
延長 利用可能

(km) 芯線数

石狩川 近文大橋上流左岸 153.29kp
水系 ～ ～

神居第3樋門 154.72kp
石狩川 旭西橋 155.767kp
水系 ～ ～

新橋 156.6kp
石狩川 新橋 156.6kp
水系 ～ ～

金星樋門 158.23kp
石狩川 金星樋門 158.23kp
水系 ～ ～

北旭川大橋下流左岸 162.5kp
石狩川 北旭川大橋下流左岸 162.5kp
水系 ～ ～

辰永橋 1.62kp
石狩川 辰永橋 1.62kp
水系 ～ ～

牛朱別大橋 2.43kp
石狩川 北旭川大橋上流右岸 162.96kp
水系 ～ ～

東永橋下流 166.8kp
石狩川 辰永橋 1.62kp
水系 ～ ～

東永橋下流 166.8kp
石狩川 上川町役場
水系 ～

国道39号
石狩川 警報局舎
水系 ～

国道39号
石狩川 黒岳砂防
水系 ～

黒岳砂防
石狩川 神居第３樋門 154.72kp
水系 ～ ～

旭川大橋左岸 1.615kp
石狩川 旭川大橋上流右岸 1.78kp
水系 ～ ～

忠別橋右岸 3kp
石狩川 忠別橋左岸 3kp
水系 ～ ～

神楽橋 4.95kp
石狩川 神楽橋 4.95kp
水系 ～ ～

神楽橋 4.95kp
石狩川 神楽橋 4.95kp
水系 ～ ～

忠別川取水堰 9.6kp
石狩川 旭川大橋左岸 1.615kp
水系 ～ ～

雨紛大橋下流左岸 5.2kp

光ファイバ開放状況（ＳＭ、ＤＳＦ）　旭川開発建設部
　※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。

▲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)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

河川 石狩川 1.2 0

2.6 20

河川 石狩川 0.7 0

河川 石狩川 4.2 20

河川 石狩川

河川 石狩川 3.7 20

4.0 0

河川 石狩川 0.9 0

河川 石狩川 1.9 0

河川 石狩川

河川 黒　岳 1.0 0

2.7 0

河川 大雪ダム 3.5 0

河川 忠別川 1.3 0

河川 黒　岳

河川 忠別川 1.2 20

0.3 20

河川 忠別川 1.8 20

河川 忠別川 4.8 0

河川 忠別川

河川 美瑛川 5.8 20

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_ishikari-shinbashi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_ishikarikinseihimon.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_ishikarikinseihimon.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_ishikari-kitaasahikawaohashikaryusagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_ishikari-kitaasahikawaohashikaryusagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_tatueibasi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_tatueibasi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawaoohashijyouryuugan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_chuubetubasiugan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_chuubetubasisagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_kagurabasi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_kagurabasi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_kagurabasi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawaoohasisagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_ubunoohasikaryusagan.html#
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/chousei/ud49g70000000i8z.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/info/info01h.pdf


