
【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

　
通行車両の速度を落とすために、減速マーク（ドット
ライン）の設置

大垣土木事務所

①通学路を示す看板の設置
②ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ付替（φ600→800）
③市道側に道路標識による一時停止の設置検討

海津市市民活動推進課

海津市建設課

海津警察書

通行車両の速度を落とすために、減速マーク（ドット
ライン）の設置

大垣土木事務所

信号機有りの標識の設置 大垣土木事務所

本線道路から通学路であることが分かりづらく、北進の
車が左折する時に危険である。カーブミラーの位置がず
れている。

3 （一）津島海津線
海津市海津町札野
服部商店の前

坂道でスピードが出やすいので、横断歩道を渡る時に、
危険である。

4 （主）岐阜南濃線
海津市海津町高須町
点滅信号交差点

歩行者側が青信号なのに、車の信号無視が多く危険で
ある。

海津市海津町平原
ゴミステーション交差点

（主）岐阜南濃線1

2 市道海津13022号線
海津市海津町高須町
海津動物病院の南三叉路

海津市内通学路の対策箇所一覧表
【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

平成28年2月24日時点

対策内容

交差点の南側にカーブミラーはあるが、北側にはないた
め、安全確認ができず危険である。



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

【西江小学校】

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

【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

大垣土木事務所

対策内容

海津警察署
海津市建設課横断歩道の設置及び外側線の復旧検討

水たまりを解消する対策を行う

海津市建設課

道幅が広く交通量がそこそこあるが、横断歩道がなく危
険である。

1 市道海津23587号線

海津市平田町俵町940附近
用水路にかかっている橋（道路）
の北側

南側には、落下防止のガードレールがあるのに反対側
にはない。

1 市道海津13197号線
海津市海津町森下
交差点

1 （一）津島立田海津線
海津市海津町沼新田
歩道

雨天時及びその後に、歩道全体に大きな水たまりがで
きる。その水たまりを避けるため、児童が車道側の縁石
に上ることが考えられる。車道側に落ちた場合、危険で
ある。

対策内容

対策内容

転落防護柵設置



海津市内通学路の対策箇所一覧表
【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

【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

外側線・カラー舗装設置（南側） 海津市建設課

対策内容

海津警察署
大垣土木事務所

①押しボタン信号機の設置検討
②注意喚起の看板を増設

対策内容

横断歩道の移設検討 海津警察署
車の通行量の多い東西の道路を横断する通学路があ
るが、交差点での見通しが悪い。

車の通行量の多い東西の道路を横断する通学路があ
る。交通安全ボランティアの方も立っていただいている。
昨年度下校時に交通事故に遭う。

1 市道海津32011号線
海津市南濃町吉田
ＪＡにしみの石津支店東交差点よ
り西

道幅狭く、交通量があり危険である。

1

2

市道海津23853号線
海津市平田町野寺
海西小学校北交差点

（主）海津南濃線
海津市平田町蛇池
蛇池地区集会所前交差点



海津市内通学路の対策箇所一覧表
【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

国道258号交差点付近における注意喚起看板設置

歩道の拡幅 大垣土木事務所

防護柵を設置 大垣土木事務所

①ｶｰﾌﾞﾐﾗｰの角度調整
②路面表示による注意喚起

海津市建設課

岐阜国道事務所

対策内容

児童及び高校生が集合場所、学校に向かうとき、道路
は縁石のみであるため、直接、車が児童に飛び込んで
くる可能性が高い。

小中学生の通学路でありながら、道幅がかなり狭く、車
が一台しか通れないため、片側通行になる。しかも大型
車や乗用車の交通量が多いので小中学生にとって絶え
ず車と接触する可能性が高く、大変危険である。

