
延長 利用可能

(km) 芯線数

鵡川 むかわ町鵡川河口 0.6kp
水系 ～ ～

むかわ町穂別字栄 26kp
鵡川 むかわ町穂別字栄 26kp
水系 ～ ～

むかわ町穂別 41.1kp
沙流川 日高町門別沙流川河口 0.4kp
水系 ～ ～

平取町紫雲古津 7.4kp
沙流川 平取町紫雲古津 7.4kp
水系 ～ ～

平取町本町 14.9kp
沙流川 平取町本町 14.9kp
水系 ～ ～

平取町二風谷 21.5kp
沙流川 日高町門別表町 0.6kp
水系 ～ ～

富川 2.8kp
沙流川 平取町字二風谷24-2 0kp
水系 ～ ～

平取町字二風谷59-4 1kp
沙流川 平取町字二風谷59-4 1kp
水系 ～ ～

平取町字荷負12-16 5.9kp
沙流川 平取町字荷負 ０ｋｐ
水系

二風谷ダ
ム

～ ～ 10.8 0

平取町字貫気別 10.8ｋｐ
樽前山（樽前水位計）国道36号線

～
樽前山（樽前水位計）国道36号線
樽前山（錦岡水位計）国道36号線

～
樽前山（錦岡水位計）国道36号線

樽前山（ｱﾙﾃﾝ監視ｶﾒﾗ）
～

国道36号線
苫小牧市末広町3丁目

～
室蘭建設管理部苫小牧出張所
樽前山（小糸魚川水位計）

～
国道36号線

樽前山（別々監視ｶﾒﾗ）
～

国道36号線
樽前山（別々監視ｶﾒﾗ）

～
別々水位計

樽前山（苫小牧川下流水位計）国道36号線
～

樽前山（苫小牧川下流水位計）国道36号線
砂防 樽前山 樽前山 5.2 0

砂防 樽前山 樽前山 2 0

砂防 樽前山 樽前山 1.5 0

砂防 樽前山 樽前山 7.8 0

砂防 樽前山 樽前山 0.5 0

0

砂防 樽前山 樽前山 4.2 0

2.4 0

砂防 樽前山 樽前山 7.3

ダム
二風谷ダ

ム
4.5 0

ダム
二風谷ダ

ム
1.3 0

河川 沙流川 2.2 0

河川 沙流川 7.6 0

河川 沙流川 7.3 0

河川 沙流川 7.5 0

河川 鵡川 15.7 0

河川 鵡川 28.8 0

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）　室蘭開発建設部

　※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。

ダム

砂防 樽前山 樽前山

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_biratori-siunkotu.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_biratori-honmati.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/info/info01h.pdf#
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/chousei/ud49g70000000rgy.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)

