
延長 利用可能
(km) 芯線数

後志利別川 せたな町兜野排水機場 3.01kp
水系 ～ ～

せたな町愛知１号樋門 4.37kp
後志利別川 せたな町愛知１号樋門 4.37kp
水系 ～ ～

今金町豊田３号樋門 9.91kp
後志利別川 今金町豊田３号樋門 9.91kp
水系 ～ ～

今金町今金橋右岸 16.01kp
後志利別川 今金町今金橋右岸 16.01kp
水系 ～ ～

今金河川事務所 16.2kp
後志利別川 今金河川事務所 16.2kp
水系 ～ ～

今金町水車橋右岸 24.5kp
後志利別川 今金町花石橋右岸 41.63kp
水系 ～ ～

今金町新花石橋左岸 42.85kp
一般 函館市桔梗町４３６番地 8.138kp
国道 ～ ～

亀田郡七飯町字本町 15.035kp
一般 亀田郡七飯町字本町 15.035kp
国道 ～ ～

亀田郡七飯町字峠下 20.26kp
一般 亀田郡七飯町字峠下 20.26kp
国道 ～ ～

亀田郡七飯町字大沼町 23.47kp
一般 亀田郡七飯町字大沼町 23.47kp
国道 ～ ～

亀田郡七飯町字西大沼 28.191kp
一般 亀田郡七飯町字西大沼 28.191kp
国道 ～ ～

茅部郡森町字赤井川 30.73kp
一般 茅部郡森町字赤井川 30.73kp
国道 ～ ～

茅部郡森町字駒ヶ岳 35.94kp
一般 茅部郡森町字駒ヶ岳 35.94kp
国道 ～ ～

茅部郡森町字森川町 41.575kp
一般 茅部郡森町字森川町 41.575kp
国道 ～ ～

茅部郡森町字上台町 43.085kp
一般 茅部郡森町字上台町 43.085kp
国道 ～ ～

茅部郡森町字本茅部町 50.142kp
一般 茅部郡森町字本茅部町 50.142kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町栄浜 55.33kp
一般 二海郡八雲町栄浜 55.33kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町落部 58.976kp
一般 二海郡八雲町落部 58.976kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町東野 61.216kp

道路 5号 3.7 18

道路 5号 2.2 18

道路 5号 7.1 18

道路 5号 5.2 18

道路 5号 1.9 18
接続施設名
「森防災ステーション」

道路 5号 6 18 接続施設名
「森防災ステーション」

道路 5号 2.5 14

道路 5号 5.2 14

道路 5号 3.2 14

道路 5号 4.7 14

接続施設名
「函館管理ステーション」

道路 5号 6.6 12

道路 5号 7.4 6

河川
後志利別

川
1.4 20

河川
後志利別

川
9.6 20

河川
後志利別

川
1.3 20

河川
後志利別

川
6.4 20

河川
後志利別

川
5.5 20

河川
後志利別

川
1.4 20

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

▲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)

光ファイバ開放状況（ＳＭ、ＤＳＦ）　函館開発建設部
　※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。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_setana-kabutonohaisuikijo.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kitahiyama-aiti1gohimon.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kitahiyama-aiti1gohimon.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_imakane-toyoda3gohimon.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_imakane-toyoda3gohimon.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_imakane-imakanebasiugan.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_imakane-imakanebasiugan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_shiribeshitoshibetsu-imaganekasenjimusho.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_shiribeshitoshibetsu-imaganekasenjimusho.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_imakane-suisyabasiugan.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_imagane-hanaishibashiugan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_imagane-shinhanaishibashisagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hakodate-kikyo2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kameda-nanae-honncho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kameda-nanae-honncho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_nanae-toge.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_nanae-toge.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_nanae-onuma_23_470.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_nanae-onuma_23_470.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kameda-nanae-nishionuma.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kameda-nanae-nishionuma.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_mori-akaigawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_mori-akaigawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kayabe-mori-komagatake.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kayabe-mori-komagatake.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_mori-morikawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_mori-morikawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kayabe-mori-kaminodaimachi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kayabe-mori-kaminodaimachi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_mori-honkayabe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_mori-honkayabe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_nikai-yakumo-sakaehama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_nikai-yakumo-sakaehama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_nikai-yakumo-otoshibe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_nikai-yakumo-otoshibe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yakumo-higashino_61_216.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/info/info01h.pdf
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/chousei/ud49g70000000oq2.html


延長 利用可能
(km) 芯線数

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

【SM】(令和４年度募集状況)

一般 二海郡八雲町東野 61.216kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町東野 63.471kp
一般 二海郡八雲町東野 63.471kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町山越 67.686kp
一般 二海郡八雲町山越 67.686kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町東雲町 73.082kp
一般 二海郡八雲町東雲町 73.082kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町花浦 76.403kp
一般 二海郡八雲町東雲町 73.082kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町立岩 61.108kp R277接続
一般 二海郡八雲町花浦 76.403kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町花浦 78.272kp
一般 二海郡八雲町花浦 78.272kp
国道 ～ ～

