
番号 新・継 路線名 箇所名・住所 要望の状況、危険内容 対策内容 事業主体 対策年度 対策状況 対策の詳細情報

1 継続 (主)下呂白川線 神土・五加地内 カーブが急であるため、速度超過の車両によるはみ出し事故等の予防の
ため、防護柵を設置してほしい。 防護柵設置を検討 岐阜県 検討中 一部は防護柵の設置を実施

2 新規 平1号線 神土平地内 小中学生の通学路でもあり、未就学児の散歩コースでもあるため歩道が
     自動車 注意喚起 促    カラー舗装を検討 東白川村

(建設環境課)

3 新規 平1号線 神土平地内 (主)下呂白川線から車の進入速度が速いときがあり、幅員も狭いことか
ら通学時に危険を感じる。 進入時の減速策を検討 東白川村

(建設環境課)

4 新規 (主)下呂白川線 神土平地内 保育園前の横断歩道を渡る際、自動車の交通量も多く散歩の際に渡
るのが非常に危険を感じる。

カラー舗装、待受け場所の整備を検
討 岐阜県

5 新規 前山線 神土平地内 橋梁 防護柵 高  低  通行 際 危険    防護柵の嵩上げを検討 東白川村
(建設環境課)

6 継続 前山線 神土平地内 以前落石   子     通学 不安    落石防護施設 整備 東白川村
(建設環境課) 検討中

7 新規 大屋敷線 神土西洞地内 街路灯 無 子  達 通学 不安    街路灯 設置 東白川村
(総務課)

8 継続 神土角領線 神土加舎尾地内 側溝蓋が無く通学時に危険である。 側溝蓋の設置 東白川村
(建設環境課) 検討中 越原地区より順次施工予定

9 継続 神土角領線 神土神付地内 側溝蓋が無く通学時に危険である。 側溝蓋の設置 東白川村
(建設環境課) 検討中 越原地区より順次施工予定

10 継続 神土角領線 越原曲坂地内 側溝蓋が無く通学時に危険である。 側溝蓋の設置 東白川村
(建設環境課) H29 対応中 進捗率：約50％

11 新規 神土角領線 越原曲坂地内 ガードレールの無い区間があり、段差もあるので通学時に危険である。 防護柵設置を検討 東白川村
(建設環境課)

12 継続 神土ナベ線 神土中通地内 石碑がある場所に「一旦停止」の看板を設置してほしい。坂を登ってくる
車両 坂 下 自転車 接触 心配    

神土ナベ線交差点手前に減速マーク
設置を検討

岐阜県(公安)
東白川村 対応中 減速    標示 完了 交差点改良 検討中

13 継続 上親田線 神土親田地内 吹付 個所     落下 子     通学 不安    法面の施設整備 東白川村
(建設環境課) 検討中

14 継続 上親田線 神土親田地内
(乙女 滝付近)

道路が屈曲し、冬季に凍結しやすく大変危険であり、安全対策を講じて
ほしい。 凍結防止対策の実施 東白川村

(建設環境課) H30 検討中 一部、支障木の伐採を実施

15 継続 (主)恵那蛭川東白川線 神土親田地内 左広から畑薙橋付近の道路幅員が狭く、すれ違いが危険なため、拡幅
改良 要望   道路拡幅工事 実施 岐阜県 H30 対応中

横断歩道前後の路面に減速マーク
設置の検討 岐阜県 H30 実施済

予告信号、信号のＬＥＤ化を検討 岐阜県(公安) 検討中

17 継続 国道256号 神土中通地内   清流荘 前付近 横断歩道 設      横断歩道の設置 岐阜県(公安) 検討中

18 継続 魚戸線 神土中通地内 以前落石   子     通学 不安    落石防護施設 整備 東白川村
(建設環境課) H30 対応中

19 継続 魚戸線(2) 神土中通地内      細  落石   子     通学 不安    落石防護施設 整備 東白川村
(建設環境課) H29･H30 実施済

20 継続 国道256号 越原陰地地内 自転車等の走行に支障があるため、歩道と車道との段差を無くしてほし
い。 段差解消を検討 岐阜県 検討中

21 継続 国道256号 越原陰地地内 道の駅の横断歩道に注意看板を設置してほしい。 注意看板の設置 東白川村
(総務課) 検討中

22 新規 木屋下線 越原栃山地内 以前より道路が陰っていて見通しが悪く、幅員も狭い。車が通ると子ども
達が本当に危険である。 道路拡幅 安全施設工事 実施 東白川村

(建設環境課)

23 継続 (一)越原付知線 越原大明神地内 幅の狭い道路を拡幅してほしい。特に、ガードレールが途切れている場所
    落下 心配    （大明神） 道路拡幅 安全施設工事 実施 岐阜県 検討中 待避所設置の検討

24 継続 (一)越原付知線 越原大明神地内 嶋倉秀範さん宅前の道路は、豪雨時に危険な状態である。（大明
神） 道路修繕整備 実施 岐阜県 検討中

25 継続 国道256号･(主)下呂白川線 村内 各横断歩道に減速標示を設置してほしい。 減速標示の設置 岐阜県 検討中

26 継続 国道256号 越原・神土地内 カーブが急であるため、速度超過の車両によるはみ出し事故等の予防の
ため、防護柵を設置してほしい。 防護柵設置を検討 岐阜県 検討中 一部は防護柵の設置を実施

