
別添　１－１

番号 路線名 対策内容 事業主体 対策年度

1 町道北小寺・白鳥線 目印になる、シートを貼り付ける 建設課

2 県道霞間ヶ渓線 県土木にて看板等設置
企画財政
教委　建設課

3
農道　農免　片山・本

郷線
学校を通して通学指導をする 揖斐警察署

4 町道　青柳６号線 待避所の確保が難しい 揖斐警察署

5 県道　霞間ヶ渓線 通学路の看板設置 教育委員会

6 国道４１７号線 現状では運転者に注意を促す 揖斐土木事務所

7 町道　小寺・池野線 地域見守り隊等にお願いしていく 教育委員会

8 町道　本郷２８号線 今後検討する 建設課

9 町道　本郷３２号線
一時停止は難しいが今後東西の

白線で対応
揖斐警察署

10 町道　本郷３２号線
一時停止は難しいが今後東西の

白線で対応
建設課

　　対策一覧表
【　温知小学校】

箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容

青柳の新しい住宅近くの十字路 交通量多く、横断歩道がほしい

下田畑地内　県道霞間ヶ渓線
東西交通量が多いが住宅建設で見通
し悪い。注意を促すものがほしい

交通量が多く、変わりがけや後も突っ
込んでくる。注意を促すものがほしい

国道　三和町押しボタン式信号

古林昭男さん宅近くの十字路
通勤時間は交通量多く、速度も出てい
る。

松原瓦近くの十字路
横断歩道はあるが、交差点であること
が分かりにくい。カラー舗装など注意を
促すものがほしい。

池田中学校東・農免道路信号交
差点

大勢の子どもの信号待ちの姿危険。
立ち位置の目印がほしい。

霞間ヶ渓堤防・杭瀬川の橋の交差
点

橋の上歩道なく、堤防走る車多く速い。
横断歩道か注意を促すものがほしい。

西公民館近く、農免道路点滅信号
車が赤信号に気づかぬ可能性高い。
青の時間が短い

ゆうごうほっと館駐車場北東の交
差点

見通し悪い交差点であり、昨年道路幅
員が広がったことにより南北の交通量
が増している為、一時停止の規制がほ
しい。

温知小学校南西より広域農道ま
での区間

交通量の多い、幅員の狭い道路のた
め、歩道部にカラー舗装がほしい。



番号 路線名 対策内容 事業主体 対策年度

1 町道　上八幡６０号線 2カ所の横断歩道は不可 揖斐警察署

2 町道　六之井４６号線 今後検討する 建設課

3 町道　八幡村中線 白線については実施 建設課

4 町道　八幡村中線 別の方法を検討中 建設課

5 町道　下八幡３号線 今後検討する 建設課

6 町道　片山北６４号線 横断歩道設置を進める 揖斐警察署

7 町道　片山北６４号線 白線等で安全確保
企画財政
教委　建設課

8 町道　片山南４４号線 今後検討する 教育委員会

9 町道　八幡・市橋線 白線で対応 教育委員会

10 町道　八幡・市橋線 白線で対応
企画財政課
建設課

11 町道　八幡・市橋線 検討要する
企画財政課
建設課

12 町道　八幡・市橋線 検討要する
企画財政課
建設課

13 町道　市橋５５号線 将来的に 建設課
堤防左岸通学路・市橋「東タイヤ
商会」河東付近

道路舗装が途中になっている。完全舗
装

交差点・片山１５７３付近
緩やかなカーズのため車の減速なく、
スピードが出る。注意喚起の看板

交差点・片山１２５１付近
車の陰で、東西道路が見えにくい。
南北の道路を通行する車の徐行を促
す、路面の点滅ランプの設置。

交差点・片山１094付近
冬、カーブ－ミラーが曇って見えない。
曇らず、凍らないカーブミラーの設置

交差点・片山２１４３付近
カーブで見通しが悪く、車もスピード落
とさない。　回転灯の設置、通学路表示

交差点・片山５０３付近
橋の上歩道なく、堤防走る車多く速い。
横断歩道か注意を促すものがほしい。

交差点・片山１５７８付近
道幅狭く、スピードを出す車もある。
段差を設ける。「通学路」看板の設置

橋・八幡３０５１付近
道路より幅が狭く、渡るときが危険。
道路幅を拡張し、路側帯の確保

橋・八幡３０５０付近
道路外側線が引いてあるが、路側帯の
幅が狭い。道路幅の拡張

交差点・片山２２１８付近
通行が多く、児童の横断児が危険。
横断歩道の設置

交差点・八幡２５３０付近
車の通行多い。幹線道路を横断する｡
横断歩道の設置

通学路・八幡１７５６付近
道幅が狭く、南側に大きな用水路があ
る。　　歩道の設置

通学路・八幡２４５７付近
道幅が狭く、車の通行が多い。
歩道用の白線を引く

【　八幡小学校】
箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容
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別添　１－１