山越郡長万部町黒岩 84.057kp
一般 山越郡長万部町黒岩 84.057kp
国道 ～ ～

山越郡長万部町字豊津 89.524kp
一般 山越郡長万部町字豊津 89.524kp
国道 ～ ～

山越郡長万部町字豊野 93.267kp
一般 山越郡長万部町字豊野 93.267kp
国道 ～ ～

山越郡長万部町字国縫 95.2kp
一般 山越郡長万部町字国縫 95.2kp
国道 ～ ～

山越郡長万部町字花岡 99.162kp
一般 山越郡長万部町字花岡 99.162kp
国道 ～ ～

山越郡長万部町字長万部 105.122kp
一般 山越郡長万部町字長万部 105.122kp
国道 ～ ～

山越郡長万部町字栗岡 109.661kp
一般 山越郡長万部町字栗岡 109.661kp
国道 ～ ～

山越郡長万部町字双葉 112.881kp
一般 山越郡長万部町字双葉 112.881kp
国道 ～ ～

山越郡長万部町字蕨岱 119.932kp
一般 山越郡長万部町字長万部 0.022kp
国道 ～ ～

山越郡長万部町字静狩 5.64kp
一般 山越郡長万部町字静狩 5.64kp
国道 ～ ～

山越郡長万部町字静狩（静狩峠） 13.19kp
一般 檜山郡江差町字柳崎町 286.744kp R229接続
国道 ～ ～

檜山郡江差町字泊町 66.819kp
一般 檜山郡江差町字泊町 66.819kp
国道 ～ ～

檜山郡江差町字愛宕町 69.373kp R228接続
一般 北斗市七重浜7丁目 4.012kp R227接続
国道 ～ ～

北斗市谷好４丁目 9.949kp
一般 北斗市谷好４丁目 9.949kp
国道 ～ ～

北斗市館野 13.43kp
一般 北斗市館野 13.43kp
国道 ～ ～

北斗市茂辺地２丁目 16.62kp
道路 228号 3.2 18

道路 228号 6 20

道路 228号 3.5 20

接続施設名
「江差道路事務所」

道路 227号 2.7 18
接続施設名
「江差道路事務所」

道路 227号 4.3 18

道路 37号 5.6 16

道路 37号 7.6 16

道路 5号 3.2 20

道路 5号 7.1 20

道路 5号 6 38

道路 5号 4.6 20

道路 5号 1.9 20

道路 5号 4 20

道路 5号 5.5 20

道路 5号 3.7 20

道路 5号 1.9 20

道路 5号 5.8 20

道路 5号 2.9 14
接続施設名
「八雲道路事務所」

道路 5号 3.6 18
接続施設名
「八雲道路事務所」

道路 5号 5.7 20 接続施設名
「八雲道路事務所」

道路 5号 2.3 20

道路 5号 4.2 20

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yakumo-higashino_61_216.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yakumo-higashino_63_471.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yakumo-higashino_63_471.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_nikai-yakumo-yamakoshi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_nikai-yakumo-yamakoshi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yakumo-sinonome3.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yakumo-sinonome3.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yakumo-hanaura_76_403.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yakumo-sinonome3.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yakumo-tateiwa_32_682.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yakumo-hanaura_76_403.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yakumo-hanaura_78_272.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yakumo-hanaura_78_272.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yamakishi-oshamannbe-kuroiwa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yamakishi-oshamannbe-kuroiwa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_osyamanbe-toyotu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_osyamanbe-toyotu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_osyamanbe-toyono.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_osyamanbe-toyono.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yamakishi-oshamannbe-kunnui.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yamakishi-oshamannbe-kunnui.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yamakishi-oshamannbe-hanaoka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yamakishi-oshamannbe-hanaoka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_osyamanbe-osyamanbe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_osyamanbe-osyamanbe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yamakishi-oshamannbe-kurioka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yamakishi-oshamannbe-kurioka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_osyamanbe-futaba.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_osyamanbe-futaba.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_osyamanbe-warabitai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_osyamanbe-osyamanbe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_osyamanbe-sizukari1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_osyamanbe-sizukari1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_osyamanbe-sizukari2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_esashi_yanagisaki_286_744.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_esasi-tomari1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_esasi-tomari1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_esashi-aigo_69_373.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kamiiso-nanaehama1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kamiiso-taniyosi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kamiiso-taniyosi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hokuto-dateno.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hokuto-dateno.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kamiiso-yabuki.html#


延長 利用可能
(km) 芯線数

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

【SM】(令和４年度募集状況)

