
山県市内通学路の対策箇所一覧表

【高富小学校】

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 対策時期

① 市道01002号線 高富1915-1地先（大北橋付近） 抜け道として利用する車が高速で走行し危険である。 外側線の引き直し 山県市 Ｈ24

② 市道11106号線 高富116-2地先（森バス停付近） 横断歩道はあるが、交通量が多く見通しが悪いため、横断しにくい。
外側線の引き直し
「止まれ」の位置変更、標識移設

山県市
山県警察署

Ｈ24
Ｈ25
Ｈ30

③ 市道11052・11047号線 高富974-2地先 一旦停止がなく見通しが悪いため危険である。
カラー舗装・交差点マークの復旧
通行規制時間帯変更

山県市
山県警察署

Ｈ26
Ｈ25

④ 市道11177・11170号線 高富2554-2地先 住宅が並び、見通しが悪いため危険である。 外側線設置 山県市 Ｈ24・25

⑤
市道11030・01005・
11034号線

 高富1275-1地先（高富児童館西交差点付近） 東西の交通量が多い。交差点角には人家等があり、見通しが悪い。
外側線の新設、復旧
カラー舗装
安全指導

山県市
高富小

H27

⑥
市道02001・11164・
01004号線

高富1626地先
（高富郵便局前三叉路及び周辺道路）

道が細く、見通しが悪い。西進する車から児童が見えにくい。
交差点マークの新設
カラー舗装新設
外側線の引き直し

山県市 H27

⑦
市道11187・11188・
11192号線

高富1617-１地先
（星が丘団地入口周辺）

 交通量が多い。
ポストコーンの設置
安全指導

山県市
高富小学校

H27

⑧ 市道11106号線 高富913付近
東西南北の交通量が多い。児童は南北に横切ることになるが、交差点角には人
家等があり、見通しが悪い。

横断時停止マークの設置
ポストコーンの設置

山県市 Ｈ29

⑨ （主）関本巣線 高富604付近 東西両方向から交通量が多い。横断歩道があるが、車のスピードが心配。 カラー舗装 岐阜県 H29

⑩ 市道01002号線 高富411付近（大北公民館東側三叉路） 石田町へ向かうカーブののり面（見通し悪く、落石もあり） 安全指導（山側の反対側を歩く） 高富小学校 Ｈ29

⑪ 市道11057号線 高富2438付近 交通量が多い。 カラー舗装 山県市 H29

⑫ 市道02002号線 高富2208付近（市商工会館西交差点） 交通量が多い。横断歩道はあるが、止まらない車が多い。 外側線の引き直し
山県市

山県警察署
Ｈ29

⑬ 市道11020号線 高富1275付近 細い道だが、朝の交通量が多い。児童館前の東西の道路も同様。
外側線の引き直し
通学路看板の設置

山県市 H29

⑭ 市道11085号線 旭ヶ丘　山際の細い道 細くて曲がりくねっていて暗い。 安全指導 自治会 H30

⑮ 市道11171号線 大北地区　公民館前 人通りが少なく、見通しが悪い。 学校・見守り隊・警察等による巡回 高富小 H30

⑯ 市道11188号線 星ヶ丘地区　団地東側階段 グランドなどの夜間使用が終わり、照明が消えると、真っ暗になってしまう。 防犯灯・街灯の設置 自治会 H30

⑰ 市道01006号線 本町地区　廃屋（旧高富街道・公民館裏） 今にも崩れそうな廃屋である。 安全確保 所有者 H30



山県市内通学路の対策箇所一覧表
【富岡小学校】

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 対策時期

① 市道01010号線 東深瀬720地先（高橋付近） 交通量が多い三叉路を児童が横断するため危険である。 外側線・交差点マーク・減速マーク設置 山県市 Ｈ24・29

② 市道01010号線 東深瀬974-2地先（東深瀬地下道付近） 横断歩道が地下道出入口より国道寄りのため、横断することが困難である。 安全指導 富岡小学校 Ｈ25

