
延長 利用可能
(km) 芯線数

尻別川 淀川樋門 18.500kp
水系 ～ ～

倶知安開発事務所蘭越分庁舎 21.600kp
尻別川 倶知安開発事務所蘭越分庁舎 21.600kp
水系 ～ ～

蘭越水位観測所 23.000kp
尻別川 西岡樋門 12.600kp
水系 ～ ～

淀川樋門 18.500kp
尻別川 三浦樋門 10.600kp
水系 ～ ～

西岡樋門 12.600kp
尻別川 中井樋門 5.400kp
水系 ～ ～

三浦樋門 10.600kp
尻別川 御成橋 7.400kp
水系 ～ ～

御成橋 7.400kp
尻別川 吉崎樋門 2.800kp
水系 ～ ～ 尻別川

御成橋 7.400kp
尻別川 初田橋 3.000kp
水系 ～ ～

初田橋 3.000kp
尻別川 磯谷橋 0.300kp
水系 ～ ～

吉崎樋門 2.800kp
尻別川 鷲の沢樋門 1.500kp
水系 ～ ～

大曲水防資材庫 3.800kp
尻別川 磯谷樋門 0.300kp
水系 ～ ～

工藤樋門 1.900kp
一般 山越郡長万部町字蕨岱 119.932kp
国道 ～ ～ 函館開発建設部管内

寿都郡黒松内町字豊幌 124.431kp Brch=0.171
一般 寿都郡黒松内町字豊幌 124.431kp
国道 ～ ～

寿都郡黒松内町字白井川 129.111kp
一般 寿都郡黒松内町字白井川 129.111kp
国道 ～ ～

寿都郡黒松内町字白井川 130.581kp
一般 寿都郡黒松内町字白井川 130.581kp
国道 ～ ～

寿都郡黒松内町字白井川 135.760kp
一般 寿都郡黒松内町字白井川 135.760kp
国道 ～ ～

磯谷郡蘭越町字田下 139.518kp
一般 磯谷郡蘭越町字田下 139.518kp
国道 ～ ～

磯谷郡蘭越町字相生 145.170kp

光ファイバ開放状況（ＳＭ、ＤＳＦ）　小樽開発建設部
　※開発建設部名をクリックするとHPにリンクします。

「起点～終点」の地先名が色付きとなっているものをクリックすると
開放されている分岐可能箇所（クロージャ等）の位置図が表示されます。

備　　考

河川 尻別川 1.4 20

河川 尻別川 8 0

河川 尻別川 1.6

▲開放状況等に関する問合せはこちら

　

　

【SM】(令和４年度募集状況)

河川 尻別川 3.1 20

施設 種別 名称 起点～終点 距離標

20

河川 尻別川 5.6 0

河川 尻別川 0.3 20

河川 尻別川 5.7 0

河川 尻別川 0.3 0

河川 尻別川 2.7 0

河川 尻別川 2.3 0

河川 尻別川 1.6 0

道路 5号 4.7 18

道路 5号 4.7 18

道路 5号 1.5 20

道路 5号 5.2 20

道路 5号 3.8 20

道路 5号 5.7 20

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_rankoshi-yodogawahimon.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_rankoshi-rannkoshikasennjimusho.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_rankoshi-rannkoshikasennjimusho.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_rankoshi-rankoshisuiikannsokusho.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_shiribetsu_miurahimon_10_600.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_shiribetsu_nishiokahimon_12_600.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_rankoshi-onaribashi.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_rankoshi-onaribashi.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_shiribetsu_isotanihbashi_0_300.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_shiribetsu_kudohimon_1_900.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_osyamanbe-warabitai.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kuromatunai-toyohoro.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kuromatunai-toyohoro.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kuromatunai-siroigawa.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kuromatunai-siroigawa.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kuromatunai-toyohoro.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kuromatunai-toyohoro.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_isotani-rankoshi-shiroikawa.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_isotani-rankoshi-shiroikawa.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_rankosi-tasita.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_rankosi-tasita.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_isobe-rankoshi-aioi.html
http://www.hkd.mlit.go.jp/topics/light/hikari.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/info/info01h.pdf