一般 北斗市茂辺地２丁目 16.62kp
国道 ～ ～

北斗市当別４丁目 21.366kp
一般 北斗市当別４丁目 21.366kp
国道 ～ ～

上磯郡木古内町字亀川 27.277kp
一般 上磯郡木古内町字亀川 27.277kp
国道 ～ ～

上磯郡木古内町字幸連 31.68kp
一般 上磯郡木古内町字幸連 31.68kp
国道 ～ ～

上磯郡木古内町字前浜 36.515kp
一般 上磯郡木古内町字前浜 36.515kp
国道 ～ ～

上磯郡知内町字中の川 40.3kp
一般 上磯郡知内町字中の川 40.3kp
国道 ～ ～

上磯郡知内町字重内 45.701kp
一般 上磯郡知内町字重内 45.701kp
国道 ～ ～

上磯郡知内町字上雷 48.789kp
一般 上磯郡知内町字上雷 48.789kp
国道 ～ ～

上磯郡知内町字湯の里 55.363kp
一般 上磯郡知内町字湯の里 55.363kp
国道 ～ ～

松前郡福島町字千軒 59.259kp
一般 松前郡福島町字千軒 59.259kp
国道 ～ ～

松前郡福島町字千軒 64.825kp
一般 松前郡福島町字千軒 64.825kp
国道 ～ ～

松前郡福島町字三岳 70.466kp
一般 松前郡福島町字三岳 70.466kp
国道 ～ ～

松前郡福島町字館崎 77.024kp
一般 松前郡福島町字館崎 77.024kp
国道 ～ ～

松前郡福島町字松浦 80.387kp
一般 松前郡福島町字松浦 80.387kp
国道 ～ ～

松前郡松前町字荒谷 86.274kp
一般 松前郡松前町字荒谷 86.274kp
国道 ～ ～

松前郡松前町字大磯 91.707kp
一般 松前郡松前町字大磯 91.707kp
国道 ～ ～

松前郡松前町字建石 93.746kp
一般 松前郡松前町字建石 93.746kp
国道 ～ ～

松前郡松前町字館浜 99.192kp
一般 松前郡松前町字館浜 99.192kp
国道 ～ ～

松前郡松前町字静浦 103.49kp
一般 松前郡松前町字静浦 103.49kp
国道 ～ ～

松前郡松前町字清部 108.224kp
一般 松前郡松前町字清部 108.224kp
国道 ～ ～

松前郡松前町字白坂 113.827kp
一般 松前郡松前町字白坂 113.827kp
国道 ～ ～

松前郡松前町字神山 119.264kp
一般 松前郡松前町字神山 119.264kp
国道 ～ ～

檜山郡上ノ国町字館野 124.433kp
道路 228号 5.2 20

道路 228号 5.6 18

道路 228号 5.4 20

道路 228号 4.3 18

道路 228号 4.7 18

道路 228号 5.5 18
接続施設名
「松前防災ステーション」

道路 228号 2.1 20 接続施設名
「松前防災ステーション」

道路 228号 5.9 20

道路 228号 5.4 20

道路 228号 6.6 18

道路 228号 3.4 20

道路 228号 5.6 20

道路 228号 5.7 20

道路 228号 6.6 20

道路 228号 3.9 20

道路 228号 5.7 20

道路 228号 3.1 20

道路 228号 4.8 20

道路 228号 3.8 20

道路 228号 5.9 20

道路 228号 4.4 20

道路 228号 4.8 20

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kamiiso-yabuki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hokuto-tobetsu4chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hokuto-tobetsu4chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kikonai-izumisawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kikonai-izumisawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kamiiso-kikouchi-koren.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kamiiso-kikouchi-koren.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kikonai-maehama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kikonai-maehama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_siriuti-morietu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_siriuti-morietu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kamiiso-shiriuchi-shigeuchi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kamiiso-shiriuchi-shigeuchi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_siriuti-kamirai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_siriuti-kamirai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kamiiso-shiriuchi-yunosato.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kamiiso-shiriuchi-yunosato.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hukusima-senken1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hukusima-senken1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hukusima-senken_64_825.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hukusima-senken_64_825.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hukusima-mitake2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hukusima-mitake2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_matsumae-fukushima-tatesaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_matsumae-fukushima-tatesaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hukusima-matuura.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hukusima-matuura.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_matsumae-matsumae-araya.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_matsumae-matsumae-araya.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_matsumae-matsumae-oiso.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_matsumae-matsumae-oiso.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_matumae-oiso.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_matumae-oiso.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_matsumae-matsumae-tatehama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_matsumae-matsumae-tatehama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_matumae-sizuura.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_matumae-sizuura.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_matsumae-matsumae-kiyobe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_matsumae-matsumae-kiyobe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_matumae-sirasaka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_matumae-sirasaka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hiyama-kaminokuni-kamiyama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hiyama-kaminokuni-kamiyama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kaminokuni-tateno.html#


延長 利用可能
(km) 芯線数

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

【SM】(令和４年度募集状況)

