
延長 利用可能
(km) 芯線数

留萌川 留萌開発事務所 留萌開発事務所

水系 ～ ～
栄萌橋 2.8kp

留萌川 川北一号樋門 2.2kp
水系 ～ ～

栄萌橋 2.8kp
留萌川 栄萌橋 2.8kp
水系 ～ ～

東雲排水機場 3.1kp
留萌川 東雲排水機場 3.1kp
水系 ～ ～

東雲２号樋門 3.8kp
留萌川 高砂排水機場 2.1kp
水系 ～ ～

栄萌橋 2.8kp
留萌川 栄萌橋 2.8kp
水系 ～ ～

栄萌橋 2.8kp
留萌川 栄萌橋 2.8kp
水系 ～ ～

塩州橋 8.kp
留萌川 塩州橋 8.kp
水系 ～ ～

塩州橋 8.kp
留萌川 塩州橋 8.kp
水系 ～ ～

紅葉橋（大和田遊水地周囲堤） 9.9kp
留萌川 紅葉橋 9.9kp
水系 ～ ～

御料橋下流 17.7kp
留萌川 御料橋下流 17.7kp
水系 ～ ～

御料橋 17.8kp
留萌川 御料橋 17.8kp
水系 ～ ～

御料橋 17.8kp
留萌川 御料橋 17.8kp
水系 ～ ～

明治橋 19.5kp
留萌川 明治橋 19.5kp
水系 ～ ～

幌糠橋 19.8kp
留萌川 幌糠橋 19.8kp
水系 ～ ～

幌糠橋 19.8kp
留萌川 幌糠橋 19.8kp
水系 ～ ～

チバベリ大橋 20.6kp
留萌川 チバベリ大橋 20.6kp
水系 ～ ～

樽真布橋 22.4kp

光ファイバ開放状況（ＳＭ、ＤＳＦ）　留萌開発建設部
　※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

0.5 4

河川 留萌川 0.6 4

河川 留萌川

河川 留萌川 0.3 4

0.7 8

河川 留萌川 0.9 4

河川 留萌川 0.1 4

河川 留萌川

河川
留萌川

4.5 4

1.6 4

7.4 12

河川 留萌川 0.1 4

河川 留萌川

河川
留萌川

0.1 12

河川
留萌川

河川 留萌川 0.1 12

0.3 12

河川
留萌川

1.7 12

河川 留萌川 0.1 12

河川 留萌川

河川 留萌川 0.7 12

河川 留萌川 1.8 0

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi-rumoikaihatsujimusho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_eihoubashiugan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_kawakita1gohimon.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_eihoubashiugan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_eihoubashiugan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_shinonomehaisuikizyo.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_shinonomehaisuikizyo.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_shinonome2gohimon.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_takasagohaisuikijo.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_eihoubashisagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_eihoubashiugan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_eihoubashisagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_eihoubashisagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi-shiosubashi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi-shiosubashi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi-shiosubashi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi-shiosubashi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_momijibashi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_momijibashi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_goryobashikaryu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_goryobashikaryu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_goryobashiugan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_goryobashiugan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_goryobashisagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_goryobashisagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_meijibashi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_meijibashi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_horonukabashiugan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_horonukabashiugan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_horonukabashisagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_horonukabashisagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_chibaberibashi.pdf#
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/chousei/ud49g70000000wvl.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