延長 利用可能
(km) 芯線数

備　　考

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標

一般 磯谷郡蘭越町字相生 145.170kp
国道 ～ ～

磯谷郡蘭越町字大谷 148.816kp
一般 磯谷郡蘭越町字大谷 148.816kp
国道 ～ ～

磯谷郡蘭越町字大谷 151.038kp
一般 磯谷郡蘭越町字大谷 151.038kp
国道 ～ ～

磯谷郡蘭越町蘭越町 153.524kp
一般 磯谷郡蘭越町蘭越町 153.524kp
国道 ～ ～

磯谷郡蘭越町昆布町 158.901kp
一般 磯谷郡蘭越町昆布町 158.901kp
国道 ～ ～

虻田郡ニセコ町字黒川 164.717kp
一般 虻田郡ニセコ町字黒川 164.717kp
国道 ～ ～

虻田郡ニセコ町字元町 168.816kp
一般 虻田郡ニセコ町字元町 168.816kp
国道 ～ ～

虻田郡ニセコ町字元町 170.850kp
一般 虻田郡ニセコ町字元町 170.850kp
国道 ～ ～

虻田郡ニセコ町字羊蹄 175.167kp
一般 虻田郡ニセコ町字羊蹄 175.167kp
国道 ～ ～

虻田郡倶知安町字比羅夫 179.284kp
一般 虻田郡倶知安町字比羅夫 179.284kp
国道 ～ ～

虻田郡倶知安町北４条東１丁目 182.826kp
一般 虻田郡倶知安町北４条東１丁目 182.826kp
国道 ～ ～

虻田郡倶知安町北７条東１丁目4-9 183.521kp
一般 虻田郡倶知安町北７条東１丁目4-9 183.521kp
国道 ～ ～

虻田郡倶知安町字峠下 187.504kp
一般 虻田郡倶知安町字峠下 187.504kp
国道 ～ ～

岩内郡共和町ワイス 190.861kp
一般 岩内郡共和町ワイス 190.861kp
国道 ～ ～ Brch=-0.004

岩内郡共和町国富 196.635kp
一般 岩内郡共和町国富 196.635kp
国道 ～ ～

岩内郡共和町国富 197.839kp
一般 岩内郡共和町国富 197.839kp
国道 ～ ～

岩内郡共和町国富 204.305kp
一般 岩内郡共和町国富 204.305kp
国道 ～ ～

余市郡仁木町大江３丁目 209.000kp
一般 余市郡仁木町大江３丁目 209.000kp
国道 ～ ～

余市郡仁木町大江１丁目 214.775kp
一般 余市郡仁木町大江１丁目 214.775kp
国道 ～ ～

余市郡仁木町西町２丁目 219.066kp
一般 余市郡仁木町西町２丁目 219.066kp
国道 ～ ～

余市郡仁木町北町12丁目 221.193kp
一般 余市郡仁木町北町12丁目 221.193kp
国道 ～ ～

余市郡余市町黒川町９丁目 223.725kp

道路 5号 3.6 18

道路 5号 2.2 18

道路 5号 2.7 20

道路 5号 5.4 20

道路 5号 4.3 18

道路 5号 5.8 20

道路 5号 2 20

道路 5号 4.1 20

道路 5号 4.1 18

道路 5号 3.6 18

道路 5号 3.7 17
接続施設名
「倶知安開発事務所」

道路 5号 0.9 35 接続施設名
「倶知安開発事務所」

道路 5号 5.8 17

道路 5号 3.8 17

道路 5号 6.5 18
接続施設名
「国富無線中継所」

道路 5号 1.2 38 接続施設名
「国富無線中継所」

道路 5号 4.3 18

道路 5号 5.8 18

道路 5号 4.7 18

道路 5号 2.5 19

道路 5号 2.1 20

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_isobe-rankoshi-aioi.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_rankosi-otani_148_816.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_rankosi-otani_148_816.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_rankosi-rankosi.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_rankosi-rankosi.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_isotani-rankoshi-rankoshi_153_524.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_isotani-rankoshi-rankoshi_153_524.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_rankosi-konbu.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_rankosi-konbu.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_abuta-niseko-kurokawa.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_abuta-niseko-kurokawa.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_niseko-motomati.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_niseko-motomati.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_niseko-motomachi_170_850.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_niseko-motomachi_170_850.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_abuta-niseko-yote.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_abuta-niseko-yote.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kuttyan-hirao.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kuttyan-hirao.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kuttyan-kita1.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kuttyan-kita1.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kuttyan-kita3.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kuttyan-kita3.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_abuta-abuta-togeshita.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_abuta-abuta-togeshita.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kyowa-waisu.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kyowa-waisu.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kyowa-kunitomi3.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kyowa-kunitomi3.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kyowa-kunitomi1.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kyowa-kunitomi1.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kyowa-kunitomi.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kyowa-kunitomi.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_niki-oe.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_niki-oe.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_yoichi-niki-oe1chome.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_yoichi-niki-oe1chome.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_niki-minami.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_niki-minami.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_niki-nisi.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_niki-nisi.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_yoichi-kurokawa9chome.html