一般 檜山郡上ノ国町字館野 124.433kp
国道 ～ ～

檜山郡上ノ国町字石崎 130.347kp
一般 檜山郡上ノ国町字石崎 130.347kp
国道 ～ ～

檜山郡上ノ国町字汐吹 135.91kp
一般 檜山郡上ノ国町字汐吹 135.91kp
国道 ～ ～

檜山郡上ノ国町字大安在 140.606kp
一般 檜山郡上ノ国町字大安在 140.606kp
国道 ～ ～

檜山郡上ノ国町字原歌 145.235kp
一般 檜山郡上ノ国町字原歌 145.235kp
国道 ～ ～

檜山郡江差町字椴川町 150.981kp
一般 檜山郡江差町字椴川町 150.981kp
国道 ～ ～

檜山郡江差町字津花町 154.997kp
一般 檜山郡江差町字津花町 154.997kp
国道 ～ ～

檜山郡江差町字愛宕町 69.373kp
一般 島牧郡島牧村字持田 187.398kp
国道 ～ ～

久遠郡せたな町瀬棚区北島歌 193.285kp
一般 久遠郡せたな町瀬棚区北島歌 193.285kp
国道 ～ ～

久遠郡せたな町瀬棚区島歌 200.336kp
一般 久遠郡せたな町瀬棚区島歌 200.336kp
国道 ～ ～

久遠郡せたな町瀬棚区元浦 203.627kp
一般 久遠郡せたな町瀬棚区元浦 203.627kp
国道 ～ ～

久遠郡せたな町瀬棚区本町 208.22kp
一般 久遠郡せたな町瀬棚区本町 208.22kp
国道 ～ ～

久遠郡せたな町瀬棚区南川 209.5kp
一般 久遠郡せたな町瀬棚区南川 209.5kp
国道 ～ ～

久遠郡せたな町北檜山区北檜山 214.065kp
一般 久遠郡せたな町北檜山区北檜山 214.065kp
国道 ～ ～

久遠郡せたな町北檜山区栄 218.06kp
一般 久遠郡せたな町北檜山区栄 218.06kp
国道 ～ ～

久遠郡せたな町北檜山区若松 222.769kp
一般 久遠郡せたな町北檜山区若松 222.769kp
国道 ～ ～

久遠郡せたな町北檜山区二俣 224.326kp
一般 久遠郡せたな町北檜山区二俣 224.326kp
国道 ～ ～

久遠郡せたな町北檜山区二俣 229.063kp
一般 久遠郡せたな町北檜山区二俣 229.063kp
国道 ～ ～

久遠郡せたな町大成区宮野 233.913kp
一般 久遠郡せたな町大成区宮野 233.913kp
国道 ～ ～

久遠郡せたな町大成区宮野 238.37kp
一般 久遠郡せたな町大成区宮野 238.37kp
国道 ～ ～

久遠郡せたな町大成区貝取澗 242.626kp
一般 久遠郡せたな町大成区貝取澗 242.626kp
国道 ～ ～

久遠郡せたな町大成区貝取澗 246.035kp
一般 久遠郡せたな町大成区貝取澗 246.035kp
国道 ～ ～

久遠郡せたな町大成区長磯 249.56kp
道路 229号 3.5 18

道路 229号 4.3 20

道路 229号 3.4 18

道路 229号 4.9 18

道路 229号 4.5 18

道路 229号 1.6 20

道路 229号 4.8 18

道路 229号 4 20

道路 229号 4.7 17

接続施設名
「瀬棚防災ステーション」

道路 229号 4.8 16
接続施設名
「瀬棚防災ステーション」

道路 229号 4.6 17

道路 229号 1.5 15

道路 229号 7.1 14

道路 229号 3.3 15

道路 229号 6 13
接続施設名
「茂津多トンネル電気室」

道路 228号 4 18

道路 228号 1.3 18

道路 228号 4.6 20

道路 228号 5.8 18

道路 228号 5.6 18

道路 228号 4.7 20

道路 228号 5.9 18

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kaminokuni-tateno.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hiyama-kaminokuni-ishizaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hiyama-kaminokuni-ishizaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kaminokuni-siohuki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kaminokuni-siohuki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hiyama-kaminokuni-oanzai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_hiyama-kaminokuni-oanzai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kaminokuni-genka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kaminokuni-genka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_esashi-todokawa_150_981.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_esashi-todokawa_150_981.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_esashi-aigo_69_373.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_esashi-todokawa_150_981.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_esashi-aigo_69_373.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_simamaki-motida2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kuon-setana-setanakukitashimauta.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kuon-setana-setanakukitashimauta.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_setana-simauta.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_setana-simauta.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kuon-setana-setanakumotoura.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kuon-setana-setanakumotoura.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kuon-setana-setanakuhoncho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kuon-setana-setanakuhoncho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_setana-minamikawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_setana-minamikawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kitahiyama-kitahiyama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kitahiyama-kitahiyama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kuon-setana-kitahiyamakusakae.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kuon-setana-kitahiyamakusakae.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kuon-setana-kitahiyamakuwakamatsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kuon-setana-kitahiyamakuwakamatsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kitahiyama-hutamata.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kitahiyama-hutamata.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kitahiyama-hutamata_229_063.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kitahiyama-hutamata_229_063.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_taisei-miyano_233_913.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_taisei-miyano_233_913.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_taisei-miyano.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_taisei-miyano.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_taisei-nagaiso_242_626.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_taisei-nagaiso_242_626.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_taisei-nagaiso.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_taisei-nagaiso.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kuon-setana-taisekunagaiso.html#


