
平成２９年度合同点検結果

【大和小学校】

番号 路　線　名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策（予定）内容 事業主体

1 町道67号線 上南方地内
道路と開水路との落差が高く転落の危
険がある。

転落防止柵の設置を検討する。
揖斐川町
（建設課）

2 町道66号線 上南方地内
鋼製蓋の変形、側溝蓋のがたつきで転
倒の危険がある。

鋼製蓋の取替えを実施する。
側溝蓋のがたつき防止対策を検討する。

揖斐川町
（建設課）

安全対策を検討する。
揖斐川町
（建設課）

児童への安全指導を徹底する。 大和小学校

4 町道25号線 房島地内
歩行者優先看板の位置が降雨時に歩行
の支障となっている。

外側線設置により歩車分離を明確化する。
揖斐川町
（建設課）

児童への安全指導を徹底する。
通学路の見直しを検討する。

大和小学校

カーブミラーの角度調整を実施する。
揖斐川町
（建設課）

6
町道707号線～
揖斐中部広域農道交差点

桂地内
交通量が多く車がスピードを出して走
行し危険である。

注意看板の設置など安全対策を検討する。
揖斐川町
（建設課）

7
町道572号線～
揖斐中部広域農道交差点

上南方地内
変則交差点で横断歩道がなく、この付
近で、スピードを出して走行する車が
多く危険である。

注意看板の設置など安全対策を検討する。
揖斐川町
（建設課）

【対策検討メンバー】揖斐川町教育委員会学校教育課、揖斐川町立大和小学校、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務課・建設課

揖斐川町　通学路　要対策箇所一覧表　【平成２９年度】

3 町道403号線 上南方地内 水路に蓋がなく転落の危険がある。

5
町道25号線～
町道27号線交差点

房島地内
変則交差点のため見通しが悪く危険で
ある。



揖斐川町 通学路 要対策箇所 【大和小学校】

：通学路(学校指定)

：要対策箇所

【通学路安全推進会議メンバー】
・揖斐川町教育委員会学校教育課
・揖斐川町総務部総務課
・揖斐川町産業建設部建設課
・揖斐警察署
・揖斐土木事務所
・小学校・ＰＴＡ