延長 利用可能
(km) 芯線数

備　　考

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標

一般 余市郡余市町黒川町９丁目 223.725kp
国道 ～ ～

余市郡余市町大川町１４丁目 225.594kp
一般 余市郡余市町大川町１４丁目 225.594kp
国道 ～ ～

余市郡余市町栄町 228.383kp
一般 余市郡余市町栄町 228.383kp
国道 ～ ～

小樽市塩谷2丁目 234.953kp
一般 小樽市塩谷2丁目 234.953kp
国道 ～ ～

小樽市オタモイ1丁目 238.603kp
一般 小樽市オタモイ1丁目 238.603kp
国道 ～ ～

小樽市長橋4丁目14-34 238.603kp
一般 小樽市オタモイ１丁目 238.603kp
国道 ～ ～

小樽市稲穂４丁目 242.996kp
一般 小樽市稲穂４丁目 242.996kp
国道 ～ ～

小樽市奥沢１丁目 245.220kp
一般 小樽市奥沢１丁目 245.220kp
国道 ～ ～

小樽市潮見台１丁目15-5 246.157kp
一般 小樽市潮見台１丁目15-5 246.157kp
国道 ～ ～

小樽市朝里２丁目 249.251kp
一般 小樽市朝里２丁目 249.251kp
国道 ～ ～

小樽市張碓町（張碓橋） 255.084kp
一般 小樽市張碓町（張碓橋） 255.084kp
国道 ～ ～ Brch=0.022

小樽市銭函３丁目 261.726kp
一般 小樽市銭函３丁目 261.726kp
国道 ～ ～ Brch=0.145

札幌市手稲区星置南３丁目 263.110kp
一般 余市郡余市町黒川町３丁目 0.006kp R5接続
国道 ～ ～

余市郡余市町朝日町 1.195kp
一般 余市郡余市町朝日町 1.195kp
国道 ～ ～

余市郡余市町梅川町 6.040kp
一般 余市郡余市町梅川町 6.040kp
国道 ～ ～

余市郡余市町豊浜町 10.800kp
一般 余市郡余市町豊浜町 10.800kp
国道 ～ ～ Brch=-1.116

古平郡古平町大字浜町 16.907kp
一般 古平郡古平町大字浜町 16.907kp
国道 ～ ～

古平郡古平町大字新地町 19.010kp
一般 古平郡古平町大字新地町 19.010kp
国道 ～ ～

積丹郡積丹町大字美国町字厚苫 21.565kp
一般 積丹郡積丹町大字美国町字厚苫 21.565kp
国道 ～ ～

積丹郡積丹町大字美国町字ﾍﾞﾝｻｲﾄﾞﾏﾘ 25.665kp
一般 積丹郡積丹町大字美国町字ﾍﾞﾝｻｲﾄﾞﾏﾘ 25.665kp
国道 ～ ～

積丹郡積丹町大字婦美町 30.275kp
一般 積丹郡積丹町大字婦美町 30.275kp
国道 ～ ～

積丹郡積丹町大字野塚町字野塚 34.765kp

道路 5号 2.8 38

道路 5号 1.9 40

道路 5号 3.7 38

道路 5号 6.6 38

道路 5号 4.4 20

道路 5号 1.5 40 接続施設名
「小樽道路事務所」

道路 5号 1.1 20 接続施設名
「小樽開発建設部」

道路 5号 2.2 20

道路 5号 5.9 20

道路 5号 3.2 20
接続施設名
「小樽開発建設部」

道路 5号 1.5 20

道路 5号 6.7 20

道路 229号 4.9 20
接続施設名
「余市町役場」

道路 229号 1.2 18 接続施設名
「余市町役場」

道路 229号 5 10

道路 229号 4.8 0

道路 229号 2.1 0

道路 229号 2.6 0

道路 229号 4.1 0

道路 229号 4.6 20

道路 229号 4.5 20