留萌川 樽真布橋 22.4kp
水系 ～ ～

樽真布橋 22.4kp
留萌川 樽真布橋 22.4kp
水系 ～ ～

峠下観測所 24.8kp
留萌川 留萌市大字チバベリ1881番5地先 0.8kp
水系 ～ ～

字チバベリ国有林 4.7kp
留萌川 留萌市大字チバベリ1881番5地先 0.5kp
水系 ～ ～

字チバベリ国有林 取水塔
天塩川 幌延河川事業所 幌延河川事業所

水系 ～ ～
水防備蓄基地 21.9kp

天塩川 水防備蓄基地 18.6kp
水系 ～ ～

天塩大橋観測所 21.9kp
天塩川 天塩サラキシ 0.1kp
水系 ～ ～

天塩分駐所 0.1kp
天塩川 天塩河口観測所 1.4kp
水系 ～ ～

天塩町川口地先 1.4kp
天塩川 天塩町字川口 4.4kp
水系 ～ ～

天塩町字下サロベツ 18.6kp
天塩川 円山観測所 30.kp
水系 ～ ～

天塩町オヌプナイ地先 30.kp
天塩川 辰根牛観測所 40.9kp
水系 ～ ～

天塩町ペンケビラ地先 40.9kp
天塩川 新問寒別橋観測所 46.4kp
水系 ～ ～

天塩町タツネウシ地先 46.4kp
天塩川 問寒別川合流点 44.2kp
水系 ～ ～

新問寒別橋 46.2kp
天塩川 新問寒別橋 46.2kp
水系 ～ ～

新問寒別橋 46.2kp
天塩川 天塩川合流点 -1.8kp
水系 ～ ～

ヌプカナイ川合流地点 1.7kp
天塩川 ヌプカナイ川合流地点 1.7kp
水系 ～ ～

中問寒別観測所 5.kp
天塩川 中問寒別観測所 5.kp
水系 ～ ～

四線橋 7.4kp
天塩川 四線橋 7.4kp
水系 ～ ～

四線橋 7.4kp
天塩川 四線橋 7.4kp
水系 ～ ～

上問寒別観測所 14.kp
天塩川 天塩町オヌプナイ地先 0.5kp
水系 ～ ～

栄橋 0.5kp
天塩川 栄橋 0.5kp
水系 ～ ～

上雄信内観測所 2.kp

0.1 0

河川
留萌川 2.4 0

河川 留萌川

河川 留萌ダム 3.9 0

2.8 0

河川 留萌ダム 0.9 0

河川 天塩川 4.3 16

河川 天塩川

河川 天塩川 0.8 0

13.5 0

河川 天塩川 0.6 0

河川 天塩川 0.9 0

河川 天塩川

河川 天塩川 1.4 0

2.0 0

河川 天塩川 2.5 0

河川 天塩川 0.4 0

河川 天塩川

河川 問寒別川 3.6 0

2.4 0

河川 問寒別川 4.3 0

河川 問寒別川 0.4 0

河川 問寒別川

河川 問寒別川 6.6 0

河川 雄信内川 0.4 0

雄信内川 1.7 0河川

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_horonobe_suiboukyoten.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_horonobe_teshiooohashi.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 中川郡中川町字国府 171.5kp
国道 ～ ～