③ 市道13046号線 高木877-1地先（高木バス停付近） 道路改良により交通量が増え、道路を横断する際に危険である。
横断歩道設置
通学路変更

山県警察署・山県市
山県市教育委員会

Ｈ24

④ 市道01010・14027号線
東深瀬655地先
（村瀬設備東側の白い橋付近） 交通量が多い。西進する車からは横断する児童が見えにくい。

障害物の撤去
安全指導

山県市
富岡小

H27

⑤ 市道14037・01010号線
東深瀬2590－2地先
（東野台と中洞に分岐付近） 横断歩道がなく危険である。

ラインの変更（外側線）、復旧
安全指導

山県市
富岡小

H27

⑥ 市道14027号線
東深瀬1389－9地先
（新川に架かる青い橋） 橋とガードレールの隙間が大きく、転落の危険性がある。

ガードレールの設置
安全指導

山県市
富岡小

H27

⑦ 市道14071・14100号線
東深瀬657－1地先
（旧法務局高富出張所の北側交差点） 登下校時の交通量が多い。下校時、東進する車からは、道路南側の児童が見えにくい。 横断歩道の位置変更

山県市
富岡小

H29

⑧
市道13046号線
（主）関・本巣線

高木969－1地先
（ 西村歯科の西角） ７時～８時は右折禁止であるが、右折する車があるため、危険性大である。 取締りの強化 山県警察署

H27
H30

⑨ 市道13046号線
高木855－1地先
（高富トンネル北口付近交差点） 北進する車からは横断している児童が見えにくい。 カラー舗装

山県市
H27

⑩ 市道15001号線
高木559－1地先
（富岡橋付近の上り坂） 高低差があり、転落の危険あり。

転落防護柵の設置
安全指導

山県市
富岡小

H27

⑪ 国道256号付近
高速道路工事周辺

工事関係の車やトラックの往来が激しい。 安全指導 富岡小 Ｈ29

⑫ 市道02010号線
西深瀬1052-2～624-2
尾ヶ洞　歩道がない道路全般（旧JA三叉路） 歩道と車道の境界がなく危険。大型車が多く危険。

外側線の設置
通学路看板の設置

岐阜県
山県市

H29

⑬ 市道13090号線
西深瀬559-１
なわて橋付近 高速道路の工事トラックの走行が多い。 安全指導

富岡小
高富中

Ｈ29

⑭ 市道13041号線
高木1254-１地先
歩道橋南・一般道との交差点 子供が一時停止をして左右確認をしているか心配である。 飛び出し防止の看板設置 富岡小 H29