延長 利用可能

(km) 芯線数

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

石狩川 雨紛大橋下流左岸 5.2kp
水系 ～ ～

雨紛大橋右岸 5.44kp
石狩川 雨紛大橋右岸 5.44kp
水系 ～ ～

八号川 7.6kp
石狩川 八号川 7.6kp
水系 ～ ～

新開橋 11.18kp
石狩川 新開橋 11.18kp
水系 ～ ～

国道237号 国道237号

石狩川 美瑛橋 31kp
水系 ～ ～

四季の橋 32kp
石狩川 四季の橋上流 32kp
水系 ～ ～

美沢幹線用水樋門 35.63kp
石狩川 十勝岳
水系 ～

美瑛町役場
石狩川 十勝岳砂防
水系 ～

十勝岳砂防
石狩川 功橋 5.5kp
水系 ～ ～

永山新川分流点 11.067kp
石狩川 牛朱別大橋 2.43kp
水系 ～ ～

永山新川分流点 5.37kp
石狩川 牛朱別大橋 2.43kp
水系 ～ ～

旭川河川事務所分岐 旭川河川事務所

天塩川 沖金内橋 125.8kp
水系 ～ ～

恵深橋 133kp
天塩川 内渕救急内水排水場 146.8kp
水系 ～ ～

恵名大橋 148.3kp
天塩川 恵名大橋 148.3kp
水系 ～ ～

名寄大橋 151.1kp
天塩川 名寄大橋 151.1kp
水系 ～ ～

国道40号バイパス 151.1kp
天塩川 名寄大橋 151.1kp
水系 ～ ～

豊栄排水機場 151.1kp
天塩川 名寄大橋 151.1kp
水系 ～ ～

曙橋上流 152.4kp
天塩川 曙橋上流 152.4kp
水系 ～ ～

曙橋 152.8kp
天塩川 曙橋 152.8kp
水系 ～ ～

名寄河川事務所 名寄河川事務所

天塩川 士別橋 175.196kp
水系 ～ ～

中士別橋上流 180.8kp
天塩川 中士別橋上流 180.8kp
水系 ～ ～

菊水橋下流 186.4kp

2.8 20

河川 美瑛川 0.4 20

河川 美瑛川 2.5 0

河川 美瑛川

河川 美瑛川 1.0 0

3.4 0

河川 美瑛川 0.8 0

河川 十勝岳 28.3 0

河川 美瑛川

河川 十勝岳 7.4 0

3.1 0

河川 牛朱別川 5.3 20

河川 永山新川 1.2 0

河川 永山新川

河川 天塩川 6.3 0

3.1 0

河川 天塩川 1.3 0

河川 天塩川 0.6 20

河川 天塩川

河川 天塩川 0.5 0

0.4 20

河川 天塩川 1.3 20

河川 天塩川 1.3 0

河川 天塩川

河川 天塩川 5,5 0

河川 天塩川 5.8 0

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_ubunoohasikaryusagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_bie-asahikawaohashisagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_bie-asahikawaohashisagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_hatigougawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_isaobashi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_nagayamasinkawabunryuten.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_nagayamasinkawabunryuten.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_nagayamashin_asahikawakasenjimushobunki.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_nayoroohasi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_teshio_kokudo40gobaipasu.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_nayoroohasi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_teshio-akebonobashijoryu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_teshio-akebonobashijoryu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_nayoro-akebonobashi_152_800.html#


延長 利用可能

(km) 芯線数

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

天塩川 菊水橋下流 186.4kp
水系 ～ ～

東内大部川 192kp
天塩川 東内大部川 192kp
水系 ～ ～

朝日1線樋管下流 195.2kp
天塩川 朝日1線樋管下流 195.2kp
水系 ～ ～

朝日橋 197kp
天塩川 登和里橋 197kp
水系 ～ ～

朝日橋 204.4kp
天塩川 ダム管理所
水系 ～

登和里橋
天塩川 ダム管理所
水系 ～

茂志利水位観測所
石狩川 国道12号 国道12号
水系 ～ ～

伊納大橋 148.66kp
石狩川 伊納大橋 148.66kp
水系 ～ ～

伊納大橋 148.66kp
石狩川 伊納大橋 148.66kp
水系 ～ ～

伊納水位観測所 148.6kp
石狩川 旭川大橋 1.66kp
水系 ～ ～

旭川大橋 1.66kp
石狩川 4条18丁目
水系 ～

宮下通18丁目
石狩川 宮下通18丁目
水系 ～

合同庁舎
石狩川 忠別橋 3.12kp
水系 ～ ～

忠別橋 3.12kp
石狩川 忠別川取水堰上流 9.6kp
水系 ～ ～

東神楽橋 14.45kp
石狩川 東神楽橋 14.45kp
水系 ～ ～

東橋 17.64kp
石狩川 東橋 17.64kp
水系 ～ ～

東川1号警報局 19.8kp
石狩川 東川1号警報局 19.8kp
水系 ～ ～

志比内橋 25.9kp
石狩川 志比内橋 25.908kp
水系 ～ ～

志比内橋 25.908kp
石狩川 志比内橋 25.908kp
水系 ～ ～

上志比内樋門上流 28.3kp
石狩川 上志比内樋門上流 28.3kp
水系 ～ ～

江卸橋 29.5kp
石狩川 河川管理区間上流端
水系 ～

6.0 0

河川 天塩川 3.4 0

河川 天塩川

河川 天塩川 1.9 0

4.1 0

河川
岩尾内ダ

ム
8.8 0

河川
岩尾内ダ

ム
8.5 0

河川
岩尾内ダ

ム

河川 石狩川 0.7 0

0.2 0

河川 石狩川 0.4 0

河川 忠別川 0.5 20

河川 石狩川

河川 忠別川 0.7 0

0.2 20

河川 忠別川 0.2 0

河川 忠別川 5.0 20

河川 忠別川

河川 忠別川 3.3 0

6.0 18

河川 忠別川 2.4 18

河川 忠別川 0.3 18

河川 忠別川

河川 忠別川 2.4 18

1.4 0

河川 忠別川 1.2 18

砂防 忠別川

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawaoohasi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawaoohasi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_chuubetubasi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_chuubetubasi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_chubetsu_chubetsugawashusuisekijoryu.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_chubatsu_higashikagurabashi.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_azumabasi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_chubetsu-higashikawa1gokehokyoku.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_chubetsu-higashikawa1gokehokyoku.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_sibinaibasi.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_sibinaibasi.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_sibinaibasi.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_sibinaibasi.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_kamisibinaihimonjyouryuu.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_kamisibinaihimonjyouryuu.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_eorosibasi.html#