番号 路線名 対策内容 事業主体 対策年度

1 町道北小寺・白鳥線
歩道部に立ち位置表示マークを設
置。

建設課 Ｈ２６年度

2 県道霞間ヶ渓線 交差点注意看板を設置。 揖斐土木事務所 Ｈ２７年度

3
農道　農免　片山・本

郷線
学校を通して安全指導で対応。 揖斐警察署 Ｈ２６年度

4 町道　青柳６号線
待避所の用地確保が困難。安全
指導で対応。

揖斐警察署 未定

5 県道　霞間ヶ渓線 通学路の看板設置。 教育委員会 未定

6 国道４１７号線 安全指導で対応。 揖斐土木事務所 Ｈ２６年度

7 町道　小寺・池野線
地域見守り隊等の安全指導で対
応。

教育委員会 Ｈ２６年度

8 町道　本郷２８号線 交差点の明示化等を検討。 建設課 未定

9 町道　本郷３２号線
一時停止規制は不可。外側線の
表示にて対応検討。

揖斐警察署 未定

10 町道　本郷３２号線 外側線の表示にて対応検討。 建設課 未定

池田中学校東・農免道路信号交
差点

大勢の子どもの信号待ちの姿危険。
立ち位置の目印希望。

霞間ヶ渓堤防・杭瀬川の橋の交差
点

橋の上歩道なく、堤防走る車多く速い。
横断歩道か注意喚起設置を希望。

西公民館近く、農免道路点滅信号
２車線の直線部で見通しが良く、車が
赤信号を見落とす可能性が高い。

ゆうごうほっと館駐車場北東の交
差点

見通し悪い交差点であり、昨年道路幅
員が広がったことにより南北の交通量
が増している為、一時停止の規制希
望。

温知小学校南西より広域農道ま
での区間

交通量の多い、幅員の狭い道路のた
め、歩道部にカラー舗装設置を希望。

　　対策一覧表
【　温知小学校】

箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容

青柳の新しい住宅近くの十字路 交通量が多く、横断歩道設置を希望。

下田畑地内　県道霞間ヶ渓線
東西交通量が多いが住宅建設で見通
し悪い。注意喚起設置希望。

交通量が多く、信号黄色表示通過や赤
表示通過車両多数。注意喚起設置希
望。

国道　三和町押しボタン式信号

古林昭男さん宅近くの十字路
通勤時間は交通量多く、スピードを出
す車両が多い。

松原瓦近くの十字路
横断歩道はあるが、交差点であること
が分かりにくい。カラー舗装など注意喚
起を希望。



番号 路線名 対策内容 事業主体 対策年度

1 町道　上八幡６０号線
道路状況により、１箇所に２つの
横断歩道は不可。

揖斐警察署 対策なし

2 町道　六之井４６号線 道路拡幅を計画検討中。 建設課 未定

3 町道　八幡村中線 通学路の見直し検討。 建設課 未定

4 町道　八幡村中線 他の方法を検討。 建設課 未定

5 町道　下八幡３号線 道路拡幅は困難。 建設課 未定

6 町道　片山北６４号線 待避所が確保できれば、可能。 揖斐警察署 Ｈ２７年度

7 町道　片山北６４号線 外側線の巻き込みにより明示化。
企画財政課
教育委員会
建設課

Ｈ２６年度

8 町道　片山南４４号線 橋梁部に外側線を表示。 教育委員会 Ｈ２６年度

9 町道　八幡・市橋線
交差点にクロスマーク表示にて対
応。

教育委員会
建設課

未定

10 町道　八幡・市橋線 交差点の明示化で対応。
企画財政課
建設課

Ｈ２６年度

11 町道　八幡・市橋線 交差点の明示化で対応。
企画財政課
建設課

Ｈ２６年度

12 町道　八幡・市橋線 曇止め防止付カーブミラーを設置。
企画財政課
建設課

未定

13 町道　市橋５５号線 通学路の見直しを含めて検討。
教育委員会
建設課

未定

箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容

　　対策一覧表
【　八幡小学校】

交差点・八幡２５３０付近
車の通行多い。幹線道路を横断する｡
横断歩道設置を希望。

通学路・八幡１７５６付近
道幅が狭く、南側に大きな用水路があ
る。　　歩道の設置を希望。

通学路・八幡２４５７付近
道幅が狭く、車の通行が多い。
歩道用の白線設置希望。

橋・八幡３０５１付近
道路より幅が狭く、渡るときが危険。
道路を拡幅し、路側帯の確保を希望。

橋・八幡３０５０付近
道路外側線が引いてあるが、路側帯の
幅が狭い。道路の拡幅を希望。

交差点・片山２２１８付近
通行が多く、児童の横断児が危険。
横断歩道の設置希望。

交差点・片山２１４３付近
カーブで見通しが悪く、車もスピード落
とさない。　回転灯の設置、通学路表示
希望。

交差点・片山５０３付近
橋の上歩道なく、堤防走る車多く速い。
横断歩道か注意喚起設置を希望。

交差点・片山１５７８付近
道幅狭く、スピードを出す車もある。段
差を設ける。「通学路」看板の設置希
望。

堤防左岸通学路・市橋「東タイヤ
商会」河東付近

道路舗装が途中になっている。完全舗
装を希望。

交差点・片山１５７３付近
緩やかなカーズのため車の減速なく、
スピードが出る。注意喚起の看板設置
希望。

交差点・片山１２５１付近
車の陰で、東西道路が見えにくい。
南北の道路を通行する車の徐行を促
す、路面の点滅ランプの設置希望。

交差点・片山１094付近
冬、カーブ－ミラーが曇って見えない。
曇らず、凍らないカーブミラーの設置希
望。



＜対策内容＞

とまれ路面標示

対策前 対策後

通学路対策箇所図（温知小学校）



通学路対策箇所図（八幡小学校）

＜対策内容＞

交差点路面標示

対策前 対策後

＜対策内容＞

交差点路面標示

対策前 対策後 ＜対策内容＞

区画線表示

対策前 対策後