延長 利用可能
(km) 芯線数

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

【SM】(令和４年度募集状況)

一般 久遠郡せたな町大成区長磯 249.56kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町熊石西浜町 254.327kp
一般 二海郡八雲町熊石西浜町 254.327kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町熊石鮎川町 258.991kp
一般 二海郡八雲町熊石鮎川町 258.991kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町熊石黒岩町 263.375kp
一般 二海郡八雲町熊石黒岩町 263.375kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町熊石折戸町 266.976kp
一般 二海郡八雲町熊石折戸町 266.976kp
国道 ～ ～

爾志郡乙部町字三ツ谷 272.381kp
一般 爾志郡乙部町字三ツ谷 272.381kp
国道 ～ ～

爾志郡乙部町字栄浜 276.26kp
一般 爾志郡乙部町字栄浜 276.26kp
国道 ～ ～

爾志郡乙部町字元町 281.327kp
一般 爾志郡乙部町字元町 281.327kp
国道 ～ ～

檜山郡江差町字柳崎町 286.744kp
一般 二海郡八雲町熊石鮎川町 0.776kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町熊石大谷町 4.914kp
一般 二海郡八雲町熊石大谷町 4.914kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町熊石大谷町 6.988kp
一般 二海郡八雲町熊石大谷町 6.988kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町鉛川 16.532kp
一般 二海郡八雲町鉛川 16.532kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町鉛川 24.152kp
一般 二海郡八雲町鉛川 24.152kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町立岩 28.534kp
一般 二海郡八雲町立岩 28.534kp
国道 ～ ～

二海郡八雲町立岩 32.682kp
一般 函館市若松町 0.445kp
国道 ～ ～

函館市新湊町 11.502kp
一般 函館市新湊町 11.502kp
国道 ～ ～

函館市瀬田来町 23.287kp
一般 函館市瀬田来町 23.287kp
国道 ～ ～

函館市中浜町 34.966kp
一般 函館市中浜町 34.966kp
国道 ～ ～

函館市絵紙山町 45.429kp
一般 函館市絵紙山町 45.429kp
国道 ～ ～

函館市木直町 56.61kp
一般 函館市木直町 56.61kp
国道 ～ ～

函館市川汲町 67.156kp
一般 函館市川汲町 67.156kp
国道 ～ ～

函館市大船町 76.121kp
一般 函館市大船町 76.121kp
国道 ～ ～

茅部郡鹿部町字大岩 83.39kp

道路 278号 10.7 0

道路 278号 8 0

道路 278号 11.2 0

道路 278号 10.6 0

道路 278号 11.8 0

道路 278号 10.5 0

道路 278号 12 0

道路 278号 11.8 0

道路 277号 4.4 18

道路 277号 4.1 14

道路 277号 9.6 0

道路 277号 7.6 17

接続施設名
「熊石防災ステーション」

道路 277号 2.1 20

道路 229号 5.5 18

道路 277号 4.2 16

道路 229号 3.9 18

道路 229号 5.1 18

道路 229号 3.6 16

道路 229号 5.4 18

道路 229号 5.2 16
接続施設名
「熊石防災ステーション」

道路 229号 5.5 16 接続施設名
「熊石防災ステーション」

道路 229号 4.8 16

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kuon-setana-taisekunagaiso.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_nikai-yakumo-kumaishinishihamacho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_nikai-yakumo-kumaishinishihamacho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kumaisi-ayukawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kumaisi-ayukawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_nikai-yakumo-kumaishikuroiwacho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_nikai-yakumo-kumaishikuroiwacho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kumaisi-orito.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kumaisi-orito.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_nishi-otobe-mitutani.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_nishi-otobe-mitutani.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_otobe-sakaehama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_otobe-sakaehama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_nishi-otobe-motomachi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_nishi-otobe-motomachi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_esasi-ryuzaki2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kumaisi-ayukawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kumaisi-kenzitu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kumaisi-kenzitu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kumaisi-ootani.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yakumo-namarikawa_16_532.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yakumo-namarikawa1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yakumo-namarikawa1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yakumo-tateiwa_28_534.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yakumo-tateiwa_28_534.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_yakumo-tateiwa_32_682.html#


延長 利用可能
(km) 芯線数

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

【SM】(令和４年度募集状況)