胆振 苫小牧市小糸井
海岸 ～

苫小牧道路事務所
胆振 苫小牧市元町３丁目
海岸 ～

苫小牧市光洋町１丁目
胆振 苫小牧市糸井
海岸 ～

苫小牧市糸井
胆振 白老町日の出
海岸 ～

白老町日の出
胆振 白老町北吉原
海岸 ～

白老町北吉原
胆振 白老町社台
海岸 ～

白老町社台
胆振 苫小牧市錦岡
海岸 ～

苫小牧市錦岡
一般 苫小牧市字美沢 48.262kp
国道 ～ ～

苫小牧市字美沢 50.29kp
一般 苫小牧市字美沢 50.29kp
国道 ～ ～

苫小牧市字植苗 56.451kp
一般 苫小牧市字植苗 56.451kp
国道 ～ ～

苫小牧市新開町１丁目 60.258kp
一般 苫小牧市新開町１丁目 60.258kp
国道 ～ ～

苫小牧市新中野町３丁目 66.35kp
一般 苫小牧市新中野町３丁目 66.35kp
国道 ～ ～

苫小牧市矢代町１丁目 68.828kp
一般 苫小牧市矢代町１丁目 68.828kp
国道 ～ ～

苫小牧市日吉町２丁目 71.789kp
一般 苫小牧市日吉町２丁目 71.789kp
国道 ～ ～

苫小牧市字糸井 74.879kp
一般 苫小牧市字糸井 74.879kp
国道 ～ ～

苫小牧市字樽前 80.321kp
一般 苫小牧市字樽前 80.321kp
国道 ～ ～

白老郡白老町字社台 85.864kp
一般 白老郡白老町字社台 85.864kp
国道 ～ ～

白老郡白老町字石山 91.662kp
一般 白老郡白老町字石山 91.662kp
国道 ～ ～

白老郡白老町字北吉原 98.719kp
一般 白老郡白老町字北吉原 98.719kp
国道 ～ ～

白老郡白老町字竹浦 102.801kp
一般 白老郡白老町字竹浦 102.801kp
国道 ～ ～

登別市登別東町３丁目 108.245kp
一般 登別市登別東町３丁目 108.245kp
国道 ～ ～

登別市幸町５丁目 112.994kp
道路 36号 4.8 16

道路 36号 5.5 15

道路 36号 4.1 11

道路 36号 7.1 11

道路 36号 5.8 11

道路 36号 5.6 11

道路 36号 5.4 12

接続施設名
「苫小牧道路事務所」

道路 36号 3.2 16
接続施設名
「苫小牧道路事務所」

道路 36号 3.0 56

道路 36号 2.5 0

道路 36号 6.1 18

道路 36号 3.8 0

道路 36号 6.2 12

道路 36号 2.0 12

海岸 胆振海岸 0.5 0

海岸 胆振海岸 1.2 0

海岸 胆振海岸 0.6 0

海岸 胆振海岸 0.2 0

海岸 胆振海岸 0.3 0

海岸 胆振海岸 0.6 0

海岸 胆振海岸 0.8 0

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-bisawa_48_280.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-bisawa_50_290.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-bisawa_50_290.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-uenae.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-sinkai1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-shinnakano3chome_66_350.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-yashiro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-hiyoshicho2chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-hiyoshicho2chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-nisikioka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-nisikioka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-tarumae_80_321.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-tarumae_80_321.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_siraoi-syadai2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_siraoi-syadai2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_siraoi-isiyama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_siraoi-isiyama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_shiraoi-shiraoi-kitayoshiwara.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_shiraoi-shiraoi-kitayoshiwara.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_siraoi-takeura.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_siraoi-takeura.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_noboribetuhigasimachi3_108_245.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_noboribetuhigasimachi3_108_245.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_noboribetu-tomiura.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 登別市幸町５丁目 112.994kp
国道 ～ ～