大和小学校

②

①

③

④
⑤

⑥

⑦

①町道67号線
・道路と開水路との落差が高く転落
の危険がある

＜対策（予定）内容＞
・転落防止柵の設置検討

②町道66号線
・鋼製蓋の変形、側溝蓋のがたつき
で転倒の危険がある

＜対策（予定）内容＞
・鋼製蓋の取替えを実施
・側溝蓋のがたつき防止対策を検討

③町道403号線
・水路に蓋がなく転落の危険がある

＜対策（予定）内容＞
・児童への安全指導を徹底
・安全対策を検討

④町道25号線
・歩行者優先看板の位置が降雨時
に歩行の支障となっている

＜対策（予定）内容＞
・外側線設置により歩車分離の明確
化を図る

⑤町道25号線～
町道27号線交差点

・変則交差点のため見通しが悪く危
険である

＜対策（予定）内容＞
・児童への安全指導を徹底
・通学路の見直しを検討
・カーブミラーの角度調整を実施

⑦町道572号線～
揖斐中部広域農道交差点

・変則交差点で横断歩道がなく、こ
の付近で、スピードを出して走行す
る車が多く危険

＜対策（予定）内容＞
・注意看板の設置など安全対策を
検討

⑥町道707号線～
揖斐中部広域農道交差点

・交通量が多く車がスピードを出して
走行し危険である

＜対策（予定）内容＞
・注意看板の設置など安全対策を
検討

点検：平成２９年７月

文



平成２９年度合同点検結果

揖斐川町　通学路　要対策箇所一覧表　【平成２９年度】

【揖斐小学校】

番号 路　線　名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策（予定）内容 事業主体

路面標示設置（減速）を検討する。
揖斐川町
（建設課）

規制（一旦停止）を検討する。 揖斐警察署

2 町道20号線 大光寺地内
ガードレールが設置されておらず水路
への転落の危険がある。

外側線による歩車分離で路側帯の確保を検
討する。

揖斐川町
（建設課）

水路沿いにデリネータの設置を検討する。
揖斐川町
（建設課）

児童への安全指導を徹底する。 揖斐小学校

4 県道揖斐川谷汲山線 三輪地内
車両通行の時間規制がされているもの
の、通行車両があり危険である。

側溝蓋の設置を検討する。
揖斐川町
（建設課）

5 町道453号線 三輪地内 側溝に蓋がなく転落の危険がある。 時間規制の取締強化を検討する。 揖斐警察署

6 町道22号線 三輪地内
幅員が狭い区間に路側帯標示がないた
め、歩行部の区別がなく危険である。

外側線による歩車分離で路側帯の確保を検
討する。

揖斐川町
（建設課）

通学路沿いの森林が鷺の営巣地で、糞
害対策が必要である。

森林の間伐事業を推進する。
揖斐川町

（農林振興課）

国道417号の横断歩道が摩耗消失して
いる。

横断歩道の復旧を実施する。 揖斐警察署

【対策検討メンバー】揖斐川町教育委員会学校教育課、揖斐川町立揖斐小学校、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務課・建設課

1
町道20号線～
町道477号線交差点

大光寺地内

県道から西進する車両がスピードを出
して走行、交差点の優先車線が不明瞭
なため、通学路への突入が心配され、
危険である。

7
国道417号
町道953号線
法定外道路（通学路）

下岡島地内

3 町道20号線 大光寺地内
ガードレールが設置されておらず水路
への転落の危険がある



【通学路安全推進会議メンバー】
・揖斐川町教育委員会学校教育課
・揖斐川町総務部総務課
・揖斐川町産業建設部建設課
・揖斐警察署
・揖斐土木事務所
・小学校・ＰＴＡ

揖斐小学校

①
②

③

⑤

④

⑥

⑦
：通学路(学校指定)