一般 茅部郡鹿部町字大岩 83.912kp
国道 ～ ～

茅部郡鹿部町字宮浜 88.229kp
一般 茅部郡鹿部町字宮浜 88.229kp
国道 ～ ～

茅部郡鹿部町字本別 91.197kp
一般 茅部郡鹿部町字本別 91.197kp
国道 ～ ～

茅部郡鹿部町字本別 94.42kp
一般 茅部郡鹿部町字本別 94.42kp
国道 ～ ～

茅部郡森町字砂原東４丁目 98.217kp
一般 茅部郡森町字砂原東４丁目 98.217kp
国道 ～ ～

茅部郡森町字砂原５丁目 102.939kp
一般 茅部郡森町字砂原５丁目 102.939kp
国道 ～ ～

茅部郡森町字砂原西１丁目 108.526kp
一般 茅部郡森町字砂原西１丁目 108.526kp
国道 ～ ～

茅部郡森町字森川町 114.209kp
道路 278号 5.9 20 接続施設名

「森防災ステーション」

道路 278号 4.7 20

道路 278号 5.6 20

道路 278号 3.2 20

道路 278号 3.8 20

道路 278号 4.3 20

道路 278号 3 20

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_sikabe-ooiwa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_sikabe-miyahama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_sikabe-miyahama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_sikabe-honbetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_sikabe-honbetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_sikabe-syono.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_sikabe-syono.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kayabe-mori-sunaharahigashi4chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kayabe-mori-sunaharahigashi4chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_sawara-siken.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_sawara-siken.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kayabe-mori-sunaharanishi1chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_kayabe-mori-sunaharanishi1chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81661h_mori-morikawa.html#


延長 利用可能
(km) 芯線数

函館市大川町
幹線 ～

函館市万代町 1.947(R227)

函館市亀田町 2.858kp
幹線 ～ ～

函館市大川町 2.858kp
函館市亀田町 2.858kp

幹線 ～ ～
函館市亀田本町 3.94kp
函館市亀田本町 3.94kp

幹線 ～ ～
函館市石川町 5.966kp
函館市石川町 5.966kp

幹線 ～ ～
函館市桔梗町 8.183kp
函館市桔梗町 8.183kp

幹線 ～ ～
亀田郡七飯町字本町 15.035kp
亀田郡七飯町字本町 15.035kp

幹線 ～ ～
亀田郡七飯町字峠下 20.26kp
亀田郡七飯町字峠下 20.26kp

幹線 ～ ～
亀田郡七飯町字大沼町 23.47kp
亀田郡七飯町字大沼町 23.47kp

幹線 ～ ～
亀田郡七飯町字西大沼 28.191kp
亀田郡七飯町字西大沼 28.191kp

幹線 ～ ～
茅部郡森町字赤井川 30.73kp
茅部郡森町字赤井川 30.73kp

幹線 ～ ～
茅部郡森町字駒ヶ岳 35.94kp
茅部郡森町字駒ヶ岳 35.94kp

幹線 ～ ～
茅部郡森町字森川町 41.575kp
茅部郡森町字森川町 41.575kp

幹線 ～ ～
茅部郡森町字上台町 43.085kp
茅部郡森町字上台町 43.085kp

幹線 ～ ～
茅部郡森町字本茅部町 50.142kp
茅部郡森町字本茅部町 50.142kp

幹線 ～ ～
二海郡八雲町栄浜 55.33kp
二海郡八雲町栄浜 55.33kp

幹線 ～ ～
二海郡八雲町落部 58.976kp
二海郡八雲町落部 58.976kp

幹線 ～ ～
二海郡八雲町東野 61.216kp
二海郡八雲町東野 61.216kp

幹線 ～ ～
二海郡八雲町東野 63.471kp
二海郡八雲町東野 63.471kp

幹線 ～ ～
二海郡八雲町山越 67.686kp
二海郡八雲町山越 67.686kp

幹線 ～ ～
二海郡八雲町東雲町 73.082kp
二海郡八雲町東雲町 73.082kp

幹線 ～ ～
二海郡八雲町花浦 76.403kp

河川
一般国道

5号
5.7 0

河川
一般国道

5号
6.2 0

河川
一般国道

5号
2.3 0

河川
一般国道

5号
4.2 0

河川
一般国道

5号
3.7 0

河川
一般国道

5号
2.2 0

河川
一般国道

5号
7.1 0

河川
一般国道

5号
5.2 0

河川
一般国道

5号
5.6 0

河川
一般国道

5号
1.5 0

河川
一般国道

5号
2.5 0

河川
一般国道

5号
5.2 0

河川
一般国道

5号
3.2 0

河川
一般国道

5号
4.7 0

河川
一般国道
5号(新道)

7.3 0

河川
一般国道
5号(新道)

6.6 0

河川
一般国道

5号
2 0

河川
一般国道
5号(新道)