⑮
市道13046号線（主）
関・本巣線

高木969-１地先
洞1班集合場所付近道路・西村歯科前 田んぼとの段差があり危険である。

外側線の引き直し
ガードパイプの設置

岐阜県
山県市

Ｈ29

⑯ 市道14100号線
東深瀬587付近
Vドラッグ裏 民家が少なく、街灯もないため、薄暮時等が危険。 街灯の設置 山県市 Ｈ29

⑰ 市道14001号線
東深瀬859-１～875-１
鴻ヶ池公園前の道路 交通量が多く、横断が危険。 路面標示「学童横断注意」の設置 山県警察署 Ｈ29

⑱ 市道14069号線
東深瀬６０地先
学校北側　東西道路 交通量が多いが、道幅が狭い。自動車の抜け道になっている。

外側線の引き直し
カラー舗装

山県市 Ｈ29

⑲ 市道13089号線
高木1355付近
ビッグ南側堤防側道路 工事後の盛り土のため見通しが悪い。不審者が心配。 安全指導 富岡小 Ｈ29

⑳ 国道256号線 笹倉地下道 停止線を東側に移動する。 北側に信号ができる予定なので、保留 ― H30

21 市道01010号線 高橋～向井公民館～山沿いの道 登校時にも、車の通行があり危険。 安全指導
富岡小
高富中

H30

22 市道02001号線 富岡公民館駐車場北道路 大雨時にアンダーパス周辺に水が少し湧き出る。 安全指導 富岡小 H30

23 市道16001号線 伊田洞の山沿いの道～隼人神社 人通りが少ない。 安全指導 富岡小 H30



山県市内通学路の対策箇所一覧表

【梅原小学校】

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 対策時期

①
市道16053号線
（主）関本巣線

梅原2646-2地先（津島神社付近） 見通しが悪く、児童と車や自転車との接触の危険性がある。 安全指導 梅原小 Ｈ25

② 市道16031・16032号線 梅原931-1地先 増水すると流れが速い。柵がなく、転落する危険性がある。 転落防護柵設置 山県市 Ｈ24

③
市道16032号線
（主）関本巣線

梅原552-1地先 信号無視の車がたまにある。 安全指導 梅原小 Ｈ25

④ 市道16065号線 梅原1307-2～1339地先 雨天時に水溜りができ、水溜りを避けて歩くと危険である。 舗装補修 山県市 Ｈ24

⑤ 市道16065号線 梅原1307-2～3199-2地先 通学時間帯の交通量が多く、高速で走行し危険である。 安全指導 梅原小 Ｈ25

⑥ 市道02014号線
梅原1848-5～1615地先
（中村区公民館付近）

車が高速で走行し危険である。 外側線・交差点マークの引き直し、一部着色舗装 山県市 Ｈ24

⑦ （主）岐阜美山線 梅原3053-1地先 交通量が多く車が高速で走行するが、信号がない。 道路改良 岐阜県 事業中

⑧ 市道16091号線
梅原2971地先
（あおぞら公園付近八反田川沿い）

大雨の際に河川が増水すると危険である。 安全指導（緊急時は迂回路を通る） 梅原小 H29

⑨ 市道16065号線 梅原2938地先 増水すると流れが速い。柵がなく、転落する危険性がある。 安全指導 梅原小 Ｈ25

⑩ 市道02014・16113号線  梅原1490－1地先（梅原小体育館前） 南北の交通量が多い。交差点角に人家があり、見通しが悪い。
交差点マークの新設
巻き込み線の新設
安全指導