延長 利用可能

(km) 芯線数

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

石狩川 忠別ダム堤体
水系 ～

忠別ダム堤体
石狩川 忠別ダム堤体
水系 ～

羽衣橋
石狩川 境橋 2.2kp
水系 ～ ～

豊永橋 4.649kp
石狩川 豊永橋 4.649kp
水系 ～ ～

豊永橋 4.649kp
石狩川 愛宕新川合流点 5.2kp
水系 ～ ～

功橋下流左岸 5.5kp
石狩川 功橋下流左岸 5.5kp
水系 ～ ～

功橋 5.817kp
石狩川 功橋 5.817kp
水系 ～ ～

功橋 5.817kp
天塩川 真勲別水位観測所 8.4kp
水系 ～ ～

栄橋 10.75kp
天塩川 栄橋 10.75kp
水系 ～ ～

上名寄樋門下流 15.1kp
天塩川 上名寄樋門下流 15.1kp
水系 ～ ～

上名寄水位観測所 17.6kp
天塩川 上名寄水位観測所 17.6kp
水系 ～ ～

岐阜橋 19.8kp
天塩川 岐阜橋 19.8kp
水系 ～ ～

太見橋 22.1kp
天塩川 太見橋 22.1kp
水系 ～ ～

下川水位観測所 23.9kp
天塩川 恵名大橋 1.3kp
水系 ～ ～

東橋 4.9kp
天塩川 真勲別頭首工 7.4kp 右岸
水系 ～ ～

真勲別水位観測所 8.4kp
石狩川 第四北永橋 4.9kp
水系 ～ ～

第四北永橋 4.9kp
石狩川 第四北永橋右岸 4.9kp
水系 ～ ～

上流端右岸 5.2kp
天塩川 東橋 4.9kp
水系 ～ ～

真勲別頭首工 7.4kp
石狩川 旭川河川事務所 9.091kp
水系 ～ ～

旭川河川事務所分岐 9.091kp
石狩川 上川道路事務所 46.44kp
水系 ～ ～

上川道路事務所分岐点 46.44kp
石狩川 ４条１８丁目 1.432kp
水系 ～ ～

旭川河川事務所分岐 9.091kp

砂防 忠別川 1.1 0

砂防 忠別川 13,2 0

0.2 0

河川 牛朱別川 2.7 0

河川 牛朱別川 0.3 0

河川 牛朱別川

河川 牛朱別川 0.2 20

2.5 18

河川 牛朱別川 0.2 20

河川 名寄川 4.3 18

河川 名寄川

河川 名寄川 2.5 18

2.4 18

河川 名寄川 2.0 18

河川 名寄川 1.7 0

河川 名寄川

河川 名寄川 5.3 20

0.2 0

河川 名寄川 0.7 18

河川 永山新川 0.4 0

河川 永山新川

河川 名寄川 2.4 0

0.6 0

河川 石狩川 0.3 0

河川 石狩川 7.7 0

河川 石狩川

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_uchishubetu-isaobashikaryusagan.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_isaobasi.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_isaobasi.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_isaobasi.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_makunbetusuiikansokujyo.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_nayoro-sakarbashi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_nayoro-sakarbashi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_nayoro-kaminayorohimonkaryu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_nayoro-kaminayorohimonkaryu.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_kaminayorosuiikansokujyo.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_kaminayorosuiikansokujyo.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_nayoro-gifubashi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_nayoro-gifubashi.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_hutomibasi.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_hutomibasi.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_nayoroshimokawasuiikansokujyo.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_keinaohasi.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_azumabasi2.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_makunbetutoushukou.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_makunbetusuiikansokujyo2.html#
http://http/www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_nayoroazumabashi.html#