登別市幌別町２丁目 117.354kp
一般 登別市幌別町２丁目 117.354kp
国道 ～ ～

登別市大和町２丁目 120.645kp
一般 登別市大和町２丁目 120.645kp
国道 ～ ～

室蘭市東町３丁目 126.805kp
一般 室蘭市東町３丁目 126.805kp
国道 ～ ～

室蘭市入江町 133.297kp
一般 室蘭市入江町 133.297kp
国道 ～ ～

室蘭市海岸町１丁目 133.61kp
一般 山越郡長万部町字静狩（静狩峠） 13.19kp
国道 ～ ～

山越郡長万部町字静狩 18.652kp
一般 山越郡長万部町字静狩 18.652kp
国道 ～ ～

虻田郡豊浦町字礼文華 24.289kp
一般 虻田郡豊浦町字礼文華 24.289kp
国道 ～ ～

虻田郡豊浦町字豊泉 31.433kp
一般 虻田郡豊浦町字豊泉 31.433kp
国道 ～ ～

虻田郡豊浦町字東雲町 37.717kp
一般 虻田郡豊浦町字東雲町 37.717kp
国道 ～ ～

虻田郡洞爺湖町清水 42.067kp
一般 虻田郡洞爺湖町清水 42.067kp
国道 ～ ～

虻田郡洞爺湖町入江 45.139kp
一般 虻田郡洞爺湖町入江 45.139kp
国道 ～ ～

伊達市南有珠町 48.368kp
一般 伊達市南有珠町 48.368kp
国道 ～ ～

伊達市長和町 52.735kp R453接続
一般 伊達市長和町 52.735kp R453接続
国道 ～ ～

伊達市長和町 53.011kp
一般 伊達市長和町 53.011kp
国道 ～ ～

伊達市舟岡町 57.312kp
一般 伊達市舟岡町 57.312kp
国道 ～ ～

伊達市南稀府町 62.303kp
一般 伊達市南稀府町 62.303kp
国道 ～ ～

伊達市南黄金町 67.681kp
一般 伊達市南黄金町 67.681kp
国道 ～ ～

室蘭市陣屋町２丁目 72.477kp
一般 室蘭市陣屋町２丁目 72.477kp
国道 ～ ～

室蘭市祝津町１丁目 76.485kp
一般 室蘭市祝津町１丁目 76.485kp
国道 ～ ～

室蘭市海岸町１丁目 133.61kp
一般 虻田郡洞爺湖町大原 83.205kp
国道 ～ ～

虻田郡洞爺湖町香川 87.282kp
道路 230号 4.1 8

道路 37号

道路
37号
（新道）

3.1 0

道路
37号
（新道）

2.9 4

道路 37号 5.4 4

4.8 4

道路 37号

道路 37号 5.0 16

道路 37号 4.3 16

0.3 16

道路 37号 4.4 16

接続施設名
「有珠復旧事務所」

道路

道路 37号 3.3 16
接続施設名
「有珠復旧事務所」

道路 37号 3.2 40

37号 4.4 20

道路 37号 6.3 20

道路 37号

道路 37号 7.1 12

道路 37号 5.7 12

5.4 4

接続施設名
「室蘭開発建設部」

道路 36号 0.6 16
接続施設名
「室蘭開発建設部」

道路 36号 6.8 16

接続施設名
「室蘭道路事務所」

道路 36号 6.3 12
接続施設名
「室蘭道路事務所」

道路 36号 3.4 12

道路 36号 4.4 12

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_noboribetu-tomiura.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_noboribetsu-horobetsu2chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_noboribetsu-horobetsu2chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_noboribetu-yamato.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_noboribetu-yamato.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_muroran-higashimachi3chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_muroran-higashimachi3chome.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_muroran-hinode1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_muroran-hinode1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_muroran-kaigan1chome_133_610.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_osyamanbe-sizukari2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_osyamanbe-sizukari_18_652.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_osyamanbe-sizukari_18_652.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_toyoura-reibun3.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_toyoura-reibun3.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_toyoura-toyoizumi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_toyoura-toyoizumi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_toyoura_shinonome_37_717.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_toyoura_shinonome_37_717.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_toyako-shimizu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_toyako-shimizu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_douyakochou_irie_45_139.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_douyakochou_irie_45_139.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-minamiusu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-minamiusu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-chowa_52_735.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-chowa_52_735.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-chowa_53_011.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-chowa_53_011.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-hunaoka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-hunaoka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-minamimareppu_62_303.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-minamimareppu_62_303.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-minamikogane.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-minamikoganecho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_muroran-zinya2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_muroran-zinya2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_muroran-syukutu1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_toya-ohara.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_toya-kagawa1.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 虻田郡洞爺湖町香川 87.282kp
国道 ～ ～

虻田郡洞爺湖町成香 93.212kp
一般 虻田郡洞爺湖町成香 93.212kp
国道 ～ ～

虻田郡洞爺湖町月浦 99.758kp
一般 虻田郡洞爺湖町月浦 99.758kp
国道 ～ ～

虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉 103.507kp
一般 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉 103.507kp
国道 ～ ～

