
東⽩川村 通学路交通安全プログラム

〜通学路の安全確保に関する取組の⽅針〜

東⽩川村通学路安全推進委員会

令和３年１2⽉



１．プログラムの目的

  ・加茂警察署

・東⽩川村建設環境課
・東⽩川小学校
・東⽩川中学校

２．通学路安全推進体制の整備

関係機関の連携を図るため、以下をメンバーとする「通学路安全推進体制」の整備を⾏
いました。
 ○東⽩川村通学路安全推進委員会
  ・東⽩川村教育委員会
  ・東⽩川村総務課

平成２４年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、
今まで⾏ってきた地区での通学路点検を活用し、通学路において関係機関と連携を密とす
るに必要な対策内容についても協議してきました。
引き続き通学路の交通安全に向けた取組を⾏うため、この度、関係機関の連携体制を構

築し、「東⽩川村通学路交通安全プログラム」を策定しました。
今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるよ

うに通学路の安全確保を図っていきます。

３．取組方針

（１）基本的な考え⽅

 ［通学路安全確保のための改善サイクル］

  ・可茂土木事務所

 継続的に通学路の安全を確保するため、緊急合同点検後も地区点検を継続するとと
もに、対策実施後の効果把握も⾏い、対策の改善・充実を⾏います。
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   ・ 地域住⺠への確認の実施
   ・ 次回懇談会での改善箇所の確認

  別添② 対策箇所図

（３）対策の検討

（４）対策の実施
 対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係者間で連携を図ります。

（５）対策効果の把握

（６）対策の改善・充実

地区ごとの点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために地区ごと
の「対策一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、公表します。

 地区点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに、防護柵設
置のようなハード対策や、交通規制や交通安全教育のようなソフト対策など対策必要
箇所に応じて具体的な実施メニューを検討します。

 地区点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上がっ
ているのか、また、児童生徒等が安全になったと感じているのか等を確認するため、

 など、対策実施後の効果を把握するための手法を検討し、対策効果の把握を実施し
ます。

 対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の充実･改善を図り
ます。

４．箇所図、箇所一覧表の公表

 【別添資料】
  別添① 対策一覧表

   ・ 村内を５つのグループに分け、それぞれ１年に２回、地区点検を実施します。
   ・ 実施時期は、積雪時の危険箇所の把握が必要であることから、夏期と冬期に分
    けて⾏います。

  ○ 地区点検の体制
   ・ 地区ごとに、学校、保護者、⾃治会等が参加する地区点検を⾏います。

  ○ 地区点検の実施時期等
（２）定期的な地区点検





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 R3～ 対応中 一部は防護柵の設置を実施


2 継続 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


ないため、自動車へ注意喚起を促したい。
カラー舗装を検討


東白川村


(建設環境課)
R3～ 対応中 歩道カラー舗装を施工


3 継続 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)
検討中


4 継続 (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 R２～ 対応中 カラー舗装実施済、待受場所は用地の協力が必要


5 継続 前山線 神土平地内 以前落石があり子どもたちの通学に不安である。 落石防護施設の整備
東白川村


(建設環境課)
検討中


6 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)
R3～R4 対応中 側溝蓋の設置


7 継続 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)
対応中 一部はガードポールを設置


8 継続 上親田線 神土親田地内 吹付け個所がめくれて落下し子どもたちの通学に不安である。 法面の施設整備
東白川村


(建設環境課)
R4～ 検討中 測量設計を検討


9 継続 上親田線
神土親田地内


(乙女の滝付近)


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


10 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


改良を要望する。
道路拡幅工事の実施 岐阜県 H30～ 対応中 視距改良及び落石対策工事を実施中


11 継続 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・安全施設工事の実施


東白川村


(建設環境課)
R4～ 検討中 工事着手を予定


12 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


があり、落下が心配である。（大明神）
道路拡幅・安全施設工事の実施 岐阜県 検討中 待避所及びガードレール設置の検討


13 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


14 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 対応中 一部は防護柵の設置を実施


15 新規 国道256号･(主)下呂白川線 村内 各横断歩道の道路面にカラー舗装をしてほしい。 カラー舗装を検討 岐阜県 R2～ 対応中


下野集会所前、中学校前、白川橋、今田屋付近、


道の駅前（片側実施済み）、藤の木橋、世紀橋


西、世紀橋東


16 新規 魚戸線 神土中通地内
小学生の通学路であり、歩道がないため、自動車へ注意喚起を促した


い。
カラー舗装を検討


東白川村


(建設環境課)
R4～ 検討中 歩道カラー舗装を施工


は、県所管路線のうち県対応部分


東白川村通学路交通安全プログラム対策一覧表（公表版） 【令和３年11月30日現在】
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東白川村通学路交通安全プログラム掲載箇所位置図
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⑬・⑮ 国道256号・(主)下呂白川線の沿線について


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


⑭ 国道256号の沿線について


⑯







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 継続 平1号線 神土平地内


東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真


現在の状況 現在の状況


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


対応中（R３一部実施）対応中（一部防護柵を設置）







番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所


3 継続 平1号線 神土平地内 4 継続 (主)下呂白川線 神土平地内


東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真


対策の内容 カラー舗装、待受け場所の整備を検討


現在の状況 現在の状況


対策の内容 進入時の減速策を検討


検討中


（主）下呂白川線から村道平1号線への進入速度が速く危険
対応中（カラー舗装実施済）







番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所


5 継続 前山線 神土平地内 6 継続 神土角領線 神土神付地内


東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真


対策の内容 落石防護施設の整備 対策の内容


現在の状況 現在の状況


側溝蓋の設置


検討中 検討中（R３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


7 継続 神土角領線 越原曲坂地内 8 継続 上親田線 神土親田地内


対策の内容


東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真


法面の施設整備対策の内容防護柵設置を検討


現在の状況 現在の状況


対応中（一部ガードポールを設置） 検討中（R4測量設計を実施予定）







番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所


9 継続 上親田線 神土親田地内 (乙女の滝付近) 10 継続 (主)恵那蛭川東白川線 神土親田地内


東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真


対策の内容 凍結防止対策の実施 対策の内容 道路拡幅工事の実施


現在の状況 現在の状況


検討中（一部支障木を伐採）


対応中（視距改良及び落石対策工事を実施中）







番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所


11 継続 木屋下線 越原栃山地内 12 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プログラム対策箇所現況写真


現在の状況


対策の内容 道路拡幅・安全施設工事の実施 対策の内容 道路拡幅・安全施設工事の実施


現在の状況


対応中（R4道路改良工事着工予定） 検討中（待避所及びガードレール設置の検討）







番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所


13 継続 国道256号･(主)下呂白川線 村内 14 継続 国道256号 越原・神土地内


現在の状況 現在の状況


防護柵設置を検討対策の内容 減速標示の設置


東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真


対策の内容


検討中 対応中（一部防護柵を設置）







番号 区分 路線名 箇所 番号 区分 路線名 箇所


15 新規 国道256号･(主)下呂白川線 村内 16 新規 魚戸線 神土中通地内


現在の状況 現在の状況


カラー舗装を検討 対策の内容対策の内容 カラー舗装を検討


東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真


対応中（一部実施済） 検討中