延長 利用可能

(km) 芯線数

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

石狩川 旭川河川事務所分岐点 9.091kp
水系 ～ ～

石北峠主電気室 77.592kp
石狩川 ４条６丁目 136.09kp
水系 ～ ～

４条１８丁目 1.432kp
石狩川 ４条６丁目 136.09kp
水系 ～ ～

士別道路事務所分岐 53.746kp
天塩川 士別道路事務所分岐点 53.746kp
水系 ～ ～

士別道路事務所 53.746kp
天塩川 士別道路事務所分岐点 53.746kp
水系 ～ ～

名寄北管理ST分岐 78.788kp
天塩川 名寄北管理ST分岐 78.788kp
水系 ～ ～

名寄北管理ST 78.788kp
天塩川 曙橋 152.8kp
水系 ～ ～

南大橋左岸 154.633kp
天塩川 南大橋 154.633kp
水系 ～ ～

南大橋 154.633kp
天塩川 南大橋右岸 154.633kp
水系 ～ ～

瑞生橋下流 160.3kp
天塩川 瑞生橋下流 160.3kp
水系 ～ ～

瑞生橋 161.637kp
石狩川 緑橋 0.595kp
水系 ～ ～

中央橋 1.145kp
石狩川 新星1号樋門 3.1kp
水系 ～ ～

豊栄橋 4.649kp
石狩川 旭西橋 155.1kp
水系 ～ ～

下水処理場吐口樋門 155.7kp
石狩川 永山新川分流点 11.067kp
水系 ～ ～

鹿島橋 11.85kp
石狩川 栄川樋門 1kp
水系 ～ ～

旭川大橋 1.66kp
石狩川 国道12号旭川新道
水系 ～

鷹栖橋水位観測所
石狩川 国道39号
水系 ～

上川大橋下流左岸
石狩川 近文大橋 153.29kp
水系 ～ ～

神居第４樋門 153kp
石狩川 国道39号
水系 ～

旭川市役所第２庁舎
石狩川 忠別川東橋付近 18.2kp
水系 ～ ～

東川町役場 18.2kp
石狩川 忠別川東神楽橋付近 14.4kp
水系 ～ ～

東神楽町役場 14.4kp

河川 石狩川 69.0 0

56.3 0

河川 石狩川 1.7 0

河川 天塩川 0.1 0

河川 石狩川

河川 天塩川 25.2 0

1.6 0

河川 天塩川 0.1 0

河川 天塩川 0.4 0

河川 天塩川

河川 天塩川 5.3 0

0.6 0

河川 天塩川 1.2 0

河川 牛朱別川 1.7 0

河川 牛朱別川

河川 石狩川 0.9 0

0.9 0

河川 牛朱別川 1.1 0

河川
オサラッペ

川
3.6 0

河川 忠別川

河川 石狩川 0.5 0

0.6 0

河川 石狩川 0.4 0

河川 忠別川 0.9 0

河川 石狩川

河川 忠別川 2.6 0

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_nayoro-akebonobashi_152_800.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_teshio_minamiohashi.pdf#