天塩郡天塩町字下オヌプナイ 178.504kp
一般 天塩郡天塩町字下オヌプナイ 178.504kp
国道 ～ ～

天塩郡天塩町字ウブシ 184.2kp
一般 天塩郡天塩町字ウブシ 184.2kp
国道 ～ ～

天塩郡天塩町字ウブシ 188.117kp
一般 天塩郡天塩町字ウブシ 188.117kp
国道 ～ ～

天塩郡幌延町字幌延 195.042kp
一般 増毛郡増毛町雄冬1021番地先 88.501kp
国道 ～ ～

増毛郡増毛町岩老 94.593kp
一般 増毛郡増毛町岩老 94.593kp
国道 ～ ～

増毛郡増毛町岩尾 99.836kp
一般 増毛郡増毛町岩尾 99.836kp
国道 ～ ～

増毛郡増毛町別苅 107.121kp
一般 増毛郡増毛町別苅 107.121kp
国道 ～ ～

増毛郡増毛町中歌 111.825kp
一般 増毛郡増毛町中歌 111.825kp
国道 ～ ～

増毛郡増毛町舎熊 117.092kp
一般 増毛郡増毛町舎熊 117.092kp
国道 ～ ～

留萌市礼受町 122.257kp
一般 留萌市礼受町 122.257kp
国道 ～ ～

留萌市寿町1丁目68 126.785kp
一般 天塩郡天塩町字サクカヘシ 0.015kp R40接続
国道 ～ ～

天塩郡天塩町字下サロベツ 4.52kp
一般 天塩郡天塩町字下サロベツ 4.52kp
国道 ～ ～

天塩郡天塩町字川口 9.484kp
一般 天塩郡天塩町字川口 9.484kp
国道 ～ ～

天塩郡天塩町新地通1丁目1449-1 16.071kp
一般 天塩郡天塩町新地通1丁目 16.071kp
国道 ～ ～

天塩郡天塩町字更岸 20.589kp
一般 天塩郡天塩町字更岸 20.589kp
国道 ～ ～

天塩郡天塩町字更岸 24.633kp
一般 天塩郡天塩町字更岸 24.633kp
国道 ～ ～

天塩郡遠別町字啓明 31.065kp
一般 天塩郡遠別町字啓明 31.065kp
国道 ～ ～

天塩郡遠別町字本町 34.136kp
一般 天塩郡遠別町字本町 34.136kp
国道 ～ ～

天塩郡遠別町字金浦 41.613kp
一般 天塩郡遠別町字金浦 41.613kp
国道 ～ ～

苫前郡初山別村字共成 47.193kp
一般 苫前郡初山別村字共成 47.193kp
国道 ～ ～

苫前郡初山別村字明里 52.089kp

道路 40号 7.0 16

道路 40号 5.7 15

6.9 15

道路 40号 3.9 15

道路 231号 6.1 17

道路 40号

道路 231号 5.3 17

道路 231号 7.2 17

231号 4.7 17

道路 231号 5.3 20

道路

231号 4.7 20

231号 5.2 20

接続施設名
「留萌開発建設部」

道路

道路

道路 232号 4.5 15

232号 6.8 15

232号 5.0 15

接続施設名
「羽幌道路事務所天塩分駐所」

道路

道路 232号 4.2 20
接続施設名
「羽幌道路事務所天塩分駐所」

道路

道路 232号 4.0 20

6.4 20

道路 232号 3.1 20

道路 232号

道路 232号 7.5 20

4.9 20

道路 232号 5.6 20

道路 232号

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_nakagawa-kokuhu2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_teshio-shimoonubunai_178_504.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_teshio-shimoonubunai_178_504.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_teshio-ubushi_184_200.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_teshio-ubushi_184_200.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_teshio-ubushi_188_117.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_teshio-ubushi_188_117.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_sakukaeshi195042.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_masike-ohuyu1.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_masike-iwaoi.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_masike-iwaoi.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_mashike-mashike-iwao_99_836.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_mashike-mashike-iwao_99_836.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_masike-betukari.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_masike-betukari.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_mashike-mashike-nakauta.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_mashike-mashike-nakauta.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_masike-syakuma.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_masike-syakuma.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi-reukecho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi-reukecho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_rumoi_kotobukicho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_sakukaeshi0015.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_teshio-teshio-shimosarobetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_teshio-teshio-shimosarobetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_teshio_kawaguti.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_teshio_kawaguti.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_tesio-sintidori.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_tesio-sintidori.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_tesio-kougan_24_589.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_tesio-kougan_24_589.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_tesio-kougan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_tesio-kougan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_tesio-keimei.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_tesio-keimei.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_enbetu-honmati2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_enbetu-honmati2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_enbetu-kanaura.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_enbetu-kanaura.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_tomamae-shosanbetsu-kyose.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81721h_tomamae-shosanbetsu-kyose.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 苫前郡初山別村字明里 52.089kp
国道 ～ ～

苫前郡初山別村字初山別 57.545kp
一般 苫前郡初山別村字初山別 57.545kp
国道 ～ ～

苫前郡初山別村字第二栄 62.597kp
一般 苫前郡初山別村字第二栄 62.597kp
国道 ～ ～

苫前郡初山別村字有明 66.681kp
一般 苫前郡初山別村字有明 66.681kp
国道 ～ ～

苫前郡羽幌町字築別 71.925kp
一般 苫前郡羽幌町字築別 71.925kp
国道 ～ ～

苫前郡羽幌町北大通1丁目 76.948kp
一般 苫前郡羽幌町北大通1丁目 76.948kp
国道 ～ ～

苫前郡羽幌町栄町57-2 78.698kp
一般 苫前郡羽幌町栄町57-2 78.698kp
国道 ～ ～

苫前郡苫前町字栄浜 83.861kp
一般 苫前郡苫前町字栄浜 83.861kp
国道 ～ ～

苫前郡苫前町字上平 88.873kp
一般 苫前郡苫前町字上平 88.873kp
国道 ～ ～

苫前郡苫前町字力昼 94.332kp
一般 苫前郡苫前町字力昼 94.332kp
国道 ～ ～

留萌郡小平町字鬼鹿千松 100.315kp
一般 留萌郡小平町字鬼鹿千松 100.315kp
国道 ～ ～

留萌郡小平町字鬼鹿秀浦 106.323kp
一般 留萌郡小平町字鬼鹿秀浦 106.323kp
国道 ～ ～

留萌郡小平町字大椴 111.698kp
一般 留萌郡小平町字大椴 111.698kp
国道 ～ ～

留萌郡小平町字小平町 117.191kp
一般 留萌郡小平町字小平町 117.191kp
国道 ～ ～

留萌郡小平町字臼谷 120.028kp
一般 留萌郡小平町字臼谷 120.028kp
国道 ～ ～

留萌市大字留萌村字カモイワ 126.272kp
一般 留萌市大字留萌村字カモイワ 126.272kp
国道 ～ ～

留萌市堀川町2丁目78 128.162kp
一般 苫前郡苫前町字霧立国有林141林班 126.377kp
国道 ～ ～

苫前郡苫前町字上平 172.393kp
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