉通(高須町789-
15）
秋葉公園西の点滅信号～大
橋畳店

令和2年度

令和3年度

東側は電柱共架、西側は防犯灯ポール
へ共架する。

海津市 令和3年度

転落防止柵の設置 海津市 令和2年度

カラー舗装の施工 令和3年度

点滅信号北側への建柱を検討する。 海津市

車道と歩道を明確化（カラー舗
装）

・注意看板等の設置
・ゾーン30のカラー舗装

海西小11と同様案

市道海津21003号線

吉里小2と同様案件

市道海津14141号線

城山小4と同様案件

市道海津31009号線


