
延長 利用可能
(km) 芯線数

常呂川 常呂河口(常呂橋) 0.2kp
水系 ～ ～

常呂町豊川(上川沿観測所) 11.1kp
常呂川 常呂町豊川(上川沿観測所) 11.1kp
水系 ～ ～

常呂町福山(太茶苗観測所) 18.6kp
常呂川 常呂町福山(太茶苗観測所) 18.6kp～
水系 ～ ～

常呂町日吉 27.3kp
常呂川 常呂町日吉 27.3kp
水系 ～ ～

端野町忠志(忠志観測所) 33.2kp
常呂川 端野町忠志(忠志観測所) 33.2kp
水系 ～ ～

端野町１区(端野大橋) 37.929kp
常呂川 常呂郡端野町１区(端野大橋) 37.929kp
水系 ～ ～

北見市田端町 47.54kp
常呂川 北見市田端町(河川事務所) 47.54kp
水系 ～ ～

北見市上常呂(金比羅橋) 58.257kp
常呂川 北見市上常呂(金比羅橋) 58.257kp
水系 ～ ～

訓子府町(叶橋) 68.476kp
常呂川 訓子府町(叶橋) 68.476kp
水系 ～ ～

置戸町(林友橋) 84.472kp
常呂川 置戸町(林友橋) 84.472kp
水系 ～ ～

置戸町(中里橋) 86.8kp
常呂川 置戸町(中里橋) 86.8kp
水系 ～ ～

置戸町字常元266 97.6kp
常呂川 置戸町字常元266 97.6kp
水系 ～ ～

置戸町字常元(ﾀﾞﾑ) 104kp
常呂川 置戸町字常元(ﾀﾞﾑ) 104kp
水系 ～ ～

置戸町字常元483(ﾒﾓﾘｰﾊｳｽ前) 105kp
常呂川 置戸町字常元483(ﾒﾓﾘｰﾊｳｽ前) 105kp
水系 ～ ～

置戸町字常元(体験交流ｾﾝﾀｰ前) 106.5kp
常呂川 置戸町字常元(体験交流ｾﾝﾀｰ前) 106.5kp
水系 ～ ～

置戸町字常元(道道端) 109kp
常呂川 置戸町字常元(ﾀﾞﾑ) 104kp
水系 ～ ～

置戸町字常元(道道端) 109kp
河川

鹿ノ子ダ
ム

5.5 0

河川
鹿ノ子ダ
ム

1.9 0

河川
鹿ノ子ダ
ム

2.6 0

河川
鹿ノ子ダ
ム

6.4 0

河川
鹿ノ子ダ
ム

1.2 0

河川 常呂川 2.4 0

河川 常呂川 12.3 0

河川 常呂川 9.9 0

河川 常呂川 15.5 0

河川 常呂川 9.1 0

河川 常呂川 10.4 0

河川 常呂川 5.8 0

河川 常呂川 4.8 0

10.9 0

河川 常呂川 9.1 20

施設 種別 名称 起点～終点 距離標

河川 常呂川

　

　

【SM】(令和４年度募集状況)

河川 常呂川 9.3 0

光ファイバ開放状況（ＳＭ、ＤＳＦ）　網走開発建設部
　※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。

備　　考

▲開放状況等に関する問合せはこちら

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_tokoro-hukuyama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_tokoro-hiyoshi.html
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/chousei/ud49g7000000070t.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/info/info01h.pdf


延長 利用可能
(km) 芯線数

施設 種別 名称 起点～終点 距離標

【SM】(令和４年度募集状況)