虻田郡洞爺湖町清水 42.067kp R37接続
一般 勇払郡安平町追分美園 37.356kp
国道 ～ ～

苫小牧市字沼ノ端 68.074kp
一般 苫小牧市字沼ノ端 56.451kp R36接続
国道 ～ ～

苫小牧市字柏原 4.496kp
一般 苫小牧市字柏原 4.496kp
国道 ～ ～

勇払郡厚真町字共和 8.669kp
一般 勇払郡厚真町字共和 8.669kp
国道 ～ ～

勇払郡厚真町字共和 12.761kp
一般 勇払郡厚真町字共和 12.761kp
国道 ～ ～

勇払郡厚真町字浜厚真 15.71kp
一般 勇払郡厚真町字浜厚真 15.71kp
国道 ～ ～

勇払郡厚真町字浜厚真 17.15kp
一般 勇払郡厚真町字浜厚真 17.15kp
国道 ～ ～

勇払郡むかわ町洋光 24.037kp
一般 勇払郡むかわ町洋光 24.037kp
国道 ～ ～

勇払郡むかわ町宮戸 26.336kp
一般 勇払郡むかわ町宮戸 26.336kp
国道 ～ ～

勇払郡むかわ町汐見 31.465kp
一般 勇払郡むかわ町汐見 31.465kp
国道 ～ ～

沙流郡日高町富川南１丁目 35.76kp
一般 沙流郡日高町富川南１丁目 35.76kp
国道 ～ ～

沙流郡日高町富川東５丁目 37.496kp
一般 沙流郡日高町富川東５丁目 37.496kp
国道 ～ ～

沙流郡日高町門別本町 41.619kp
一般 沙流郡日高町門別本町 41.619kp
国道 ～ ～

沙流郡日高町字豊里 47.93kp
一般 沙流郡日高町字豊里 47.93kp
国道 ～ ～

沙流郡日高町字清畠 51.76kp
一般 沙流郡日高町字清畠 51.76kp
国道 ～ ～

新冠郡新冠町字大狩部 56.86kp
一般 新冠郡新冠町字大狩部 56.86kp
国道 ～ ～

新冠郡新冠町字大狩部 61.019kp
一般 新冠郡新冠町字大狩部 61.019kp
国道 ～ ～

新冠郡新冠町字高江 67.23kp
道路 235号

道路 235号 4.2 19

6.2 19

道路 235号

道路 235号 5.1 19

道路 235号 3.8 19

道路 235号 4.1 19

6.3 19

道路 235号

道路 235号 1.7 19

道路 235号 4.3 20

道路 235号 2.3 16

5.1 20

道路 235号

道路 235号 6.9 16

道路 235号 1.4 16

道路 235号 4.1 16

2.9 16

道路 234号

道路 235号 3.9 16

道路 235号 7.6 20

道路 230号 2.6 20

28.9 0

道路 230号

道路 230号 3.5 16

道路 230号 6.5 4

5.9 8

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_toya-kagawa1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_abuta-toyako-seka_93_212.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_abuta-toyako-seka_93_212.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_abuta-tukiura.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_abuta-tukiura.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_toyako-toyakoonsen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_toyako-toyakoonsen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_toyako-shimizu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-numanohata_66_124.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-kashiwabara.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-kashiwabara.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_atsuma-kyowa_8_669.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_atsuma-kyowa_8_669.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_atsuma-kyowa_12_761.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_atsuma-kyowa_12_761.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_atsuma-hamaatsuma_15_710.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_atsuma-hamaatsuma_15_710.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_atsuma-hamaatsuma_17_150.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_atsuma-hamaatsuma_17_150.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_mukawa-yoko.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_mukawa-yoko.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_mukawa-miyato.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_mukawa-miyato.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_mukawa-shiomi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_mukawa-shiomi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_hidaka-tomikawaminami1chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_hidaka-tomikawaminami1chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_hidaka-tomikawahigashi5chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_hidaka-tomikawahigashi5chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_hidaka-honbetsuhoncho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_hidaka-honbetsuhoncho.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_hidaka-toyosato.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_hidaka-toyosato.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_hidaka-kiyohata.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_hidaka-kiyohata.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_nikappu-okaribe_56_760.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_nikappu-okaribe_56_760.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_nikappu-okaribe_61_019.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_nikappu-okaribe_61_019.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_nikappu-takae.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 新冠郡新冠町字高江 67.23kp
国道 ～ ～

