
延長 利用可能
(km) 芯線数

一般 天塩郡天塩町字サクカヘシ 193.251kp
国道 ～ ～

天塩郡幌延町字下沼 199.876kp
一般 天塩郡幌延町字下沼 199.876kp
国道 ～ ～

天塩郡豊富町字新生 206.222kp
一般 天塩郡豊富町字新生 206.222kp
国道 ～ ～

天塩郡豊富町字上サロベツ 211.27kp
一般 天塩郡豊富町字上サロベツ 211.27kp
国道 ～ ～

天塩郡豊富町字上サロベツ 213.727kp
一般 天塩郡豊富町字上サロベツ 213.727kp
国道 ～ ～

天塩郡豊富町字徳満 215.976kp
一般 天塩郡豊富町字徳満 215.976kp
国道 ～ ～

天塩郡豊富町字芦川 222.978kp
一般 天塩郡豊富町字芦川 222.978kp
国道 ～ ～

稚内市大字抜海村字上勇知 229.636kp
一般 稚内市大字抜海村字上勇知 229.636kp
国道 ～ ～

稚内市声問村字サラキトマナイ 236.447kp
一般 稚内市声問村字サラキトマナイ 236.447kp
国道 ～ ～

稚内市声問村字サラキトマナイ 242.288kp
一般 稚内市声問村字サラキトマナイ 242.288kp
国道 ～ ～

稚内市潮見５丁目 245.608kp
一般 稚内市潮見５丁目 245.608kp
国道 ～ ～

稚内市中央３丁目 249.717kp
一般 枝幸郡枝幸町音標 165.938kp
国道 ～ ～

枝幸郡枝幸町音標 170.21kp
一般 枝幸郡枝幸町音標 170.21kp
国道 ～ ～

枝幸郡枝幸町風烈布 174.6kp
一般 枝幸郡枝幸町風烈布 174.6kp
国道 ～ ～

枝幸郡枝幸町乙忠部 180.158kp
一般 枝幸郡枝幸町乙忠部 180.158kp
国道 ～ ～

枝幸郡枝幸町乙忠部 185.47kp
一般 枝幸郡枝幸町乙忠部 185.47kp
国道 ～ ～

枝幸郡枝幸町徳志別 190.412kp
一般 枝幸郡枝幸町徳志別 190.412kp
国道 ～ ～

枝幸郡枝幸町岡島 195.609kp

光ファイバ開放状況（ＳＭ、ＤＳＦ）　稚内開発建設部
　※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

道路 40号 6.6 20

5.1 18

道路 40号 6.3 18

道路 40号 2.5 18

道路 40号

道路 40号 2.3 20

6.7 0

道路 40号 7 16

道路 40号 6.8 0

道路 40号

道路 40号 5.8 0

4.6 0

道路 40号 3.3 0

道路 238号 4.3 14

道路 40号

道路 238号 4.4 14

道路 238号 5.6 14

道路 238号 5.3 16

道路 238号 5 16

道路 238号 5.2 16

接続施設名
「稚内道路事務所」

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_tesio-sakukahesi.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_horonobe-shimonuma.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_horonobe-shimonuma.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_toyotomi-sinsei.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_toyotomi-sinsei.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_toyotomi-kamisarobetsu.html#
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_toyotomi-kamisarobetsu.html
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_toyotomi-kamisarobetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_toyotomi-kamisarobetsu.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_toyotomi-tokumitsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_toyotomi-tokumitsu.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_toyotomi-ashikawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-otoshibe_165_938.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-otoshibe_170_210.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-otoshibe_170_210.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-fureppu.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-fureppu.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-ochube_180_158.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-ochube_180_158.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-ochube_185_470.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-ochube_185_470.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-tokushibetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-tokushibetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-okajima.html
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/chousei/ud49g700000015lk.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