2.2 0

河川
一般国道

5号
0.5 0

河川
一般国道

5号
1.1 0

備　　考

河川
道道
571号

1.6 0

【DSF】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標



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

二海郡八雲町花浦 76.403kp
幹線 ～ ～

二海郡八雲町花浦 78.272kp
二海郡八雲町花浦 78.272kp

幹線 ～ ～
山越郡長万部町黒岩 84.057kp
山越郡長万部町黒岩 84.057kp

幹線 ～ ～
山越郡長万部町字豊津 89.524kp
山越郡長万部町字豊津 89.524kp

幹線 ～ ～
山越郡長万部町字豊野 93.267kp
山越郡長万部町字豊野 93.267kp

幹線 ～ ～
山越郡長万部町字国縫 95.2kp
山越郡長万部町字国縫 95.2kp

幹線 ～ ～
山越郡長万部町字花岡 99.162kp
山越郡長万部町字花岡 99.162kp

幹線 ～ ～
山越郡長万部町字長万部 105.122kp
山越郡長万部町字長万部 105.122kp

幹線 ～ ～
山越郡長万部町字栗岡 109.661kp
山越郡長万部町字栗岡 112.881kp

幹線 ～ ～
山越郡長万部町字双葉 112.881kp
山越郡長万部町字双葉 112.881kp

幹線 ～ ～
山越郡長万部町字蕨岱 119.932kp
山越郡長万部町字長万部 0.022kp

幹線 ～ ～
山越郡長万部町字静狩 5.64kp
山越郡長万部町字静狩 5.64kp

幹線 ～ ～
山越郡長万部町字静狩（静狩峠） 13.19kp

函館市万代町 1.947kp
幹線 ～ ～

北斗市七重浜７丁目 4.012kp
北斗市七重浜7丁目 4.012kp

幹線 ～ ～
北斗市七重浜8丁目 5.657kp
北斗市七重浜８丁目 5.657kp

幹線 ～ ～
北斗市追分４丁目 5.657kp
北斗市追分４丁目 5.657kp

幹線 ～ ～
北斗市谷好４丁目 9.949kp
北斗市谷好４丁目 9.949kp

幹線 ～ ～
北斗市館野 13.43kp
北斗市館野 13.43kp

幹線 ～ ～
北斗市茂辺地２丁目 16.62kp
北斗市茂辺地２丁目 16.62kp

幹線 ～ ～
北斗市当別４丁目 21.366kp
北斗市当別４丁目 21.366kp

幹線 ～ ～
上磯郡木古内町字亀川 27.277kp
上磯郡木古内町字亀川 27.277kp

幹線 ～ ～
上磯郡木古内町字幸連 31.68kp

河川
一般国道
228号

4.4 0

河川
一般国道
228号

4.8 0

河川
一般国道
228号

5.9 0

河川
一般国道
228号

3.5 0

河川
一般国道
228号

3.2 0

河川
一般国道
228号

1.1 0

河川
一般国道
228号

5.4 0

河川
一般国道
227号

4 0

河川
一般国道
228号

1.6 0

河川
一般国道
37号

5.6 0

河川
一般国道
37号

7.6 0

河川
一般国道

5号
3.2 0

河川
一般国道

5号
7.1 0

河川
一般国道

5号
12 0

河川
一般国道

5号
4.6 0

河川
一般国道

5号
1.9 0

河川
一般国道

5号
4 0

河川
一般国道

5号
5.5 0

河川
一般国道

5号
3.7 0

河川
一般国道

5号
1.9 0

河川
一般国道

5号
5.8 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

上磯郡木古内町字幸連 31.68kp
幹線 ～ ～

上磯郡木古内町字前浜 36.515kp
上磯郡木古内町字前浜 36.515kp

幹線 ～ ～
上磯郡知内町字中の川 40.3kp
上磯郡知内町字中の川 40.3kp

幹線 ～ ～
上磯郡知内町字重内 45.701kp
上磯郡知内町字重内 45.701kp

幹線 ～ ～
上磯郡知内町字上雷 48.789kp
上磯郡知内町字上雷 48.789kp

幹線 ～ ～
上磯郡知内町字湯の里 55.363kp
上磯郡知内町字湯の里 55.363kp

幹線 ～ ～
松前郡福島町字千軒 59.259kp
松前郡福島町字千軒 59.259kp

幹線 ～ ～
松前郡福島町字千軒 64.825kp
松前郡福島町字千軒 64.825kp

幹線 ～ ～
松前郡福島町字三岳 70.466kp
松前郡福島町字三岳 70.466kp

幹線 ～ ～
松前郡福島町字館崎 77.024kp
松前郡福島町字館崎 77.024kp

幹線 ～ ～
松前郡福島町字松浦 80.387kp
松前郡福島町字松浦 80.387kp

幹線 ～ ～
松前郡松前町字荒谷 86.274kp
松前郡松前町字荒谷 86.274kp

幹線 ～ ～
松前郡松前町字大磯 91.707kp
松前郡松前町字大磯 91.707kp

幹線 ～ ～
松前郡松前町字建石 93.746kp
松前郡松前町字建石 93.746kp

幹線 ～ ～
松前郡松前町字館浜 99.192kp
松前郡松前町字館浜 99.192kp

幹線 ～ ～
松前郡松前町字静浦 103.49kp
松前郡松前町字静浦 103.49kp

幹線 ～ ～
松前郡松前町字清部 108.224kp
松前郡松前町字清部 108.224kp

幹線 ～ ～
松前郡松前町字白坂 113.827kp