日高郡新ひだか町静内末広２丁目 72.68kp
一般 日高郡新ひだか町静内末広２丁目 72.68kp
国道 ～ ～

日高郡新ひだか町静内浦和 79.1kp
一般 日高郡新ひだか町静内浦和 79.1kp
国道 ～ ～

日高郡新ひだか町静内春立 85.55kp
一般 日高郡新ひだか町静内春立 85.55kp
国道 ～ ～

日高郡新ひだか町静内春立 89.755kp
一般 日高郡新ひだか町静内春立 89.755kp
国道 ～ ～

日高郡新ひだか町三石本町 93.989kp
一般 日高郡新ひだか町三石本町 93.989kp
国道 ～ ～

日高郡新ひだか町三石本町 100.125kp
一般 日高郡新ひだか町三石本町 100.125kp
国道 ～ ～

日高郡新ひだか町三石鳧舞 103.625kp
一般 日高郡新ひだか町三石鳧舞 103.625kp
国道 ～ ～

浦河郡浦河町字東栄 107.96kp
一般 浦河郡浦河町字東栄 107.96kp
国道 ～ ～

浦河郡浦河町字井寒台 112.285kp
一般 浦河郡浦河町字井寒台 112.285kp
国道 ～ ～

浦河郡浦河町堺町西４丁目 114.028kp
一般 浦河郡浦河町堺町西４丁目 114.028kp
国道 ～ ～

浦河郡浦河町大通２丁目 115.811kp
一般 浦河郡浦河町堺町西４丁目 115.811kp
国道 ～ ～

浦河郡浦河町大通５丁目 138.449kp R236接続
一般 浦河郡浦河町字上杵臼 102.696kp
国道 ～ ～

浦河郡浦河町字上杵臼 112.291kp
一般 浦河郡浦河町字上杵臼 112.291kp
国道 ～ ～

浦河郡浦河町字杵臼 121.093kp
一般 浦河郡浦河町字杵臼 121.093kp
国道 ～ ～

浦河郡浦河町字西幌別 133.309kp
一般 浦河郡浦河町字西幌別 133.309kp
国道 ～ ～

浦河郡浦河町大通５丁目 138.449kp
一般 浦河郡浦河町字西幌別 133.242kp
国道 ～ ～

浦河郡浦河町大通２丁目 115.811kp R235接続
一般 勇払郡むかわ町穂別稲里 78.6kp
国道 ～ ～

勇払郡むかわ町穂別稲里 82.69kp
一般 勇払郡むかわ町穂別稲里 82.69kp
国道 ～ ～

勇払郡むかわ町穂別稲里 87.515kp
一般 勇払郡むかわ町穂別稲里 87.515kp
国道 ～ ～

勇払郡むかわ町穂別長和 92.505kp
一般 勇払郡むかわ町穂別長和 92.505kp
国道 ～ ～

勇払郡むかわ町穂別福山 97.326kp
道路 274号

道路 274号 5.0 20

4.8 20

道路 274号 4.8 20

道路 274号 4.1 20

道路 236号 5.8 16

道路 236号 5.3 0

道路 236号 12.3 0

道路 236号 8.9 0

道路 236号

接続施設名
「浦河道路事務所」

9.8 0

道路 0235号

接続施設名
「浦河道路事務所」

道路 235号 2.8 16

16

3.4

道路 235号

道路 235号 2.7

道路 235号 4.3 18

道路 235号 3.5 12

4.4 18

道路 235号

道路 235号 6.1 12

道路 235号 4.2 17

道路 235号 6.5 18

4.2 18

道路 235号 6.4 18

道路 235号 5.5 17

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_nikappu-takae.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_nikappu-honcho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_nikappu-honcho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_shinhidaka-shizunaiurawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_shinhidaka-shizunaiurawa.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_shinhidaka-shizunairisshun_85_550.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_shinhidaka-shizunairisshun_85_550.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_shinhidaka-shizunairisshun_89_755.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_shinhidaka-shizunairisshun_89_755.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_shinhidaka-mituishihoncho_93_989.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_shinhidaka-mituishihoncho_93_989.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_shinhidaka-mitsuishihoncho_100_125.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_shinhidaka-mitsuishihoncho_100_125.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_shinhidaka-mitsuishikerimai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_shinhidaka-mitsuishikerimai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_urakawa-toe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_urakawa-toe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_urakawa-isamudai_112_285.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_urakawa-isamudai_112_285.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_urakawa-sakaimachinishi4chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_urakawa-sakaimachinishi4chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_urakawa-oodouri2chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_urakawa-nishihorobetsu_133_242.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_urakawa-oodouri2.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_mukawa_hobetuinasato_78_600.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_mukawa_hobetuinasato_82_690.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_mukawa_hobetuinasato_82_690.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_mukawa_hobetuinasato_87_515.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_mukawa_hobetuinasato_87_515.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_mukawa_hobetunagawa_92_505.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_mukawa_hobetunagawa_92_505.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_mukawa_hobetuhukuyama_97_326.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 勇払郡むかわ町穂別福山 97.326kp
国道 ～ ～