山県市
梅原小

H27

⑪ 市道16053号線
梅原1480地先
県道85号線旧道横を流れる用水路

柵の間から用水路には入ることができ危険。 防護柵の変更 山県市 H29

⑫ 市道16053号線 梅原1480～津島神社 一方通行だが逆走車両あり。 安全指導 梅原小 H29

⑬ 市道16053号線 宮下　津島神社 夜間が暗くて、危険である。 安全指導 梅原小 H30

⑭ 市道02013号線 上洞　山沿いの道 薄暗く人通りが少ない。 安全指導 梅原小 H30

⑮ 市道02012号線 塚洞　塚洞公園 人の目が届きにくい。 安全指導 梅原小 H30

⑯ 市道16088号線 七日市　青空公園 不審者がたまに現れるとの情報あり。 安全指導 梅原小 H30



山県市内通学路の対策箇所一覧表

【大桑小学校】

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 対策時期

① 県道伊自良高富線
大桑1181-1～1893-3地先
（雉洞公民館付近）

狭い道路に電柱が建っているため、車と児童が接触する危性険がある。 カラー舗装新設 岐阜県 H29

② 県道伊自良高富線 大桑2388～2229-1地先(大桑小学校付近） 外側線が消えている。 外側線の引き直し 岐阜県 Ｈ25

③ 県道伊自良高富線 大桑1881－1～2222 車が高速で走行するので危険である。 カラー舗装新設 岐阜県 H29

④ 市道01013号線
大桑2953～4289地先
（六反バス停～市洞）

外側線が消えている箇所がある。
外側線の引き直し
安全指導

山県市
大桑小

H27

⑤ 市道01013・18039号線
大桑4188地先
（加藤精工付近）

交通量が多く、高速で走行するが、横断歩道がない。
外側線の新設
安全指導

山県市
大桑小

H27

⑥ 市道02018・01013号線
大桑2953地先
（六反バス停付近）

交通量が多く、高速で走行するが、横断歩道がない。
外側線の新設
安全指導

山県市
大桑小

H27

⑦ 市道02018号線
大桑2962地先
般若寺（2962番地）より南への道

枝の張り出しや枯葉が多く歩道が見えない。
枝の除去
側道の清掃

山県市 H29

⑧ 市道01013号線 大桑2757－1付近 バス通りであり、交通量は多い。
減速マークの設置
外側線の引き直し

山県市
山県警察署

H29

⑨ 市道20029号線 大桑2757－1～2581 道路がカーブしていて、先方が見にくい。 通学路看板の設置 自治会等 H29

⑩ 県道伊自良高富線 雉洞公民館近隣の廃屋　２ヶ所 地震、台風などで倒壊の危険。１ヶ所は、倒壊寸前である。 安全確保 所有者 H30

⑪ 市道02017号線 市場　数カ所のブロック塀 部分的に落下している。 安全確保 所有者 H30

⑫ 市道01013号線 六反バス停お堂の屋根 瓦落下の危険。地震、台風などで倒壊の危険である。 安全確保 所有者 H30

⑬ 市道01013号線 市洞　ブロック塀・廃屋・石碑 石碑にひび割れ。地震、台風などで倒壊の危険である。 安全確保 所有者 H30

⑭ 市道01013号線 市洞　タンク・ブロック小屋 さびなどの劣化。地震、台風などで倒壊の危険である。 安全確保 所有者 H30



山県市内通学路の対策箇所一覧表
【桜尾小学校】

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 対策時期

① 市道19004号線 赤尾1-27～74地先 外側線はあるが路肩が狭く、交通量もあり、車が高速で走行するため危険である。外側線の引き直し 山県市 H29

② 市道18006号線 伊佐美708～960-2地先 外側線はあるが、路肩が狭い。 安全指導 桜尾小 Ｈ25

③ 市道18075号線
伊佐美323-2～604-1地先
（桜尾小学校付近）

出勤時に交通量が多く危険である。
交差点マークの引き直し
通行規制

山県市
山県警察署

Ｈ24
Ｈ24

④ 国道256号 伊佐美2-3地先 交通量が多いが、信号がない。 植栽剪定（見通しの確保） 岐阜県 毎年実施中

⑤ 市道18072号線 椎倉3-11地先 外側線はあるが、登校時の交通量が多く危険である。 減速マークの設置 山県市 Ｈ24

⑥ 市道18006号線 伊佐美1081地先 交通量が多いが横断歩道がない。 安全指導 桜尾小 Ｈ25