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_yoichi-kurokawa9chome.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_yoiti-okawa.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_yoiti-okawa.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_yoiti-sakae.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_yoiti-sakae.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_otaru-siotani.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_otaru-siotani.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_otaru-otamoi1.html
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延長 利用可能
(km) 芯線数

備　　考

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標

一般 積丹郡積丹町大字野塚町字野塚 34.765kp
国道 ～ ～

積丹郡積丹町大字野塚町字野塚 38.475kp
一般 積丹郡積丹町大字野塚町字野塚 38.475kp
国道 ～ ～

積丹郡積丹町大字西河町字転多 41.995kp
一般 積丹郡積丹町大字西河町字転多 41.995kp
国道 ～ ～

積丹郡積丹町大字余別町 45.640kp
一般 積丹郡積丹町大字余別町 45.640kp
国道 ～ ～

積丹郡積丹町大字神岬町字沼前 51.150kp
一般 積丹郡積丹町大字神岬町字沼前 51.150kp
国道 ～ ～

古宇郡神恵内村大字珊内村字川白 55.020kp
一般 古宇郡神恵内村大字珊内村字川白 55.020kp
国道 ～ ～

古宇郡神恵内村大字珊内村字川白 59.040kp
一般 古宇郡神恵内村大字珊内村字川白 59.040kp
国道 ～ ～

古宇郡神恵内村大字珊内村字川白 61.345kp
一般 古宇郡神恵内村大字珊内村字川白 61.345kp
国道 ～ ～

古宇郡神恵内村大字珊内村字川白 63.499kp
一般 古宇郡神恵内村大字珊内村字川白 63.499kp
国道 ～ ～

古宇郡神恵内村大字珊内村字川白 64.889kp
一般 古宇郡神恵内村大字珊内村字川白 64.889kp
国道 ～ ～

古宇郡神恵内村大字赤石村 68.522kp
一般 古宇郡神恵内村大字赤石村 68.522kp
国道 ～ ～

古宇郡神恵内村大字神恵内村 73.560kp
一般 古宇郡神恵内村大字神恵内村 73.560kp
国道 ～ ～ Brch=-0.654

古宇郡神恵内村字祈石 76.761kp
一般 古宇郡神恵内村字祈石 76.761kp
国道 ～ ～

古宇郡泊村大字盃村 81.220kp
一般 古宇郡泊村大字盃村 81.220kp
国道 ～ ～

古宇郡泊村大字茅沼村 86.610kp
一般 古宇郡泊村大字茅沼村 86.610kp
国道 ～ ～

古宇郡泊村大字堀株村字渋井 90.385kp
一般 古宇郡泊村大字堀株村 90.385kp
国道 ～ ～

岩内郡共和町梨野舞納 95.146kp
一般 岩内郡共和町梨野舞納 95.146kp
国道 ～ ～

岩内郡共和町梨野舞納 96.277kp
一般 岩内郡共和町梨野舞納 96.277kp
国道 ～ ～

岩内郡岩内町字東山104 97.207kp 接続施設名「岩内道路事務所」

一般 岩内郡岩内町字東山104 97.207kp 接続施設名「岩内道路事務所」

国道 ～ ～
岩内郡岩内町字敷島内 103.047kp

一般 岩内郡岩内町字敷島内 103.047kp
国道 ～ ～

岩内郡岩内町字敷島内 107.230kp
一般 岩内郡岩内町字敷島内 107.230kp
国道 ～ ～

岩内郡岩内町字敷島内 109.835kp
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延長 利用可能
(km) 芯線数