勇払郡むかわ町穂別福山 102.675kp
一般 勇払郡むかわ町穂別福山 102.675kp
国道 ～ ～

勇払郡占冠村字中央 108.12kp
一般 勇払郡占冠村字中央 108.12kp
国道 ～ ～

勇払郡占冠村字中央 112.875kp
一般 勇払郡占冠村字中央 112.875kp
国道 ～ ～

沙流郡日高町字日高 117.485kp
一般 沙流郡日高町字日高 117.485kp
国道 ～ ～

沙流郡日高町松風町２丁目 121.602kp
一般 沙流郡日高町松風町２丁目 121.606kp
国道 ～ ～

沙流郡日高町字千栄 133.267kp
一般 沙流郡日高町字千栄 133.267kp
国道 ～ ～

沙流郡日高町字千栄 133.507kp
一般 沙流郡日高町字千栄 133.507kp
国道 ～ ～

沙流郡日高町字千栄 140.28kp
一般 沙流郡日高町字千栄 140.28kp
国道 ～ ～

沙流郡日高町字千栄 141.17kp
一般 沙流郡日高町字千栄 141.17kp
国道 ～ ～

沙流郡日高町字千栄 142.126kp
一般 沙流郡日高町字千栄 142.126kp
国道 ～ ～

沙流郡日高町字千栄 155.35kp
一般 伊達市大滝区清陵町 89.21kp R453接続
国道 ～ ～

伊達市大滝区清陵町 70.577kp
一般 伊達市大滝区清陵町 70.577kp
国道 ～ ～

伊達市大滝区三階滝町 74.905kp
一般 伊達市大滝区三階滝町 74.905kp
国道 ～ ～

千歳市美笛 78.512kp
一般 苫小牧市字丸山 105.355kp
国道 ～ ～

苫小牧市字丸山 110.767kp
一般 苫小牧市字丸山 110.767kp
国道 ～ ～

苫小牧市字丸山 114.765kp
一般 苫小牧市字丸山 114.765kp
国道 ～ ～

苫小牧市字高丘 120.703kp
一般 苫小牧市字高丘 120.703kp
国道 ～ ～

苫小牧市新中野町３丁目 125.368kp
一般 浦河郡浦河町字西幌別 133.242kp R236接続
国道 ～ ～

様似郡様似町字西町 6.102kp
一般 様似郡様似町字西町 6.102kp
国道 ～ ～

様似郡様似町大通２丁目 9.98kp
一般 様似郡様似町大通２丁目 9.98kp
国道 ～ ～

様似郡様似町字冬島 16.457kp
道路 336号 6.5 11

道路 336号 3.9 13

道路 336号 6.2 13

道路 276号 4.7 12

道路 276号 5.9 10

道路 276号 4.0 10

接続施設名
「滝笛トンネル電気室」

道路 276号 5.5 10
接続施設名
「丸山気象観測所」

道路 276号

道路 276号 3.5 14

道路 276号 4.3 12

道路 274号 12.9 0

2.5 20

道路 274号

道路 274号 0.4 0

道路 274号 1.9 0

道路 274号 1.3 0

5.8 0

接続施設名
「日高道路事務所」

道路

道路 274号 11.7 0

道路 274号 4.2 20

274号 4.6 20

道路 274号 4.8 20

道路 274号 5.5 20

道路 274号 5.3 20

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_mukawa_hobetuhukuyama_97_326.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_mukawa_hobetuhukuyama_102_675.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_mukawa_hobetuhukuyama_102_675.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_simukappu_tyuou_108_120.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_simukappu_tyuou_108_120.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_simukappu_tyuou_112_875.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_simukappu_tyuou_112_875.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_hidaka_hidaka_117_485.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_hidaka_hidaka_117_485.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_hidaka_matukaze2_121_602.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date_otaki_seiryo68.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-otaki-seryo.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-otaki-seryo.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-otaki-sangaitaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-otaki-sangaitaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_chitose-bifue_78_512.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-maruyama_105_355.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-maruyama_110_767.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-maruyama_110_767.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-maruyama_114_765.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-maruyama_114_765.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-takaoka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-takaoka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-shinnakano3chome_125_368.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_urakawa-nishihorobetsu_133_242.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_samani-nishimachi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_samani-nishimachi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_samani-oodouri2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_samani-oodouri2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_samani-huyusima.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 様似郡様似町字冬島 16.457kp
国道 ～ ～