⑦
県道伊自良高富線
市道01012号線

伊佐美860-3地先
（赤尾橋東交差点付近）

周辺に樹木、雑草が伸び、視界が悪い。
樹木の伐採
交差点周辺の草刈
安全指導

桜尾小
岐阜県

H27

⑧ 市道18006号線
伊佐美713～1143地先
（桜尾小～大桜グラウンド）

出勤時に交通量が多く危険。路肩が狭い。

道路周辺の木の剪定
路肩の土砂の撤去
カラー舗装の新設
安全指導

山県市
桜尾小
市教委

H27

⑨ 市道18072・18075号線
椎倉341地先
（御鉾橋周辺三叉路）

車が高速で走行するので危険である。 安全指導 桜尾小 H27

⑩ 国道256号 伊佐美461付近 登校時には、交通量も多く、スピードをかなり出して走行する車がある。 安全指導 桜尾小 H29

⑪ 市道18006号線 伊佐美713～885 外側線が消えかけている。交通量が多い。 外側線の引き直し 山県市 H29

⑫ 市道01012号線 赤尾75～伊佐美883-9 外側線が消えかけている。 外側線の引き直し 山県市 H29

⑬ 市道18075号線 伊佐美344地先東川橋の欄干 橋の欄干の一部がないため危険。 欄干の補充設置or安全指導 山県市or桜尾小 H29

⑭ 国道256号
伊佐美218付近
交差点

交通量が多く、自転車通学者の横断が危険。
横断歩道の変更
歩道の確保

岐阜県 H30以降

⑮ 市道18072号線 伊佐美344地先 草が生い茂り、児童の様子が見づらい時期がある。 除草作業 岐阜県 H29

⑯ 市道18062号線 伊佐美2-1～115 草が生い茂り、児童の様子が見づらい時期がある。 除草作業 自治会等 H29

⑰ 市道18075号線 伊佐美（東川）双葉ボビン北 人気がなく、車両の通行もない。 安全指導 桜尾小 H30

⑱ 市道01011号線 椎倉（坂の谷）トンネル 数年前不審者が出没している。 安全指導 桜尾小 H30

⑲ 市道19001号線 赤尾サイクリングロード 人気がなく、車両の通行もない。 安全指導 桜尾小 H30

⑳ 市道01012号線 赤尾ふれあい公園（ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ） 人気がなく、通行もない。猿も出没している。 安全指導 桜尾小 H30

21 市道18006号線 伊佐美　伊佐美不動　南側 人気がなく・車両の通行もない。 安全指導 桜尾小 H30

22 市道18006号線 伊佐美　伊佐美台　登り口 人気がなく・車両の通行もない。 安全指導 桜尾小 H30



山県市内通学路の対策箇所一覧表

【伊自良南小学校】

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 対策時期

① 市道38027号線 大門912-2～大森494地先 一方通行の指定時間帯に侵入車両がある。 取り締まり 山県警察署 Ｈ24

② 通学路全般 路肩の草が伸び、通行の妨げとなる。 草刈り 自治会等 Ｈ24

③ （主）岐阜美山線 藤倉398-9地先（藤倉公民館付近） 交通量が多い。 安全指導 伊自良南小 Ｈ24

④ 市道01017号線 小倉204－6地先 大型トラックの往来が激しい。 外側線の引き直し 山県市 H27

⑤ （主）岐阜美山線 大森73地先 車の往来が激しく、また直線なのでスピードが出やすい。 カラー舗装の新設 岐阜県 H27

⑥ 市道40029号線 大門912－75地先 用水路に蓋がないため増水したとき水があふれる。 安全指導 伊自良南小 H27

⑦ 市道37047号線 洞田127－14地先 車がスピードを出して往来するため危険である。
カラー舗装の新設
外側線の引き直し

山県市 H27

⑧ 市道01017号線 高牧商店北側の交差点 見通しが悪いが、スピードを出した車が通る。 啓発看板の設置
伊自良南小

建設課
H30

⑨ 市道37047号線 押越橋西側傾斜前の交差点 石が道路に散らばり危険である。
地権者が交差点角のくぼみに雨水がたまるため敷き
つめた石が車が通ることにより道路に散らばる

地権者 H30

⑩ 市道38035号線 押越橋の東側の堤防下の通学路 とても細い市道に車が進入し、帰宅児童とすれ違うことがある。 通行者は地元の方なので通学路の変更を含め協議 伊自良南小 H30