延長 利用可能

(km) 芯線数

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

天塩川 国道40号
水系 ～

美深町役場
石狩川 国道39号
水系 ～

愛別町役場
天塩川 岩尾内ﾀﾞﾑ管理所士別傍受室
水系 ～

士別市役所
天塩川 名寄川左岸 22.2kp
水系 ～ ～

下川町役場 22.2kp
天塩川 天塩川右岸(KP58.8) 58.8kp
水系 ～ ～

中川町役場 58.8kp
石狩川 黒岳沢川流路工No2CCTV
水系 ～

黒岳沢川災害情報表示板
石狩川 黒岳沢川流路工No2CCTV
水系 ～

層雲峡観光総合ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
石狩川 国道39号
水系 ～

当麻町役場
石狩川 国道12号
水系 ～

鷹栖町役場
石狩川 国道40号
水系 ～

比布町役場
石狩川 石北峠主電気室
水系 ～

大雪ダム管理支所
石狩川 旭川道路事務所上川分庁舎
水系 ～

大雪ダム傍受室
石狩川 国道12号(KP117.969) 117.937kp
水系 ～ ～

４条２丁目 135.498kp
石狩川 ４条２丁目 135.498kp
水系 ～ ～

旭川道路事務所分岐 0.865kp
石狩川 旭川道路事務所分岐 0.865kp
水系 ～ ～

旭川道路事務所 0.865kp
石狩川 ４条２丁目 135.498kp
水系 ～ ～

４条６丁目 136.09kp
石狩川 旭橋 157.29kp
水系 ～ ～

旭橋 157.29kp
石狩川 旭橋 156.89kp
水系 ～ ～

新橋 157.29kp
石狩川 新橋 155.79kp
水系 ～ ～

旭西橋 156.89kp
石狩川 旭西橋 155.29kp
水系 ～ ～

大町樋門 155.79kp
石狩川 大町樋門 154.49kp
水系 ～ ～

オホーツナイ2号樋門 155.29kp

0.3 0

河川 天塩川 0.6 0

河川 天塩川 0.4 0

河川 石狩川

河川 名寄川 0.9 0

0.2 0

河川 天塩川 0.3 0

河川 黒岳沢川 0.2 0

河川 黒岳沢川

河川 石狩川 2.7 0

0.8 0

河川 石狩川 4.7 0

河川 大雪ダム 1.1 0

河川 石狩川

河川 大雪ダム 0.7 0

0.9 0

河川 石狩川 17.6 0

河川 石狩川 0.5 0

河川 石狩川

河川 石狩川 0.6 0

0.4 0

河川 石狩川 0.3 0

河川 石狩川 1.1 0

河川 石狩川

河川 石狩川 0.4 0

河川 石狩川 0.9 0



延長 利用可能

(km) 芯線数

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

石狩川 石北峠主電気室 77.592kp
水系 ～ ～

石北峠 89.957kp
天塩川 中川橋左岸 57.8kp
水系 ～ ～

誉平水位観測所 58.9kp
天塩川 佐久橋左岸 67kp
水系 ～ ～

安平志内川合流点 67.1kp
天塩川 恩根内大橋左岸 111.7kp
水系 ～ ～

恩根内水位観測所 112.05kp
天塩川 美深大橋 121.1kp
水系 ～ ～

美深大橋カメラ 121.18kp
石狩川 オホーツナイ1号樋門 153.55kp
水系 ～ ～

オホーツナイ2号樋門 154.49kp
石狩川 国道39号 32.96kp
水系 ～ ～

中愛別水位観測所 187.93kp
石狩川 豊栄橋 4.316kp
水系 ～ ～

功橋 5.817kp
石狩川 旭川道路事務所分岐 0.865kp
水系 ～ ～

美瑛橋 25.534kp
石狩川 名寄北管理ST分岐 78.788kp
水系 ～ ～

美深道路事務所分岐 99.138kp
石狩川 美深道路事務所分岐 99.138kp
水系 ～ ～

美深道路事務所 99.138kp
石狩川 美深道路事務所分岐 99.138kp
水系 ～ ～

中川橋左岸 158.607kp
一般 旭川市神居町神居古潭 117.937kp
国道 ～ ～

旭川市神居町春志内 121.981kp
一般 旭川市神居町春志内 121.981kp
国道 ～ ～

旭川市神居町春志内 126.893kp
一般 旭川市神居町春志内 126.893kp
国道 ～ ～

旭川市神居町台場 130.813kp
一般 旭川市神居町台場 130.813kp
国道 ～ ～

旭川市４条通２丁目 135.498kp
一般 旭川市神居町台場 130.813kp
国道 ～ ～

旭川市忠和３条１丁目 132.91kp
一般 旭川市忠和３条１丁目 132.91kp
国道 ～ ～

旭川市字近文５線 137.816kp
一般 旭川市字近文５線 137.816kp
国道 ～ ～

旭川市末広町７条５丁目 139.725kp
一般 旭川市末広町７条５丁目 139.725kp
国道 ～ ～

旭川市末広１条１３丁目 142.59kp
一般 旭川市末広１条１３丁目 142.59kp
国道 ～ ～

旭川市永山町７丁目 144.218kp

11.6 0

河川 天塩川 1.4 0

河川 黒岳

河川 天塩川 0.1 0

0.2 0

河川 天塩川 0.4 0

河川 石狩川 1.0 0

河川 天塩川

河川 石狩川 0.5 0

24.7 0

河川 石狩川 1.0 0

河川 石狩川 18.2 0

河川 石狩川

河川 石狩川 0.1 0

4.0 16

河川 石狩川 61.9 0

道路 12号 5.9 16

道路 12号

道路 12号 3.9 16

2.2 16

道路 12号 4.7 16

道路 12号 4.9 16

道路 12号

道路 12号 1.9 16

1.6 16

道路 12号 2.9 16

道路 12号

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawa-kamuikotan2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawa-kamuichoharushinai_121_981.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawa-kamuichoharushinai_121_981.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawa-kamuichoharushinai_126_893.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawa-kamuichoharushinai_126_893.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawa-kamuidaiba.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawa-kamuidaiba.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawa-sizyo1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawa-kamuidaiba.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawa-chuwa3jo1chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawa-chuwa3jo1chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawa-kinbun5sen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawa-kinbun5sen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawa-suehirocho7jo5chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawa-suehirocho7jo5chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawa-suehiro1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawa-suehiro1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_asahikawa-nagayama3.html#