  県所管路線   県対応部分

東白川村通学路交通安全     対策一覧表  令和元年９月６日時点 

16 継続 国道256号 神土中通地内

国道256号 新魚戸橋 付近 信号 設置      
しかし、赤信号を無視して通過したり、信号に気付かないで通過する車
両が大変多く、重大な事故を心配している。信号箇所の前後に注意喚
起を促す看板をしたり、予告信号を取り付けたりすることにより、事故を未
然防止する対策を講じてほしい。（親田）

警察署、可茂土木事務所と現地踏査済。
減速    路面標示 実施済 
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25は国道256号・(主)下呂白川線 沿線    

東白川村役場
東白川村中学校
東白川村小学校
みつば保育園

国道256号

(主)下呂白川線

(一)越原付知線

(主)恵那蛭川東白川線

③

26は国道256号の沿線について



番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所
1 継続 (主)下呂白川線 神土・五加地内 2 新規 平1号線 神土平地内

当時と現在 現在の状況

東白川村通学路交通安全     対策箇所現況写真

対策の内容 防護柵設置を検討 対策の内容 カラー舗装を検討

通学路 未就学児 散歩等 利用
歩道が無く危険

検討中（一部実施済）



番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所
3 新規 平1号線 神土平地内 4 新規 (主)下呂白川線 神土平地内

現在の状況 現在の状況
対策の内容 カラー舗装、待受け場所の整備を検討

東白川村通学路交通安全     対策箇所現況写真

進入時の減速策を検討対策の内容

みつば保育園前横断歩道
車 通行 多  渡   怖 

下呂白川線  平1号線  進入速度 速 危険



番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所
5 新規 前山線 神土平地内 6 継続 前山線 神土平地内

現在の状況 当時と現在
対策の内容 防護柵の嵩上げを検討 対策の内容 落石防護施設 整備

東白川村通学路交通安全     対策箇所現況写真

防護柵の高さが低い 検討中



番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所
7 新規 大屋敷線 神土西洞地内 8 継続 神土角領線 神土加舎尾地内

現在の状況 当時と現在
対策の内容 街路灯 設置 対策の内容 側溝蓋の設置

東白川村通学路交通安全     対策箇所現況写真

街路灯   通学路
区間延長:約500ｍ

検討中（順番待ち）
越原地区より順次施工予定



番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所
9 継続 神土角領線 神土神付地内 10 継続 神土角領線 越原曲坂地内

東白川村通学路交通安全     対策箇所現況写真

当時と現在 当時と現在
対策の内容 側溝蓋の設置側溝蓋の設置対策の内容

検討中（順番待ち）
越原地区より順次施工予定

施工中
越原地区進捗率 約50％



番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所
11 新規 神土角領線 越原曲坂地内 12 継続 神土ナベ線 神土中通地内

東白川村通学路交通安全     対策箇所現況写真

現在の状況 当時と現在
対策の内容 防護柵設置を検討 対策の内容 神土ナベ線交差点手前に減速マーク設置を検討

ガードレールが無い
子   下 落    不安

検討中
（減速   標示完了）



番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所
13 継続 上親田線 神土親田地内 14 継続 上親田線 神土親田地内(乙女 滝付近)

東白川村通学路交通安全     対策箇所現況写真

当時と現在当時と現在
対策の内容 法面の施設整備 対策の内容 凍結防止対策の実施

検討中 検討中（一部立木伐採実施）



番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所
15 継続 (主)恵那蛭川東白川線 神土親田地内 16 継続 国道256号 神土中通地内

東白川村通学路交通安全     対策箇所現況写真

対策の内容
当時と現在 当時と現在

横断歩道前後 路面 減速   設置 検討道路拡幅工事 実施対策の内容

対応中 検討中（警察署、可茂土木事務所と現地踏査済）
減速    路面標示 実施済



番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所
17 継続 国道256号 神土中通地内 18 継続 魚戸線 神土中通地内

東白川村通学路交通安全     対策箇所現況写真

当時と現在 当時と現在
対策の内容 横断歩道の設置 対策の内容 落石防護施設 整備

検討中 実施中
令和4年度完了目標



番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所
19 継続 魚戸線(2) 神土中通地内 20 継続 国道256号 越原陰地地内

東白川村通学路交通安全     対策箇所現況写真

当時と現在当時と現在
対策の内容 落石防護施設 整備 対策の内容 段差解消を検討

落石防護網設置完了 検討中



番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所
21 継続 国道256号 越原陰地地内 22 新規 木屋下線 越原栃山地内

東白川村通学路交通安全     対策箇所現況写真

当時と現在 現在の状況
対策の内容 注意看板の設置 対策の内容 道路拡幅 安全施設工事 実施

見通  悪  幅員狭 
通学時間帯 車 通  大変危険

未実施
（減速    横断歩道標識  ）



番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所
23 継続 (一)越原付知線 越原大明神地内 24 継続 (一)越原付知線 越原大明神地内

東白川村通学路交通安全     対策箇所現況写真

当時と現在 当時と現在
道路修繕整備 実施対策の内容対策の内容 道路拡幅 安全施設工事 実施

検討中（待避所設置の検討） 検討中



番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所
25 継続 国道256号･(主)下呂白川線 村内 26 継続 国道256号 越原・神土地内

当時と現在 当時と現在

東白川村通学路交通安全     対策箇所現況写真

対策の内容 減速標示の設置 対策の内容 防護柵設置を検討

検討中（一部実施済） 検討中