備　　考

網走川 網走市呼人 12.2kp
水系 ～ ～

大空町女満別湖南(川尻漁場観測所) 13.4kp
網走川 大空町女満別住吉 18.0kp～
水系 ～ ～

大空町女満別本郷(本郷観測所) 21.8kp
網走川 大空町女満別住吉（治水橋） 18.5kp～
水系 ～ ～

大空町女満別本郷（カメラ） 20.3kp
網走川 大空町女満別本郷(本郷観測所) 21.8kp
水系 ～ ～

大空町女満別本郷(黒瀬樋門) 24.2kp
網走川 美幌町美禽(美禽樋門) 27.3kp～
水系 ～ ～

美幌町美禽(美禽橋) 29.2kp
網走川 美幌町鳥里(美禽橋) 29.2kp
水系 ～ ～

美幌町鳥里(美幌観測所) 29.8kp
網走川 美幌町美禽(美禽橋) 29.2kp
水系 ～ ～

美幌町昭野(大正橋) 31.2kp
網走川 美幌町昭野(大正橋) 31.2kp～
水系 ～ ～

美幌町昭野(昭野橋) 33.5kp
網走川 美幌町昭野(昭野橋) 33.5kp～
水系 ～ ～

美幌町美和(西幹線頭首工) 38.6kp
網走川 美幌町美和(西幹線頭首工) 38.6kp～
水系 ～ ～

津別町岩富 44.6kp
網走川 津別町岩富 44.6kp
水系 ～ ～

津別町達美(津別観測所) 48.8kp
網走川 日甜樋門 0.6kp
水系 ～ ～

美幌橋 2.5kp
湧別川 湧別町港町 0.5kp～
水系 ～ ～

上湧別町字中湧別895 7.6kp
湧別川 上湧別町字中湧別895 7.6kp～
水系 ～ ～

上湧別橋 12.1kp
湧別川 上湧別橋 12.1kp～
水系 ～ ～

上湧別町（18号樋門） 12.3kp
湧別川 開盛橋 17.2kp～
水系 ～ ～

上湧別町開盛(開盛観測所) 18.8kp
湧別川 遠軽町大通北 22.0kp～
水系 ～ ～

遠軽町大通北(34号樋門) 22.4kp
湧別川 遠軽橋 25.7kp～
水系 ～ ～

遠軽町西町(西町樋門) 25.9kp
湧別川 上湧別町字屯田 12.1kp～
水系 ～ ～

上湧別町字南兵村 14.0kp
渚滑川 紋別市渚滑町３丁目 0.2kp～
水系 ～ ～

紋別市渚滑町元西 7.0kp
河川 渚滑川 5.8 20

河川 湧別川 0.2 20

河川 湧別川 1.8 20

河川 湧別川 1.4 20

河川 湧別川 0.9 20

河川 湧別川 4.5 20

河川 湧別川 0.2 20

河川 美幌川 1.9 0

河川 湧別川 7.1 20

河川 網走川 6.0 20

河川 網走川 4.3 0

河川 網走川 2.2 20

河川 網走川 4.7 20

河川 網走川 0.5 0

河川 網走川 2.3 0

河川 網走川 2.7 0

河川 網走川 1.9 20

河川 網走川 7.7 20

河川 網走川 2.2 20

河川 網走川 3.3 0

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri_ozora_memanbetsu_sumiyoshi_18_000.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_memanbetsu-hongo-hongokansokusho_21_800.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri_ozora_memanbetsu_sumiyoshchisuibashi_20_300.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri_ozora_memanbetsuhongokamera_21_800.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri_bihoro_bikinbikinhimon_27_300.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_bihoro-midoribashi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri_bihoro_akinotaishobashi_31_200.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri_bihoro_akinoakinobashi_33_500.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri_bihoro_akinoakinobashi_33_500.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri_bihoro_miwa_sanpobashi_38_360.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri_bihoro_miwa_sanpobashi_38_360.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri_tsubetsu_iwatomi_44_600.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yuubetu-minato.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kamiyuubetu-nakayuubetu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kamiyuubetu-nakayuubetu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu-kamiyubetsubashi.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu-kamiyubetsubashi.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu-18gohimon.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu_kaisebashi_17_200.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu_kamiyubetsu_kaisekaisekansokusho_18_800.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu_engaru_odorikita_22_000.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu_engaru_odorikita34gohimon_22_400.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu_engarubashi_25_700.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu_engaru_nishimachinishimachihimon_25_900.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu_kamiyubetsu_tonden_12_100.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu_kamiyubetsu_minamihe_14_000.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syokotu3.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_monbetsu-shokotsuchomotonishi.html#


延長 利用可能
(km) 芯線数

施設 種別 名称 起点～終点 距離標

【SM】(令和４年度募集状況)