備　　考

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標

一般 岩内郡岩内町字敷島内 109.835kp
国道 ～ ～ Brch=-0.047

磯谷郡蘭越町港町 116.172kp
一般 磯谷郡蘭越町港町 116.172kp
国道 ～ ～

寿都郡寿都町字磯谷町横澗 120.030kp
一般 寿都郡寿都町字磯谷町横澗 120.030kp
国道 ～ ～

寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 124.241kp
一般 寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 124.241kp
国道 ～ ～

寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 130.533kp
一般 寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 130.533kp
国道 ～ ～

寿都郡寿都町字湯別町下湯別 132.455kp
一般 寿都郡寿都町字湯別町下湯別 132.455kp
国道 ～ ～

寿都郡寿都町字開進町 139.170kp
一般 寿都郡寿都町字開進町 139.170kp
国道 ～ ～

寿都郡寿都町字矢追町 141.300kp
一般 寿都郡寿都町字矢追町 141.300kp
国道 ～ ～

寿都郡寿都町字政泊町弁慶 145.295kp
一般 寿都郡寿都町字政泊町弁慶 145.295kp
国道 ～ ～

島牧郡島牧村字歌島 151.048kp
一般 島牧郡島牧村字歌島 151.048kp
国道 ～ ～

島牧郡島牧村字本目 154.780kp
一般 島牧郡島牧村字本目 154.780kp
国道 ～ ～

島牧郡島牧村字栄磯 158.920kp
一般 島牧郡島牧村字栄磯 158.920kp
国道 ～ ～

島牧郡島牧村字大平 162.289kp
一般 島牧郡島牧村字大平 162.289kp
国道 ～ ～

島牧郡島牧村字泊 163.907kp
一般 島牧郡島牧村字泊 163.907kp
国道 ～ ～

島牧郡島牧村字原歌町 170.975kp
一般 島牧郡島牧村字原歌町 170.975kp
国道 ～ ～

島牧郡島牧村字原歌町 174.980kp
一般 島牧郡島牧村字原歌町 174.980kp
国道 ～ ～

島牧郡島牧村字栄浜 180.945kp
一般 島牧郡島牧村字栄浜 180.945kp Brch=-0.599
国道 ～ ～

島牧郡島牧村字持田 187.398kp
一般 札幌市南区定山渓 45.577kp
国道 ～ ～ Brch=-0.205

虻田郡喜茂別町字川上 49.280kp
一般 虻田郡喜茂別町字川上 49.280kp
国道 ～ ～

虻田郡喜茂別町字川上 52.941kp
一般 虻田郡喜茂別町字川上 52.941kp
国道 ～ ～

虻田郡喜茂別町字川上 57.500kp
一般 虻田郡喜茂別町字川上 57.500kp
国道 ～ ～ Brch=0.001

虻田郡喜茂別町字伏見 62.070kp
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http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kimobetu-kawakami1.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kimobetu-kawakami1.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kimobetu-kawakami4.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kimobetu-kawakami4.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_abuta-kimobetsu-fushimi.html