様似郡様似町字旭 23.795kp
一般 様似郡様似町字旭 23.795kp
国道 ～ ～

幌泉郡えりも町字笛舞 28.02kp
一般 幌泉郡えりも町字笛舞 28.02kp
国道 ～ ～

幌泉郡えりも町字新浜 33.547kp
一般 幌泉郡えりも町字新浜 33.547kp
国道 ～ ～

幌泉郡えりも町字歌別 38.506kp
一般 幌泉郡えりも町字歌別 38.506kp
国道 ～ ～

幌泉郡えりも町字庶野 43.365kp
一般 幌泉郡えりも町字庶野 43.365kp
国道 ～ ～

幌泉郡えりも町字庶野 49.315kp
一般 幌泉郡えりも町字庶野 49.315kp
国道 ～ ～

幌泉郡えりも町字庶野 53.115kp
一般 幌泉郡えりも町字庶野 53.115kp
国道 ～ ～

幌泉郡えりも町字目黒 58.905kp
一般 幌泉郡えりも町字目黒 58.905kp
国道 ～ ～

幌泉郡えりも町字目黒 61.275kp
一般 幌泉郡えりも町字目黒 61.275kp
国道 ～ ～

広尾郡広尾町ビタタヌンケ 64kp
一般 伊達市大滝区清陵町 86.515kp
国道 ～ ～

伊達市大滝区三階滝町 89.21kp
一般 伊達市大滝区三階滝町 89.21kp
国道 ～ ～

伊達市大滝区優徳町 93.74kp
一般 伊達市大滝区優徳町 93.74kp
国道 ～ ～

伊達市大滝区北湯沢温泉町 97.61kp
一般 伊達市大滝区北湯沢温泉町 97.61kp
国道 ～ ～

有珠郡壮瞥町字久保内 108.48kp
一般 有珠郡壮瞥町字久保内 108.48kp
国道 ～ ～

有珠郡壮瞥町字滝之町 116.342kp
一般 有珠郡壮瞥町字滝之町 116.342kp
国道 ～ ～

伊達市上長和町 119.88kp
一般 伊達市上長和町 119.88kp
国道 ～ ～

伊達市長和町 52.735kp R37接続
一般 苫小牧市字沼ノ端 3.21
国道 ～

苫小牧市字柏原 11.974
一般 苫小牧市字柏原 11.974
国道 ～

勇払郡厚真町字上厚真 19.897
一般 勇払郡厚真町字上厚真 19.897
国道 ～

勇払郡むかわ町田浦 27.527
一般 勇払郡むかわ町田浦 27.527
国道 ～

沙流郡日高町字平賀 39.626

道路
日高自動
車道

道路
日高自動
車道

12.9 0

道路
日高自動
車道

8.7 0

8.5 0

道路
日高自動
車道

9.2 0

道路 453号 4.0 20

道路 453号 3.5 20

道路 453号 7.9 20

道路 453号 10.9 0

道路 453号 3.9 0

道路 453号 4.5 16

道路 336号

道路 453号 2.7 20

道路 336号 2.8 20

2.4 18

接続施設名
「えりも黄金トンネル第2電気
室」

道路 336号 5.8 18

接続施設名
「えりも黄金トンネル第2電気
室」

道路 336号 3.8 14

道路 336号 6.0 14

道路 336号 4.9 14

道路 336号 5.0 14

道路 336号 5.5 11

道路 336号 4.2 9

道路 336号 7.3 9

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_samani-huyusima.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_samani-akira1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_samani-akira1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_horosen-erimo-fuemai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_horosen-erimo-fuemai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_erimo-niihama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_erimo-niihama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_horosen-erimo-urabetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_horosen-erimo-urabetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_erimo-syono2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_erimo-syono2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_erimo-syono_49_315.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_erimo-syono_49_315.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_erimo-syono_53_115.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_erimo-syono_53_115.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_erimo-meguro_58_905.htm#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_erimo-meguro_58_905.htm#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_erimo-meguro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_erimo-meguro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_hiroo-bitatanunke.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-otaki-seiryo.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-otaki-sankaitaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-otaki-sankaitaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-otaki-yutoku.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_sobetsu-kubonai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_sobetsu-takinomachi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_sobetsu-takinomachi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-kaminagawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-kaminagawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-nagawa.html#