松前郡松前町字白坂 113.827kp

幹線 ～ ～
松前郡松前町字神山 119.264kp
松前郡松前町字神山 119.264kp

幹線 ～ ～
檜山郡上ノ国町字館野 124.433kp
檜山郡上ノ国町字館野 124.433kp

幹線 ～ ～
檜山郡上ノ国町字石崎 130.347kp
檜山郡上ノ国町字石崎 130.347kp

幹線 ～ ～
檜山郡上ノ国町字汐吹 135.91kp

河川
一般国道
228号

5.9 0

河川
一般国道
228号

5.6 0

河川
一般国道
228号

5.4 0

河川
一般国道
228号

5.2 0

河川
一般国道
228号

4.7 0

河川
一般国道
228号

5.6 0

河川
一般国道
228号

5.5 0

河川
一般国道
228号

4.3 0

河川
一般国道
228号

5.4 0

河川
一般国道
228号

2.1 0

河川
一般国道
228号

3.4 0

河川
一般国道
228号

5.9 0

河川
一般国道
228号

5.7 0

河川
一般国道
228号

6.6 0

河川
一般国道
228号

3.9 0

河川
一般国道
228号

5.6 0

河川
一般国道
228号

3.1 0

河川
一般国道
228号

6.6 0

河川
一般国道
228号

3.8 0

河川
一般国道
228号

5.7 0

河川
一般国道
228号

4.8 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

檜山郡上ノ国町字汐吹 135.91kp
幹線 ～ ～

檜山郡上ノ国町字大安在 140.606kp
檜山郡上ノ国町字大安在 140.606kp

幹線 ～ ～
檜山郡上ノ国町字原歌 145.235kp
檜山郡上ノ国町字原歌 145.235kp

幹線 ～ ～
檜山郡上ノ国町字北村 148.955kp
檜山郡上ノ国町字北村 148.955kp

幹線 ～ ～
檜山郡江差町字椴川町 150.981kp
檜山郡江差町字椴川町 150.981kp

幹線 ～ ～
檜山郡江差町字愛宕町 69.373kp
檜山郡江差町字伏木戸町 63.66kp

幹線 ～ ～
檜山郡江差町字泊町 66.819kp
檜山郡江差町字泊町 66.819kp

幹線 ～ ～
檜山郡江差町字愛宕町 69.373kp
島牧郡島牧村字持田 187.398kp

幹線 ～ ～
久遠郡せたな町瀬棚区北島歌 193.285kp
久遠郡せたな町瀬棚区北島歌 193.285kp

幹線 ～ ～
久遠郡せたな町瀬棚区島歌 200.336kp
久遠郡せたな町瀬棚区島歌 200.336kp

幹線 ～ ～
久遠郡せたな町瀬棚区元浦 203.627kp
久遠郡せたな町瀬棚区元浦 203.627kp

幹線 ～ ～
久遠郡せたな町瀬棚区本町 208.22kp
久遠郡せたな町瀬棚区本町 208.22kp

幹線 ～ ～
久遠郡せたな町瀬棚区南川 209.5kp
久遠郡せたな町瀬棚区南川 209.5kp

幹線 ～ ～
久遠郡せたな町北檜山区北檜山 214.065kp
久遠郡せたな町北檜山区北檜山 214.065kp

幹線 ～ ～
久遠郡せたな町北檜山区栄 218.06kp
久遠郡せたな町北檜山区栄 218.06kp

幹線 ～ ～
久遠郡せたな町北檜山区若松 222.769kp
久遠郡せたな町北檜山区若松 222.769kp

幹線 ～ ～
久遠郡せたな町北檜山区二俣 224.326kp
久遠郡せたな町北檜山区二俣 224.326kp

幹線 ～ ～
久遠郡せたな町北檜山区二俣 229.063kp
久遠郡せたな町北檜山区二俣 229.063kp

幹線 ～ ～
久遠郡せたな町大成区宮野 233.913kp
久遠郡せたな町大成区宮野 233.913kp

幹線 ～ ～
久遠郡せたな町大成区宮野 238.37kp
久遠郡せたな町大成区宮野 238.37kp

幹線 ～ ～
久遠郡せたな町大成区貝取澗 242.626kp
久遠郡せたな町大成区貝取澗 242.626kp

幹線 ～ ～
久遠郡せたな町大成区貝取澗 246.035kp
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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

久遠郡せたな町大成区貝取澗 246.035kp
幹線 ～ ～

久遠郡せたな町大成区長磯 249.56kp
久遠郡せたな町大成区長磯 249.56kp

幹線 ～ ～
二海郡八雲町熊石西浜町 254.327kp
二海郡八雲町熊石西浜町 245.327kp

幹線 ～ ～
二海郡八雲町熊石鮎川町 258.991kp
二海郡八雲町熊石鮎川町 258.991kp

幹線 ～ ～
二海郡八雲町熊石黒岩町 263.375kp
二海郡八雲町熊石黒岩町 263.375kp

幹線 ～ ～
二海郡八雲町熊石折戸町 266.976kp
二海郡八雲町熊石折戸町 266.976kp

幹線 ～ ～
爾志郡乙部町字三ツ谷 272.381kp
爾志郡乙部町字三ツ谷 272.381kp

幹線 ～ ～
爾志郡乙部町字栄浜 276.26kp
爾志郡乙部町字栄浜 276.26kp

幹線 ～ ～
爾志郡乙部町字元町 281.305kp
爾志郡乙部町字元町 281.305kp

幹線 ～ ～
檜山郡江差町字柳崎町 286.744kp
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