延長 利用可能
(km) 芯線数

備　　考

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標

一般 虻田郡喜茂別町字伏見 62.070kp
国道 ～ ～

虻田郡喜茂別町字相川 66.335kp
一般 虻田郡喜茂別町字相川 66.335kp
国道 ～ ～

虻田郡留寿都村字泉川 70.026kp
一般 虻田郡留寿都村字泉川 70.026kp
国道 ～ ～

虻田郡留寿都村字留寿都 75.117kp
一般 虻田郡留寿都村字留寿都 75.117kp
国道 ～ ～

虻田郡留寿都村字三ノ原 81.680kp
一般 虻田郡留寿都村字三ノ原 81.680kp
国道 ～ ～ Brch=-0.085

虻田郡洞爺湖町大原 83.205kp
一般 岩内郡岩内町字東山104 0.820kp
国道 ～ ～

岩内郡共和町前田 5.300kp
一般 岩内郡共和町前田 5.300kp
国道 ～ ～

岩内郡共和町南幌似 7.581kp
一般 岩内郡共和町南幌似 7.581kp
国道 ～ ～

岩内郡共和町国富 11.600kp
一般 虻田郡倶知安町北４条東１丁目 25.101kp R5接続
国道 ～ ～ Brch=-0.010

虻田郡倶知安町字八幡 27.183kp
一般 虻田郡倶知安町字八幡 27.183kp
国道 ～ ～

虻田郡倶知安町字寒別 33.092kp
一般 虻田郡倶知安町字寒別 33.092kp
国道 ～ ～ Brch=-0.003

虻田郡京極町京極 39.460kp
一般 虻田郡京極町京極 39.460kp
国道 ～ ～

虻田郡喜茂別町字比羅岡 45.919kp
一般 虻田郡喜茂別町字比羅岡 45.919kp
国道 ～ ～ R230接続

虻田郡喜茂別町字相川 50.270kp 接続施設名「相川成端箱」

一般 虻田郡喜茂別町字尻別 51.310kp
国道 ～ ～

虻田郡喜茂別町字双葉 62.625kp
一般 岩内郡共和町梨野舞納 0.818kp
国道 ～ ～

岩内郡共和町国富 10.024kp
一般 札幌市手稲区手稲山口 99.553kp
国道 ～ ～

小樽市銭函３丁目 261.726kp
一般 小樽市奥沢１丁目 0.006kp
国道 ～ ～

小樽市朝里川温泉１丁目 10.230kp
一般 小樽市朝里川温泉１丁目 10.230kp
国道 ～ ～

余市郡赤井川村字常磐 22.246kp
一般 余市郡赤井川村字常磐 22.246kp
国道 ～ ～

余市郡赤井川村字都 33.200kp
一般 余市郡赤井川村字都 33.200kp
国道 ～ ～

余市郡赤井川村字轟 40.818kp
一般 余市郡赤井川村字轟 40.818kp
国道 ～ ～

虻田郡倶知安町大和 44.741kp
接続施設名「樺立トンネ
ル電気室」

道路 230号 3.7 20
接続施設名
「相川成端箱」

道路 230号 4.3 20 接続施設名
「相川成端箱」

道路 230号 1.4 12

道路 230号 5 20

道路 230号 6.6 20

道路 276号 4.8 18
接続施設名
「岩内道路事務所」

道路 276号 2.1 20

道路 276号 2.3 17

道路 276号 4 19

道路 276号 6.4 20

道路 276号 5.9 20

道路 276号 4.4 20

道路 276号 6.5 20

道路 276号 11.4 0

道路 276号 9.2 0

道路 337号 2.5 0

道路 393号 10.2 0

道路 393号 12.2 0

道路 393号 10.9 0

道路 393号 7.9 0

道路 393号 3.9 0

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_abuta-kimobetsu-fushimi.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kimobetsu-aikawa_66_335.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kimobetsu-aikawa_66_335.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_abuta-rusutsu-izumikawa.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_abuta-rusutsu-izumikawa.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_rusutu1.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_rusutu1.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_abuta-rusutsu-sannohara.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_abuta-rusutsu-sannohara.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_toya-ohara.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_iwanai-higasiyama.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kyowa-minamihoroni1.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kyowa-minamihoroni1.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kyowa-minamihoroni2.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kyowa-minamihoroni2.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kyowa-kunitomi3.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kuttyan-kita1.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_abuta-kucchan-yawata.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_abuta-kucchan-yawata.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kuttyan-kanbetu.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kuttyan-kanbetu.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kyogoku-kyogoku.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kyogoku-kyogoku.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kyogoku-kosin.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kyogoku-kosin.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81651h_kimobetsu-aikawa_50_270.html