延長 利用可能

(km) 芯線数

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

一般 旭川市永山町７丁目 144.218kp
国道 ～ ～

旭川市永山２条１３丁目 7.165kp R39との接続点に指定クロージャ無し
一般 富良野市富問 50.212kp
国道 ～ ～

富良野市字島ノ下 53.183kp
一般 富良野市字島ノ下 53.183kp
国道 ～ ～

富良野市新富町２丁目 57.559kp
一般 富良野市新富町２丁目 57.559kp
国道 ～ ～

富良野市西扇山1番地 60.405kp
一般 富良野市西扇山1番地 60.405kp
国道 ～ ～

富良野市字上五区 65.692kp
一般 富良野市字上五区 65.692kp
国道 ～ ～

富良野市字山部 70.024kp
一般 富良野市字山部 70.024kp
国道 ～ ～

富良野市字山部 74.451kp
一般 富良野市字山部 74.451kp
国道 ～ ～

富良野市字東山 80.11kp
一般 富良野市字東山 80.11kp
国道 ～ ～

富良野市字西達布 85.64kp
一般 富良野市字西達布 85.64kp
国道 ～ ～

富良野市字西達布 90.015kp
一般 富良野市字西達布 90.015kp
国道 ～ ～

空知郡南富良野町字幾寅 93.139kp
一般 空知郡南富良野町字幾寅 93.139kp
国道 ～ ～

空知郡南富良野町字幾寅 98.253kp
一般 空知郡南富良野町字幾寅 98.253kp
国道 ～ ～

空知郡南富良野町字幾寅 100.215kp
一般 空知郡南富良野町字幾寅 100.215kp
国道 ～ ～

空知郡南富良野町字幾寅 104.629kp
一般 空知郡南富良野町字幾寅 104.629kp
国道 ～ ～

空知郡南富良野町字落合 110.25kp
一般 空知郡南富良野町字落合 110.25kp
国道 ～ ～

空知郡南富良野町字落合 113.506kp
一般 空知郡南富良野町字落合 113.506kp
国道 ～ ～

上川郡新得町新内（狩勝峠） 118.7kp
一般 富良野市字学田三区 65.651kp 旭川十勝道路
国道 ～ ～

富良野市字下五区 69.673kp
一般 富良野市字下五区 69.673kp 旭川十勝道路
国道 ～ ～

富良野市字中五区 71.422kp
一般 富良野市字中五区 71.422kp 旭川十勝道路
国道 ～ ～

富良野市字上五区 74.088kp
一般 旭川市４条通２丁目 135.498kp R12接続
国道 ～ ～

旭川市永山２条２１丁目 9.091kp

道路 12号 0.5 0

道路 38号 3.3 16

38号 4.4 15

道路 38号 3.0 19 接続施設名
「富良野道路事務所」

道路

道路 38号 5.4 20
接続施設名
「富良野道路事務所」

道路 38号 4.3 20

4.4 18

道路 38号 5.7 18

道路 38号

道路 38号 5.5 20

3.1 20

道路 38号 4.4 20

道路 38号 5.1 20

道路 38号

道路 38号 2.0 20

5.6 18

道路 38号 4.4 18

道路 38号 3.3 20

道路 38号

道路 38号 4.7 20

38号 0.2 0

道路 38号 4.0 0

9.9 8

道路 38号 4.3 0

道路

道路 39号

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_hurano-tomitoi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_furano-shimanoshita.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_furano-shimanoshita.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_hurano-sintomi2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_hurano-sintomi2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_furano-nishiogiyama_60_405.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_furano-nishiogiyama_60_405.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_furano-kami5ku.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_furano-kami5ku.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_hurano-yamabe_70_024.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_hurano-yamabe_70_024.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_hurano-yamabe_74_451.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_hurano-yamabe_74_451.html#
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延長 利用可能

(km) 芯線数

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

一般 旭川市４条１８丁目 1.47kp
国道 ～ ～ 道々・市道

旭川市宮前通1条3丁目3-15 1.432kp
一般 旭川市永山２条２１丁目 9.091kp
国道 ～ ～

上川郡当麻町字園別３区 14.399kp
一般 上川郡当麻町字園別３区 14.399kp
国道 ～ ～

上川郡当麻町伊香牛１区 16.651kp
一般 上川郡当麻町伊香牛１区 16.651kp
国道 ～ ～

上川郡比布町基線 21.27kp
一般 上川郡比布町基線 21.27kp
国道 ～ ～

上川郡愛別町字北町１区 26.602kp
一般 上川郡愛別町字北町１区 26.602kp
国道 ～ ～

上川郡愛別町字中央１区 31.422kp
一般 上川郡愛別町字中央１区 31.422kp
国道 ～ ～

上川郡愛別町字愛山２区 36.423kp
一般 上川郡愛別町字愛山２区 36.423kp
国道 ～ ～

上川郡愛別町字愛山３区 39.592kp
一般 上川郡愛別町字愛山３区 39.592kp
国道 ～ ～

上川郡上川町字共進 42.595kp
一般 上川郡上川町字共進 42.595kp
国道 ～ ～

上川郡上川町旭町 46.44kp
一般 上川郡上川町旭町 46.44kp
国道 ～ ～

上川郡上川町字日東 47.085kp
一般 上川郡上川町字日東 47.085kp
国道 ～ ～

上川郡上川町字日東 51.511kp
一般 上川郡上川町字日東 51.511kp
国道 ～ ～

上川郡上川町字清川 56.854kp
一般 上川郡上川町字清川 56.854kp
国道 ～ ～

上川郡上川町字層雲峡 61.961kp
一般 上川郡上川町字層雲峡 61.961kp
国道 ～ ～

上川郡上川町字層雲峡 67.162kp
一般 上川郡上川町字層雲峡 67.162kp
国道 ～ ～

上川郡上川町字層雲峡大函 73.776kp
一般 上川郡上川町字層雲峡大函 73.776kp
国道 ～ ～

上川郡上川町字層雲峡 76.376kp
一般 上川郡上川町字層雲峡 76.376kp
国道 ～ ～

上川郡上川町字層雲峡大学平 77.592kp
一般 上川郡上川町字層雲峡大学平 77.592kp
国道 ～ ～

上川郡上川町字層雲峡 82.021kp
一般 上川郡上川町字層雲峡 82.021kp
国道 ～ ～

上川郡上川町字層雲峡 86.56kp
一般 上川郡上川町字層雲峡 86.56kp
国道 ～ ～

上川郡上川町字層雲峡大学平（石北峠） 89.957kp
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延長 利用可能