延長 利用可能
(km) 芯線数

一般 苫小牧市日吉町２丁目 71.789kp
国道 ～ ～

苫小牧市字糸井 74.879kp
一般 苫小牧市字糸井 74.879kp
国道 ～ ～

苫小牧市字樽前 80.321kp
一般 苫小牧市字樽前 80.321kp
国道 ～ ～

白老郡白老町字社台 85.864kp
一般 白老郡白老町字社台 85.864kp
国道 ～ ～

白老郡白老町字石山 91.662kp
一般 白老郡白老町字石山 91.662kp
国道 ～ ～

白老郡白老町字北吉原 98.719kp
一般 白老郡白老町字北吉原 98.719kp
国道 ～ ～

白老郡白老町字竹浦 102.801kp
一般 白老郡白老町字竹浦 102.801kp
国道 ～ ～

登別市登別東町３丁目 108.245kp
一般 登別市登別東町３丁目 108.245kp
国道 ～ ～

登別市幸町５丁目 112.994kp
一般 登別市幸町５丁目 112.994kp
国道 ～ ～

登別市幌別町２丁目 117.354kp
一般 登別市幌別町２丁目 117.354kp
国道 ～ ～

登別市大和町２丁目 120.645kp
一般 登別市大和町２丁目 120.645kp
国道 ～ ～

室蘭市東町3丁目 126.805kp
一般 室蘭市東町3丁目 126.805kp
国道 ～ ～

室蘭市入江町 133.297kp
一般 室蘭市入江町 133.297kp
国道 ～ ～

室蘭市海岸町１丁目 133.61kp
一般 虻田郡洞爺湖町入江 45.139kp
国道 ～ ～

伊達市南有珠町 48.368kp
一般 伊達市南有珠町 48.368kp
国道 ～ ～

伊達市長和町 52.735kp
一般 伊達市長和町 52.735kp
国道 ～ ～

伊達市長和町 53.011kp
一般 伊達市長和町 53.011kp
国道 ～ ～

伊達市舟岡町 57.312kp
一般 伊達市舟岡町 57.312kp
国道 ～ ～

伊達市南稀府町 62.303kp
一般 伊達市南稀府町 62.303kp
国道 ～ ～

伊達市南黄金町 67.681kp
一般 伊達市南黄金町 67.681kp
国道 ～ ～

室蘭市陣屋町２丁目 72.477kp
一般 室蘭市陣屋町２丁目 72.477kp
国道 ～ ～

室蘭市祝津町１丁目 76.485kp
道路

37号
（新道）

2.9 4

道路 37号 4.8 4

道路 37号 5.4 4

道路 37号 5 4

道路 37号 4.3 4

道路 37号 0.3 4

道路 37号 4.4 4

道路 37号 3.3 4

道路 36号 0.6 4

道路 36号 6.8 4

道路 36号 6.3 4

道路 36号 3.4 4

道路 36号 4.4 4

道路 36号 4.8 4

道路 36号 5.5 4

道路 36号 4.1 4

道路 36号 7.1 4

道路 36号 5.8 4

道路 36号 5.6 4

道路 36号 5.4 4

道路 36号 3.2 4

【DSF】(令和4年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-hiyoshicho2chome.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-nisikioka.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-nisikioka.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-tarumae_80_321.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_tomakomai-tarumae_80_321.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_siraoi-syadai2.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_siraoi-syadai2.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_siraoi-isiyama.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_siraoi-isiyama.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_shiraoi-shiraoi-kitayoshiwara.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_shiraoi-shiraoi-kitayoshiwara.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_siraoi-takeura.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_siraoi-takeura.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_noboribetuhigasimachi3_108_245.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_noboribetuhigasimachi3_108_245.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_noboribetu-tomiura.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_noboribetu-tomiura.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_noboribetsu-horobetsu2chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_noboribetsu-horobetsu2chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_noboribetu-yamato.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_noboribetu-yamato.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_muroran-higashimachi3chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_muroran-higashimachi3chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_muroran-hinode1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_muroran-hinode1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_muroran-kaigan1chome_133_610.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_douyakochou_irie_45_139.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-minamiusu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-minamiusu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-chowa_52_735.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-chowa_52_735.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-chowa_53_011.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-chowa_53_011.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-hunaoka.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-hunaoka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-kitaogon.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-kitaogon.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-minamikoganecho.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_date-minamikoganecho.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_muroran-zinya2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_muroran-zinya2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81681h_muroran-syukutu1.html#