延長 利用可能
(km) 芯線数

備　　考

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標

一般 虻田郡倶知安町大和 44.741kp
国道 ～ ～

虻田郡倶知安町大和 47.753kp
一般 虻田郡倶知安町大和 47.753kp
国道 ～ ～

虻田郡倶知安町北4条東9丁目 58.480kp
一般 寿都郡黒松内町字赤井川 0.138kp
国道 ～ ～

寿都郡黒松内町字白井川 131.058kp R5接続

接続施設名「樺立トンネ
ル電気室」

接続施設名「黒松内機
械室」道路 5号(新道) 0 0

道路 393号 3 0

道路 393号 10.8 0



延長 利用可能
(km) 芯線数

備　　考

【DSF】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標

岩内郡岩内町字敷島内 109.835kp
幹線 ～ ～

磯谷郡蘭越町港町 116.172kp
磯谷郡蘭越町港町 116.172kp

幹線 ～ ～
寿都郡寿都町字磯谷町横澗 120.030kp
寿都郡寿都町字磯谷町横澗 120.030kp

幹線 ～ ～
寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 124.241kp
寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 124.241kp

幹線 ～ ～
寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 130.533kp
寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 130.533kp

幹線 ～ ～
寿都郡寿都町字湯別町下湯別 132.455kp
寿都郡寿都町字湯別町下湯別 132.455kp

幹線 ～ ～
寿都郡寿都町字開進町 139.170kp
寿都郡寿都町字開進町 139.170kp

幹線 ～ ～
寿都郡寿都町字矢追町 141.300kp
寿都郡寿都町字矢追町 141.300kp

幹線 ～ ～
寿都郡寿都町字政泊町弁慶 145.295kp
寿都郡寿都町字政泊町弁慶 145.295kp

幹線 ～ ～
島牧郡島牧村字歌島 151.048kp
島牧郡島牧村字歌島 151.048kp

幹線 ～ ～
島牧郡島牧村字本目 154.780kp
島牧郡島牧村字本目 154.780kp

幹線 ～ ～
島牧郡島牧村字栄磯 158.920kp
島牧郡島牧村字栄磯 158.920kp

幹線 ～ ～
島牧郡島牧村字大平 162.289kp
島牧郡島牧村大平 162.289kp

幹線 ～ ～
島牧郡島牧村字泊 163.907kp
島牧郡島牧村字泊 163.907kp

幹線 ～ ～
島牧郡島牧村字原歌町 170.975kp
島牧郡島牧村字原歌町 170.975kp

幹線 ～ ～
島牧郡島牧村字原歌町 174.980kp
島牧郡島牧村字原歌町 174.980kp

幹線 ～ ～
島牧郡島牧村字栄浜 180.945kp
島牧郡島牧村字栄浜 180.945kp

幹線 ～ ～
島牧郡島牧村字持田 187.398kp

岩内郡岩内町字東山104 0.820kp
幹線 ～ ～

岩内郡共和町前田 5.300kp
岩内郡共和町前田 5.300kp

幹線 ～ ～
岩内郡共和町南幌似 7.581kp
岩内郡共和町南幌似 7.581kp

幹線 ～ ～
岩内郡共和町国富 11.600kp

河川
一般国道

5号
6.5 0

河川
一般国道

5号
3.9 0

河川
一般国道

5号
4.2 0

河川
一般国道

5号
6.3 0

河川
一般国道

5号
1.9 0

河川
一般国道

5号
6.7 0

河川
一般国道

5号
2.1 0

河川
一般国道

5号
4 0

河川
一般国道

5号
5.8 0

河川
一般国道

5号
3.8 0

河川
一般国道

5号
4.2 0