(km) 芯線数

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

一般 旭川市４条通２丁目 135.498kp R12接続
国道 ～ ～

旭川市末広１条１４丁目 6.95kp
一般 旭川市末広１条１４丁目 6.95kp
国道 ～ ～

旭川市東鷹栖２線１５号 9.875kp
一般 旭川市東鷹栖２線１５号 9.875kp
国道 ～ ～

上川郡比布町新町５丁目 16.013kp
一般 上川郡比布町新町５丁目 16.013kp
国道 ～ ～

上川郡比布町北１線１３号 20.265kp
一般 上川郡比布町北１線１３号 20.265kp
国道 ～ ～

上川郡比布町北１４線 27.154kp
一般 上川郡比布町北１４線 27.154kp
国道 ～ ～

上川郡和寒町字塩狩 32.009kp
一般 上川郡和寒町字塩狩 32.009kp
国道 ～ ～

上川郡和寒町字三笠 36.731kp
一般 上川郡和寒町字三笠 36.731kp
国道 ～ ～

上川郡剣淵町東町 43.09kp
一般 上川郡剣淵町東町 43.09kp
国道 ～ ～

上川郡剣淵町東町 47.46kp
一般 上川郡剣淵町東町 47.46kp
国道 ～ ～

士別市大通西１５丁目3142-31 53.746kp
一般 士別市大通西１５丁目3142-31 53.746kp
国道 ～ ～

士別市下士別町（士別橋） 56.763kp 天塩川接続
一般 士別市下士別町（士別橋） 56.763kp 天塩川接続
国道 ～ ～

士別市多寄町 60.36kp
一般 士別市多寄町 60.36kp
国道 ～ ～

士別市多寄町 64.535kp
一般 士別市多寄町 64.535kp
国道 ～ ～

名寄市風連町西町 67.908kp
一般 名寄市風連町西町 67.908kp
国道 ～ ～

名寄市字徳田 73.43kp
一般 名寄市字徳田 73.43kp
国道 ～ ～

名寄市字砺波296-3 78.788kp
一般 名寄市字砺波296-3 78.788kp
国道 ～ ～

名寄市字智恵文 85.308kp
一般 名寄市字智恵文 85.308kp
国道 ～ ～

名寄市字智恵文（恵深橋） 94.31kp
一般 名寄市字智恵文（恵深橋） 94.31kp
国道 ～ ～

中川郡美深町字敷島143 99.138kp
一般 中川郡美深町字敷島143 99.138kp
国道 ～ ～

中川郡美深町字敷島（沖金内橋） 99.535kp
一般 中川郡美深町字敷島（沖金内橋） 99.535kp
国道 ～ ～

中川郡美深町字西里 105.3kp
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延長 利用可能

(km) 芯線数

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

一般 中川郡美深町字西里 105.3kp
国道 ～ ～

中川郡美深町字大手 110.02kp
一般 中川郡美深町字大手 110.02kp
国道 ～ ～

中川郡美深町字楠 114.849kp
一般 中川郡美深町字楠 114.849kp
国道 ～ ～

中川郡音威子府村字咲来 119.532kp
一般 中川郡音威子府村字咲来 119.532kp
国道 ～ ～

中川郡音威子府村字咲来 123.568kp
一般 中川郡音威子府村字咲来 123.568kp
国道 ～ ～

中川郡音威子府村字音威子府 128.86kp
一般 中川郡音威子府村字音威子府 128.86kp
国道 ～ ～

中川郡音威子府村字物満内 132kp
一般 中川郡音威子府村字物満内 132kp
国道 ～ ～

中川郡音威子府村字物満内 136.7kp
一般 中川郡音威子府村字物満内 136.7kp
国道 ～ ～

中川郡中川町字富和 141.222kp
一般 中川郡中川町字富和 141.222kp
国道 ～ ～

中川郡中川町字富和 147.462kp
一般 中川郡中川町字富和 147.462kp
国道 ～ ～

中川郡中川町字豊里 152.427kp
一般 中川郡中川町字豊里 152.427kp
国道 ～ ～

中川郡中川町字誉 158.607kp
一般 中川郡中川町字誉 158.607kp
国道 ～ ～

中川郡中川町字大富 161.575kp
一般 中川郡中川町字大富 161.575kp
国道 ～ ～

中川郡中川町字大富 166.399kp
一般 中川郡中川町字大富 166.399kp
国道 ～ ～

中川郡中川町字国府 171.383kp
一般 名寄市字智恵文 85.308kp
国道 ～ ～ 名寄美深道路

名寄市字智恵文 89.138kp
一般 名寄市字智恵文 89.138kp
国道 ～ ～ 名寄美深道路

中川郡美深町字美深 92.785kp
一般 中川郡美深町字美深 92.785kp
国道 ～ ～ 名寄美深道路

中川郡美深町字敷島 99.917kp
一般 旭川市４条通２丁目 135.498kp R12接続
国道 ～ ～