⑪ 市道38027号線 伊自良中央公民館東を南へ向かう道路 両脇に田畑が広がり、付近に助けを求められるような住宅がない。 安全指導 伊自良南小 H30

⑫ 市道40032号線 花咲きホール北の橋付近
両脇に田畑が広がり、付近に助けを求められるような住宅などが少なく、人
気、通行が少ない。

安全指導 伊自良南小 H30

⑬ （主）岐阜美山線 大門　伊自良中前付近 建物によって見通しが悪いが、スピードを出した車が通る。 交通安全指導 伊自良南小 H30

⑭ （主）岐阜美山線 大森　バス停付近 カーブによって見通しが悪いが、かなりスピードを出した車が通る。 交通安全指導 伊自良南小 H30

⑮ 市道36005号線 洞田　金證寺の西側の廃工場 廃工場となって、スレート屋根などが倒壊している。 安全確保 所有者 H30



山県市内通学路の対策箇所一覧表
【伊自良北小学校】

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 対策時期

① - 掛2104（掛公民館付近） 防火水槽が子供の登れる高さのため危険である。 安全指導 伊自良北小 Ｈ25

② - 掛251-1 防火水槽が子供の登れる高さで、金網が破損しているため危険である。 金網修繕 山県市南消防署 Ｈ25

③ 市道01020号線 掛5-13～5-39地先 大雨の際に流れが急になるが、フェンスがなく危険である。 外側線の変更 山県市 Ｈ24

④ 市道36019号線 掛193-1地先（今井橋） ガードレールが途切れている。 ガードレール補修 山県市 Ｈ24

⑤ 市道36019号線 掛2-3地先 枝が伸び、通行の妨げとなる。 枝打ち 自治会等 Ｈ24

⑥ 市道36019号線 掛193-1付近 路肩の草が伸び、通行の妨げとなる。 草刈り 自治会等 Ｈ24

⑦ 県道伊自良高富線 平井51－1地先 車がスピードを出して往来するため危険である。 カラー舗装の新設 岐阜県 H27

⑧ 市道36019号線 掛187-2地先 外側線が消えかけている。 外側線の引き直し 山県市 H27

⑨ 市道36019号線 掛181付近（山王橋） 横断する児童がいるが、横断歩道がない。 安全指導 伊自良北小 H27

⑩ （主）岐阜美山線 上願157－19地先 車がスピードを出して往来するため危険である。 カラー舗装の新設 岐阜県 H27

⑪ 掛5－83付近 用水路がこの地点で合流して流れている。合流箇所に蓋がないため危険である。蓋の設置 山県市 H27

⑫ 市道36019号線 松尾305地先 草や枝が通学路を塞ぐことがある。カーブしているため見えにくい。 草刈り 自治会等 H27

⑬ 市道36019号線 松尾165－2付近 注意喚起の看板はあるが、横断歩道がないため危険である。 安全指導 伊自良北小 H27

⑭ （主）岐阜美山線 上願地区　県道伊自良高富線とのT字路 伊自良から上願方面に曲がる車がスピードを出したまま通過するため危険である。区画線の引き直し 岐阜県 H30