横断歩道なし。旧道の入り口近くでスピードを出した車
が多く入ってきた危険である。

現況の歩道幅員が狭く、登下校時の通行が危険であ
る。

1

2

3

5

（主）津島南濃線

海津市南濃町（北条・中の地域）
大橋ヤンマー産業会社が接する
県道8号線周辺

海津市南濃町徳田
線路高架下の道路

市道海津32014号線

市道海津32016号線

（主）南濃北勢線

海津市南濃町安江1467

海津市南濃町庭田腰越谷合流点
付近から、細尾橋南側交差点付
近まで

4 市道海津32015号線
南濃町上野河戸207（上野河戸）
寒窓寺前の道路のカーブ

道がカーブしており、速度の速い車が多く、見通しが悪く
危険である。

路面表示による注意喚起 海津市建設課



海津市内通学路の対策箇所一覧表
【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

パトロールの実施 市

路肩側のカラー舗装化 海津市建設課

路肩拡幅 海津市建設課

海津市建設課「この先信号あり」等の看板の設置

1

2

3

4

市道海津34308号線

市道海津34308号線

市道海津34308号線

市道海津34308号線

海津市南濃町志津～津屋
志津集会所から養老鉄道線路北
側（津屋薬局）に至る旧県道

海津市南濃町志津
志津花壇付近

海津市南濃町志津
駐在所北交差点

海津市南濃町志津
下多度保育園付近

車の通行量が多く、通学区分帯が不明瞭で危険であ
る。

カーブが強く、見通しが悪い。道幅が狭く危険である。

車の通行量が多く、点滅信号のため信号無視車有り危
険である。

サルの出没とサルの威嚇。サルによる児童負傷の危険
である。

対策内容



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

①カーブミラーの取替え
②外側線の追加
③ガードパイプの一部撤去
④カラー舗装

海津市建設課

注意看板設置の追加 海津市市市民活動推進
課

①減速マークの設置、一時停止の設置検討
②街路樹（サツマカイコウズ）の伐採

海津市建設課
海津警察署

大垣土木事務所

対策内容

1

2

3

市道海津13418号線

市道海津12001号線

市道海津11008号線

海津市海津町高須
日新中学校西道路

海津市海津町萱野
市民プール南Ｔ字路交差点

海津市海津町安田
海津橋東高架下

通学時間帯に車両が進入するため危険である。

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。

道路がカーブしているため見通しが悪く、堤防道路から
の車両が進入するため危険である。



海津市内通学路の対策箇所一覧表
【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

注意看板の設置 海津市市民活動推進課

横断歩道の設置検討 海津警察署

注意看板の設置 海津市市民活動推進課1

2

3

市道海津24042号線

市道海津24042号線

市道海津24042号線

海津市平田町勝賀
勝賀橋交差点

海津市平田町野寺
須賀橋交差点

海津市平田町野寺
日本特殊硝子平田工場西北詰交
差点

小中の通学路でありながら、横断歩道なし。

小中の通学路でありながら、横断歩道なし。

中の通学路でありながら、横断歩道なし。

対策内容



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

【南濃中学校】

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

海津市建設課

カラー舗装 海津市建設課

路肩拡幅検討 海津市建設課

路面表示の設置 海津市建設課

大垣土木事務所

1

2

3

市道海津32014号線

市道海津31011号線

市道海津33420号線

海津市南濃町徳田
高架下

海津市南濃町羽沢
お地蔵さん交差点

海津市南濃町駒野
ナイガイ西側の道路

高架をくぐるとカーブになっているため、見通しが悪い。

交差点が三叉路でもあり、見通しが悪く危険である。

ナイガイスタイルの西側の道幅が細いため、車が通ると
避けるところがない。

1 市道海津32021号線
海津市南濃町松山
松山駅北踏切り

南北への自動車と踏切を渡る自動車の交通量が多く、
生徒が渡りづらい。

対策内容

対策内容

①ｶｰﾌﾞﾐﾗｰの角度調整
②路面表示による注意喚起

4 （主）南濃北勢線
海津市南濃町庭田腰越谷合流点
付近から、細尾橋南側交差点付
近まで

現況の歩道幅員が狭く、登下校時の通行が危険であ
る。

歩道の拡幅



海津市内通学路の対策箇所一覧表
【海津明誠高校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

【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

海津市建設課

カラー舗装等の塗替 海津市建設課

横断歩道有りの注意喚起の標識の設置 大垣土木事務所

横断歩道有りの注意喚起の標識を設置 大垣土木事務所

1

2

市道海津13328号線
市道海津13610号線

市道海津13331号線

海津市海津町高須町
大江橋の東西を通る交差点

海津市海津町高須町
高校西交差点

本校の自転車通学者が、大江橋東の道路から横切って
学校へ向かうので、大変危険である。

数年に１回ではあるが、重傷事故が発生している。

1

2

（一）養老平田線

(主）岐阜南濃線

海津市平田町今尾
特別支援学校北東角交差点

海津市海津町高須
海津市役所西

学校のすぐ前にある横断歩道であり、交通量が多い
が、信号が付いていない。坂道で車がスピードを出して
通過するため危険である。

海津市のコミュニティバスを利用している生徒が、乗換
えのため道向かいのバス停に移動するため横断歩道を
利用するが、信号はなく、交通量が多いため危険であ
る。

対策内容

路面表示の設置