一般 枝幸郡枝幸町岡島 195.609kp
国道 ～ ～

枝幸郡枝幸町下幌別 199.773kp
一般 枝幸郡枝幸町下幌別 199.773kp
国道 ～ ～

枝幸郡枝幸町北幸町7020-11 202.225kp
一般 枝幸郡枝幸町北幸町7020-11 202.225kp
国道 ～ ～

枝幸郡枝幸町問牧 207.483kp
一般 枝幸郡枝幸町問牧 207.483kp
国道 ～ ～

枝幸郡枝幸町目梨泊 217.151kp
一般 枝幸郡枝幸町目梨泊 217.151kp
国道 ～ ～

枝幸郡枝幸町目梨泊 218.28kp
一般 枝幸郡枝幸町目梨泊 218.28kp
国道 ～ ～

枝幸郡浜頓別町字豊寒別豊牛 225.38kp
一般 枝幸郡浜頓別町字豊寒別豊牛 225.38kp
国道 ～ ～

枝幸郡浜頓別町字頓別 277.277kp
一般 枝幸郡浜頓別町字頓別 277.277kp
国道 ～ ～

枝幸郡浜頓別町字浜頓別 232.114kp
一般 枝幸郡浜頓別町字浜頓別 232.114kp
国道 ～ ～

枝幸郡浜頓別町字浜頓別 232.114kp
一般 枝幸郡浜頓別町字浜頓別 232.114kp
国道 ～ ～

枝幸郡浜頓別町字頓別原野 238.064kp
一般 枝幸郡浜頓別町字頓別原野 238.064kp
国道 ～ ～

宗谷郡猿払村浅茅野 241.475kp
一般 宗谷郡猿払村浅茅野 241.475kp
国道 ～ ～

宗谷郡猿払村浅茅野 249.006kp
一般 宗谷郡猿払村浅茅野 249.006kp
国道 ～ ～

宗谷郡猿払村浜猿払 253.41kp
一般 宗谷郡猿払村浜猿払 253.41kp
国道 ～ ～

宗谷郡猿払村芦野 257.47kp
一般 宗谷郡猿払村芦野 257.47kp
国道 ～ ～

宗谷郡猿払村浜鬼志別 263.36kp
一般 宗谷郡猿払村浜鬼志別 263.36kp
国道 ～ ～

宗谷郡猿払村知来別 267.71kp
一般 宗谷郡猿払村知来別 267.71kp
国道 ～ ～

宗谷郡猿払村苗太路 274.26kp
一般 宗谷郡猿払村苗太路 274.26kp
国道 ～ ～

稚内市宗谷村字東浦 278.051kp
一般 稚内市宗谷村字東浦 278.051kp
国道 ～ ～

稚内市宗谷村字峰岡 284.101kp
一般 稚内市宗谷村字峰岡 284.101kp
国道 ～ ～

稚内市宗谷村字豊岩 288.766kp

道路 238号 4.2 16

道路 238号 2.6 16 接続施設名
「枝幸防災ステーション」

道路 238号 5.4 16
接続施設名
「枝幸防災ステーション」

道路 238号 9.7 16

道路 238号 1.1 16

道路 238号 1.9 16

道路

238号 4.8 14

238号 7.1 16

道路 238号 3.1 0

道路

道路 238号 6 14

道路 238号 3.4 14

道路 238号 7.5 14

道路 238号 4.4 14

道路 238号 4.1 14

道路 238号 5.9 14

道路 238号 4.4 14

道路 238号 6.6 14

道路 238号 3.8 14

道路 238号 6.1 8

道路 238号 4.7 8

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-okajima.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-shimohorobetsu.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-shimohorobetsu.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-hokkou.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-hokkou.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-toimaki.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-toimaki.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-menashidomari_217_151.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-menashidomari_217_151.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-menashidomari_218_280.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_esashi-menashidomari_218_280.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_hamatonbetsu-toyokanbetsutoyoushi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_hamatonbetsu-toyokanbetsutoyoushi.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_hamatonbetsu-tonbetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_hamatonbetsu-tonbetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_hamatonbetsu-hamatonbetsu_232_114.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_hamatonbetsu-hamatonbetsu_232_114.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_hamatonbetsu-tonbetsugenya.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_hamatonbetsu-tonbetsugenya.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_sarufutsu-asajino_241_475.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_sarufutsu-asajino_241_475.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_sarufutsu-asajino_249_006.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_sarufutsu-asajino_249_006.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_sarufutsu-hamasarufutsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_sarufutsu-hamasarufutsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_sarufutsu-ashino.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_sarufutsu-ashino.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_sarufutsu-hamaonishibetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_sarufutsu-hamaonishibetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_sarufutsu-chiraibetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_sarufutsu-chiraibetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_sarufutsu-naefutoro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_sarufutsu-naefutoro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_wakkanai-soya-higashiura.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_wakkanai-soya-higashiura.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_wakkanai-soya-mineoka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_wakkanai-soya-mineoka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_wakkanai-soya-toyoiwa.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 稚内市宗谷村字豊岩 288.766kp
国道 ～ ～

稚内市宗谷岬 292.857kp
一般 稚内市宗谷岬 292.857kp
国道 ～ ～

稚内市宗谷村字清浜 297.797kp
一般 稚内市宗谷村字清浜 297.797kp
国道 ～ ～

稚内市宗谷村字富磯 304.546kp
一般 稚内市宗谷村字富磯 304.546kp
国道 ～ ～

稚内市宗谷村字増幌 309.103kp
一般 稚内市宗谷村字増幌 309.103kp
国道 ～ ～

稚内市声問４丁目 313.583kp
一般 稚内市声問４丁目 313.583kp
国道 ～ ～

稚内市潮見５丁目7-37 319.385kp
一般 枝幸郡中頓別町字小頓別 267.424kp
国道 ～ ～

枝幸郡中頓別町字敏音知 280.78kp
一般 枝幸郡中頓別町字敏音知 280.78kp
国道 ～ ～

枝幸郡中頓別町字寿 297.283kp
一般 枝幸郡中頓別町字寿 297.283kp
国道 ～ ～

枝幸郡浜頓別町字常盤 308.98kp
一般 枝幸郡浜頓別町字常盤 308.98kp
国道 ～ ～

枝幸郡浜頓別町字浜頓別 315.177kp

238号 4.1 12

道路 238号 4.9 14

道路

道路 238号 6.7 14

道路 238号 4.6 14

238号 4.5 14

道路 238号 5.9 14 接続施設名
「稚内道路事務所」

道路

道路 275号 13.4 0

12 0

道路 275号 16.7 0

道路 275号

道路 275号 6.3 0

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_wakkanai-soya-toyoiwa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_wakkanai-soyamisaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_wakkanai-soyamisaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_wakkanai-soya-kiyohama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_wakkanai-soya-kiyohama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_wakkanai-soya-tomiiso.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_wakkanai-soya-tomiiso.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_wakkanai-soya-masuhoro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_wakkanai-soya-masuhoro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_wakkanai_koetoi4.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_wakkanai_koetoi4.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81731h_wakkanai_shiomi5.html#