⑮ 市道01020号線 掛地区　ノムラ化学～佐村建設までの用水路 用水路に水量が多いときは、低学年児童は、流されそうで危険である。 安全指導 伊自良北小 H30

⑯ 県道伊自良本巣線 松尾地区　クリーンステーション横の交差点 車がスピードを出したまま通過するので、横断が危険である。 区画線の引き直し 岐阜県 H30



山県市内通学路の対策箇所一覧表

【美山小学校】

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 対策時期

① 市道69009号線 岩佐361-1地先 水量が多く近づくと危険である。
転落防護柵設置
安全指導

山県市
美山小

時期未定
Ｈ25

② 市道69012号線
岩佐344-1地先
（井ノ森生活改善センター付近）

石垣が高く見通しが悪いため危険である。 減速マーク設置 山県市 Ｈ24

③ 県道美山洞戸線 中洞647-1～ 歩道がない。 外側線の引き直し、交差点マーク又は減速マーク設置 岐阜県 Ｈ25

④ 市道01023号線 中洞265-5地先 道路幅員が狭く、歩道がない。 安全指導 美山小 Ｈ25

⑤ 市道01023号線 中洞265-5地先 用水に転落する危険性がある。 安全指導 美山小 Ｈ25

⑥ 市道69074号線 岩佐766-1地先（美山小学校グラウンド西） 車が高速で走行するが、ガードレールがない。 安全指導 美山小 Ｈ25

⑦ 県道神埼高富線 青波242-1地先～727-4地先 道路幅員が狭い。 安全指導 学校教育課 H26

⑧ 市道61005号線 佐野66-6地先～340-3地先 歩道がない。 外側線の引き直し 山県市 Ｈ24

⑨ 国道418号 富永229-4地先～131-1地先 道路幅員が狭く、歩道がない。 国道418号BP工事施工中のため経過観察 岐阜県 事業中

⑩ 県道神埼高富線 富永1174-3地先（三光寺付近） 道路幅員が狭い。 安全指導 学校教育課 H26

⑪ 国道256号 船越219-1地先（船越口バス停付近） 車が高速で走行し危険である。 除草・植栽剪定（見通しの確保） 岐阜県 毎年実施中

⑫ 県道柿野谷合線 日永803-1地先～196-1 道路幅員が狭く、ガードレールがない。 安全指導 学校教育課 H26

⑬ 市道69058号線 岩佐763地先（美山小学校南門前） 外側線が消えかけている箇所がある。 外側線の引き直し　 山県市 H28

⑭ 市道69074号線 岩佐1461－1地先（岩佐下町バス停付近） 縁石が盛り上がり、崩壊の恐れがある。 縁石の修繕　　 山県市 H28

⑮ 市道69032号線 岩佐331地先 児童登下校時に車両進入禁止を示す看板が見えにくい。 看板の修繕
山県市
美山小

H28

⑯ 市道69012号線 岩佐263～645 外側線が消えかけている箇所がある。 外側線の引き直し　 山県市 H28

⑰ 市道70016号線 中洞482－３～523 外側線が消えかけている箇所がある。 外側線の引き直し　 山県市 H28

⑱ 市道69089号線 岩佐　小原地区　美山小西側の通り 人目につかない　草が山から覆ってきている。 安全指導 山県市 H30

⑲ 市道01023号線 中洞　神明橋南側の山沿いの通り 人気がなく、車両の通行もない。 安全指導 美山小 H30

⑳ 市道01023号線 中洞　県道美山洞戸線　中洞霊園周辺 人気がなく、車両の通行もない外灯がない。 安全指導 美山小 H30



山県市内通学路の対策箇所一覧表
【いわ桜小学校】

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 対策時期

① 国道418号 笹賀150-1地先（笹賀バス停） バス停がなく、国道を横断する際に危険である。 安全指導 いわ桜小 Ｈ25

② 県道神埼高富線
谷合1785-1地先
（県道神埼高富線と県道岐阜美山線合流地点）

集合場所付近の交差点で事故の危険性がある。 ゼブラ設置 岐阜県 H26

③ 県道神埼高富線 谷合1391-1地先 幅員が狭く、冬季道路凍結も起こりやすい。 外側線の引き直し、ガードレール補修 岐阜県
Ｈ25

H26予定

④ 県道神埼高富線
谷合1234-3地先
（県道神埼高富線と国道418号合流地点）

交差点右左折時に外側線の外を通る車がいて危険。 外側線の引き直し 岐阜県 Ｈ25

⑤ 国道418号
葛原582-10地先～552-2地先
（百瀬橋～葛原公民館）

見通しが悪く、横断歩道以外の場所を横断する児童がいる。 外側線の引き直し、一部着色舗装 岐阜県 Ｈ25

⑥ 国道418号 笹賀12地先（徳永臨時バス停） バス停がなく、国道を横断する際に危険である。
安全指導
迂回（臨時バス停使用）解除

いわ桜小
岐阜県

Ｈ25
H25

⑦ 県道神埼高富線 谷合1293地先（登利バス停付近） 横断歩道の所在を表示する路面標識が消えかけている。 路面標識の引き直し 山県警察署 H28

⑧ 県道神埼高富線
谷合1223-1地先～1293地先
（谷合交差点～登利バス停付近）

外側線が消えかけている箇所がある。 外側線の引き直し　 岐阜県 Ｈ28

⑨ 国道418号
谷合1223-1地先～1042地先
（谷合交差点～百瀬橋付近）

外側線が消えかけている箇所がある。 路面標識の引き直し 岐阜県 H28

⑩ 県道神埼高富線 いわ桜小学校正門～登利バス停
古いブロック塀が連なっている。
道沿いに倒壊中の廃屋があり、道路側に倒れてくる可能性がある。

安全確保 所有者 H30

⑪ 国道418号 葛原方面 大人の目が届かない　見守りが必要である。 安全指導 いわ桜小 H30

⑫ 国道418号 美山支所（トイレ）バス停 大人の目が届かない　見守りが必要である。 安全指導 いわ桜小 H30

⑬ 県道神埼高富線 北武芸方面（平瀬橋近く） 大人の目が届かない　見守りが必要である。 安全指導 いわ桜小 H30

【高富中学校】
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 対策時期

① 市道11148号線 高富2344-2地先
道路が狭く、自動車と自転車のすれ違いもできないため危険。また、河川改良
により現在の通学路の一部変更が必要となる。

道路改良 山県市 H26～