旭川市神楽１条６丁目 0.865kp
一般 旭川市神楽１条６丁目 0.865kp
国道 ～ ～

旭川市緑ヶ丘南５条１丁目 5.284kp
一般 旭川市緑ヶ丘南５条１丁目 5.284kp
国道 ～ ～

旭川市西神楽北１条２丁目 10.83kp
一般 旭川市西神楽北１条２丁目 10.83kp
国道 ～ ～

旭川市西神楽１線１号 12.05kp
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道路 40号 6.2 16

4.8 18

道路 40号 3.0 16

道路 40号 5.0 18

道路 40号

道路 40号 4.4 0

道路 40号 3.7 0

0.9 60

道路 40号 4.1 0

道路 237号 4.5 20

道路 237号

道路 237号 5.5 20

道路 237号 1.2 20
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延長 利用可能

(km) 芯線数

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

一般 旭川市西神楽1線１号 12.05kp
国道 ～ ～

旭川市西神楽1線１8号 14.635kp
一般 旭川市西神楽1線１8号 14.635kp
国道 ～ ～

旭川市西神楽1線23号 17.324kp
一般 旭川市西神楽1線23号 17.324kp
国道 ～ ～

上川郡美瑛町大久保協生 22.03kp
一般 上川郡美瑛町大久保協生 22.03kp
国道 ～ ～

上川郡美瑛町花園３丁目（美瑛橋） 25.534kp 美瑛川接続
一般 上川郡美瑛町花園３丁目（美瑛橋） 25.534kp 美瑛川接続
国道 ～ ～

空知郡上富良野町西12線北 32.009kp
一般 空知郡上富良野町西12線北 32.009kp
国道 ～ ～

空知郡上富良野町草分三南 37.334kp
一般 空知郡上富良野町草分三南 37.334kp
国道 ～ ～

空知郡上富良野町光町３丁目 41.57kp
一般 空知郡上富良野町光町３丁目 41.57kp
国道 ～ ～

空知郡中富良野町東１線北１９ 45.167kp
一般 空知郡中富良野町東１線北１９ 45.167kp
国道 ～ ～

空知郡中富良野町北町 48.285kp
一般 空知郡中富良野町北町 48.285kp
国道 ～ ～

空知郡中富良野町字中富良野 52.838kp
一般 空知郡中富良野町字中富良野 52.838kp
国道 ～ ～

富良野市新富町２丁目 57.559kp R38接続
一般 富良野市字山部 75.47kp
国道 ～ ～

空知郡南富良野町字金山 91.205kp
一般 上川郡下川町一の橋 35.533kp
国道 ～ ～

上川郡下川町一の橋 42.415kp
一般 上川郡下川町一の橋 42.415kp
国道 ～ ～

上川郡下川町二の橋 46.6kp
一般 上川郡下川町二の橋 46.6kp
国道 ～ ～

上川郡下川町緑町 51.539kp
一般 士別市大通西4丁目 63.47kp R40KP
国道 ～ ～

士別市温根別町仲線 112.086kp
一般 上川郡上川町字層雲峡 43.47kp
国道 ～ ～

上川郡上川町字層雲峡大学平 77.446kp R39KP
一般 上川郡上川町字天幕 112.548kp
国道 ～ ～

上川郡上川町字上越 122.931kp
一般 上川郡上川町字上越 122.931kp
国道 ～ ～

紋別郡滝上町第4区 129.622kp
一般 中川郡音威子府村字音威子府 128.266kp R40KP
国道 ～ ～

中川郡音威子府村字上音威子府 267.1kp
一般 上川郡比布町字北5線 2.71kp
国道 ～ ～

上川郡愛別町字東町 9.092kp
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延長 利用可能

(km) 芯線数

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 距離標 備　　考

一般 上川郡愛別町字東町 9.226kp
国道 ～ ～

上川郡愛別町字愛山53林班 16.617kp
一般 上川郡愛別町字愛山53林班 16.617kp
国道 ～ ～

上川郡上川町字菊水 26.607kp
一般 上川郡上川町字菊水 26.607kp
国道 ～ ～

上川郡上川町字天幕 35.22kp
一般 上川郡上川町字天幕 35.22kp
国道 ～ ～

上川郡上川町字上越 46.735kp
一般 上川郡上川町字上越 46.735kp
国道 ～ ～

上川郡上川町字上越 49.641kp
一般 上川郡上川町字上越 49.641kp
国道 ～ ～

紋別郡遠軽町奥白滝 53.953kp
一般 紋別郡遠軽町奥白滝 53.953kp
国道 ～ ～

紋別郡遠軽町白滝 66.225kp
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