：要対策箇所

③町道20号線
・ガードレールが設置されておらず
水路への転落の危険がある

＜対策（予定）内容＞
・児童への安全指導を徹底
・水路沿いの安全対策を検討

①町道20号線～
町道477号線交差点

・県道から西進する車両がスピード
を出して走行、交差点の優先車線
が不明瞭なため、通学路への突入
が心配され、危険である

＜対策（予定）内容＞
・規制（一旦停止）を検討
・路面標示設置（減速）を検討

②町道20号線
・ガードレールが設置されておらず
水路への転落の危険がある

＜対策（予定）内容＞
・外側線による歩車分離で路側帯の
確保を検討

⑤町道453号線
・側溝に蓋がなく転落の危険がある

＜対策（予定）内容＞
・側溝蓋の設置を検討

④県道揖斐川谷汲山線
・車両通行の時間規制がされている
ものの、通行車両があり危険である
＜対策（予定）内容＞
・時間規制の取締強化を検討

⑦国道417号、町道953号線
法定外道路（通学路）

・通学路沿いの森林が鷺の営巣地
で、糞害対策が必要である
・国道417号の横断歩道が摩耗消失
している

＜対策（予定）内容＞
・森林の間伐事業を推進
・横断歩道の復旧を実施

⑥町道22号線
・幅員が狭い区間に路側帯標示が
ないため、歩行部の区別がなく危険
である

＜対策（予定）内容＞
・外側線による歩車分離で路側帯の
確保を検討

文

揖斐川町 通学路 要対策箇所 【揖斐小学校】

点検：平成２９年７月



平成２９年度合同点検結果

揖斐川町　通学路　要対策箇所一覧表　【平成２９年度】

【北方小学校】

番号 路　線　名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策（予定）内容 事業主体

外側線による歩車分離で路側帯の確保を検
討する。

揖斐川町
（建設課）

児童への安全指導を徹底する。 北方小学校

関係事業所への指導を徹底する。 揖斐警察署

区画線による交差点明示を検討する。
揖斐川町
（建設課）

児童への安全指導を徹底する。 北方小学校

関係事業所への指導を徹底する。 揖斐警察署

児童への安全指導を徹底する。 北方小学校

横断歩道の補足設置を検討する。 揖斐警察署

路面標示による注意喚起を検討する。 揖斐土木事務所

【対策検討メンバー】揖斐川町教育委員会学校教育課、揖斐川町立北方小学校、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務課・建設課

1
町道596号線
町道331号線

北方地内

3
国道303号～
県道神原西津汲線交差点

西津汲地内
横断歩道「待ち場」で大型車両の巻込
み事故の懸念があり危険である。

南下する車両がスピードを出して通過
し危険である。

2
町道323号線
町道598号線～
町道321号線交差点

北方地内
南下する車両が家屋に隠れ確認できず
危険である。



北方小学校

①

②

【通学路安全推進会議メンバー】
・揖斐川町教育委員会学校教育課
・揖斐川町総務部総務課
・揖斐川町産業建設部建設課
・揖斐警察署
・揖斐土木事務所
・小学校・ＰＴＡ

③
：通学路(学校指定)

：要対策箇所

①町道596号線、町道331号線
・南下する車両がスピードを出して
通過し危険である

＜対策（予定）内容＞
・児童への安全指導を徹底
・関係事業所への指導を徹底
・外側線による歩車分離で路側帯の
確保を検討

②町道323号線、町道598号線～
町道321号線交差点

・南下する車両が家屋に隠れ確認
できず危険である

＜対策（予定）内容＞
・児童への安全指導を徹底
・関係事業所への指導を徹底
・区画線による交差点明示を検討

③国道303号～
県道神原西津汲線交差点

・横断歩道「待ち場」で大型車両の巻込
み事故の懸念があり危険である

＜対策（予定）内容＞
・児童への安全指導を徹底
・横断歩道の補足設置を検討
・路面標示による注意喚起を検討

文

揖斐川町 通学路 要対策箇所 【北方小学校】

点検：平成２９年７月



　※プログラム（７）３により、既に事業化等されている箇所および計画中の箇所一覧 平成２９年１０月現在

路　線　名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策（予定）内容 事業主体 学校区 備考

(一)藤橋池田線 小島地内 歩道設置 揖斐土木事務所 小島小学校

(国)417号 下岡島･和田地内 道路改良／歩道設置 揖斐土木事務所 揖斐小学校

(都)大野揖斐川線 三輪地内 道路改良／歩道設置 揖斐土木事務所 揖斐小学校

(国)417号
(一)揖斐川谷汲山線

三輪地内
道路幅員が狭く歩行者の横を車
両が通過し危険である。

交差点改良／歩道設置 揖斐土木事務所 揖斐小学校

(一)本庄揖斐川線 清水地内 道路新設改良／歩道設置 揖斐土木事務所 清水小学校

町道18号線
揖斐川白石上松原線

上ミ野地内
道路幅員が狭く歩行者の横を車
両が通過し危険である。

道路拡幅、歩道設置
揖斐川町
（建設課）

揖斐小学校

町道952号線
揖斐川野田大門線

清水地内 道路新設改良／歩道設置
揖斐川町
（建設課）

清水小学校

町道3号線
揖斐川平木古田流跡線

脛永地内
道路両側が開水路で路側帯の幅
が確保出来されていない。

道路拡幅、歩道設置
揖斐川町
（建設課）

揖斐中学校

(一)本庄揖斐川線 清水地内 道路改良／歩道設置 揖斐土木事務所 揖斐中学校

揖斐川町　通学路　既対策箇所一覧表　【平成２９年度】