河川
一般国道

5号
3.4 0

河川
一般国道

5号
1.7 0

河川
一般国道

5号
7.1 0

河川
一般国道

5号
4 0

河川
一般国道

5号
6 0

河川
一般国道

5号
5.9 0

河川
一般国道

5号
4.8 0

河川
一般国道

5号
2.3 0

河川
一般国道

5号
4 0



延長 利用可能
(km) 芯線数

岩内郡共和町国富 196.635kp
幹線 ～ ～

岩内郡共和町国富 197.839kp
岩内郡共和町国富 197.839kp

幹線 ～ ～
岩内郡共和町国富 204.305kp
岩内郡共和町国富 204.305kp

幹線 ～ ～
余市郡仁木町大江３丁目 209.000kp
余市郡仁木町大江３丁目 209.000kp

幹線 ～ ～
余市郡仁木町大江１丁目 214.775kp
余市郡仁木町大江１丁目 214.775kp

幹線 ～ ～
余市郡仁木町西町２丁目 219.066kp
余市郡仁木町西町２丁目 219.066kp

幹線 ～ ～
余市郡仁木町北町12丁目 221.193kp
余市郡仁木町北町12丁目 221.193kp

幹線 ～ ～
余市郡余市町黒川町９丁目 223.725kp
余市郡余市町黒川町９丁目 223.725kp

幹線 ～ ～
余市郡余市町大川町１４丁目 225.594kp
余市郡余市町大川町１４丁目 225.594kp

幹線 ～ ～
余市郡余市町栄町 228.383kp
余市郡余市町栄町 228.383kp

幹線 ～ ～
小樽市塩谷2丁目 234.953kp
小樽市塩谷2丁目 234.953kp

幹線 ～ ～
小樽市オタモイ1丁目 238.603kp
小樽市オタモイ1丁目 238.603kp

幹線 ～ ～
小樽市オタモイ1丁目 238.603kp
小樽市オタモイ１丁目 238.603kp

幹線 ～ ～
小樽市稲穂４丁目 242.996kp
小樽市稲穂４丁目 242.996kp

幹線 ～ ～
小樽市奥沢１丁目 245.220kp
小樽市奥沢１丁目 245.220kp

幹線 ～ ～
小樽市潮見台１丁目15-5 246.157kp
小樽市潮見台１丁目15-5 246.157kp

幹線 ～ ～
小樽市朝里２丁目 249.251kp
小樽市朝里２丁目 249.251kp

幹線 ～ ～
小樽市張碓町（張碓橋） 255.084kp
小樽市張碓町（張碓橋） 255.084kp

幹線 ～ ～
小樽市銭函３丁目 261.726kp
小樽市銭函３丁目 261.726kp

幹線 ～ ～
札幌市手稲区星置南３丁目 263.110kp
岩内郡岩内町字東山104 97.207kp

幹線 ～ ～
岩内郡岩内町字敷島内 103.047kp
岩内郡岩内町字敷島内 103.047kp

幹線 ～ ～
岩内郡岩内町字敷島内 107.230kp
岩内郡岩内町字敷島内 107.230kp

幹線 ～ ～
岩内郡岩内町字敷島内 109.835kp

備　　考

【DSF】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標

河川
一般国道

5号
1.2 0

河川
一般国道

5号
6.5 0

河川
一般国道

5号
4.7 0

河川
一般国道

5号
5.8 0

河川
一般国道

5号
4.3 0

河川
一般国道

5号
2.1 0

河川
一般国道

5号
2.5 0

河川
一般国道

5号
1.9 0

河川
一般国道

5号
2.8 0

河川
一般国道

5号
6.6 0

河川
一般国道

5号
3.7 0

河川
一般国道

5号
2.9 0

河川
一般国道

5号
4.4 0

河川
一般国道

5号
2.2 0

河川
一般国道

5号
1.1 0

河川
一般国道

5号
3.2 0

河川
一般国道

5号
5.9 0

河川
一般国道

5号
6.7 0

河川
一般国道

5号
1.5 0

河川
一般国道

5号
7 0

河川
一般国道

5号
4.2 0

河川
一般国道

5号
2.7 0