備　　考

渚滑川 紋別市渚滑町元西 7kp
水系 ～ ～

紋別市上渚滑町中渚滑 12kp
渚滑川 紋別市上渚滑町中渚滑 12.0kp～
水系 ～

紋別市上渚滑町７丁目 19.3kp
一般 上川郡上川町字層雲峡大学平（石北峠） 89.957kp～

国道 ～ Brch=-0.642
北見市留辺蘂町富士見 96.300kp

一般 北見市留辺蘂町富士見 96.300kp～ Brch=-0.180
国道 ～ 102.545kp

北見市留辺蘂町富士見 （成端箱）
一般 北見市留辺蘂町富士見 102.545kp
国道 ～ （成端箱）～

北見市留辺蘂町富士見 107.938kp
一般 北見市留辺蘂町富士見 107.938kp～

国道 ～
北見市留辺蘂町厚和 113.502kp

一般 北見市留辺蘂町厚和 113.502kp～

国道 ～
北見市留辺蘂町厚和 117.490kp

一般 北見市留辺蘂町厚和 117.490kp～

国道 ～
北見市留辺蘂町平里 124.558kp

一般 北見市留辺蘂町平里 124.558kp～

国道 ～
北見市留辺蘂町温根湯温泉 127.398kp

一般 北見市留辺蘂町温根湯温泉 127.398kp～

国道 ～
北見市留辺蘂町昭栄 130.976kp

一般 北見市留辺蘂町昭栄 130.976kp～

国道 ～
北見市留辺蘂町旭 134.871kp

一般 北見市留辺蘂町旭 134.871kp～

国道 ～ Brch=0.002
北見市留辺蘂町旭一区 136.713kp

一般 北見市留辺蘂町旭一区 136.713kp～

国道 ～ Brch=0.007
北見市西相内 141.242kp

一般 北見市西相内 141.242kp～

国道 ～
北見市豊田 144.990kp

一般 北見市豊田 144.990kp～

国道 ～
北見市美園 149.252kp

一般 北見市美園 149.252kp～

国道 ～ 155.577kp
北見市三輪 （成端箱）

一般 北見市三輪 155.577kp
国道 ～ （成端箱）～

北見市端野町二区 165.555kp
一般 北見市端野町二区 165.555kp～

国道 ～
北見市端野町二区 167.912kp

一般 北見市端野町二区 167.912kp～

国道 ～
北見市端野町一区 172.125kp

一般 北見市端野町一区 172.125kp～

国道 ～
北見市端野町緋牛内 175.729kp

道路 39号 3.6 16

道路 39号 2.4 16

道路 39号 4.2 16

道路 39号 10.4 20
接続施設名
「北見道路事務所」

道路 39号 6.7 17 接続施設名
「北見道路事務所」

道路 39号 3.7 13

道路 39号 4.3 15

道路 39号 1.9 16

道路 39号 4.6 13

道路 39号 3.6 16

道路 39号 3.9 16

道路 39号 7.1 14

道路 39号 2.8 16

道路 39号 5.6 16

道路 39号 4.0 14

道路 39号 5.4 12
接続施設名
「石北無線中継所」

道路 39号 6.1 13 接続施設名
「石北無線中継所」

河川 渚滑川 6.7 20

道路 39号 5.7 13

河川 渚滑川 5.0 0

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kamisyokotu-nakasyokotu.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_monbetsu-kamishokotsucho7chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kamikawa-sounkyodaigaku.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_rubeshibe-fujimi_96_300.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_rubeshibe-fujimi_96_300.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_rubeshibe-fujimi_102_545.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_rubeshibe-fujimi_102_545.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-rubeshibe-fujimi_107_938.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-rubeshibe-fujimi_107_938.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_rubeshibe-atsuwa_113_500.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_rubeshibe-atsuwa_113_500.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_rubeshibe-atsuwa_117_490.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_rubeshibe-atsuwa_117_490.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_rubesibe-hirasato.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_rubesibe-hirasato.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-rubeshibechoasahi2ku.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-rubeshibechoasahi2ku.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-rubeshibechoshoe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-rubeshibechoshoe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_rubesibe-asahi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_rubesibe-asahi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-rubeshibechoasahi1ku.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-rubeshibechoasahi1ku.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-toyota_141_242.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-toyota_141_242.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-toyota_144_990.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-toyota_144_990.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-misono.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-misono.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-miwa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-miwa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_tanno2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_tanno2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_tanno1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_tanno1.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-tannocho1ku.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-tannocho1ku.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_tanno-hiusinai.html#


延長 利用可能
(km) 芯線数

施設 種別 名称 起点～終点 距離標

【SM】(令和４年度募集状況)

備　　考

一般 北見市端野町緋牛内 175.729kp～

国道 ～
網走郡美幌町字高野 182.210kp

一般 網走郡美幌町字高野 182.210kp～

国道 ～
網走郡美幌町字仲町２丁目 186.359kp

一般 網走郡美幌町字仲町２丁目 186.359kp～

国道 ～
網走郡美幌町字三橋町2丁目 187.434kp

一般 網走郡美幌町字三橋町2丁目 187.434kp～

国道 ～
網走郡美幌町字瑞冶 192.287kp

一般 網走郡美幌町字瑞冶 192.287kp～

国道 ～
網走郡大空町女満別本郷 196.199kp

一般 網走郡大空町女満別本郷 196.199kp～

国道 ～
網走郡大空町女満別昭和 200.306kp

一般 網走郡大空町女満別昭和 200.306kp～

国道 ～
網走市字呼人 206.533kp

一般 網走市字呼人 206.533kp～

国道 ～ 213.236kp
網走市大曲１丁目 （成端箱）

一般 網走市大曲１丁目 213.236kp
国道 ～ （成端箱）～

214.669kp
網走市新町2丁目 （成端箱）

一般 網走市新町2丁目 214.669kp
国道 ～ （成端箱）～

網走市南６条東４丁目 （0.591kp） R244接続
一般 網走市大曲１丁目 （213.236kp

国道 ～ 成端箱）～

網走市字三眺 2.643kp
一般 網走市字三眺 2.643kp～
国道 ～

網走市字二見ヶ岡 5.162kp
一般 網走市字二見ヶ岡 5.162kp～
国道 ～

網走市字二見ヶ岡 8.283kp
一般 網走市字二見ヶ岡 8.283kp～
国道 ～

網走市字卯原内 11.588kp
一般 網走市字卯原内 11.588kp～

国道 ～
網走市字平和 16.279kp

一般 網走市字平和 16.279kp～

国道 ～
網走市字能取 22.387kp

一般 網走市字能取 22.387kp～

国道 ～
北見市常呂町字東浜 26.990kp

一般 北見常呂町字東浜 26.990kp～

国道 ～
北見市常呂町字岐阜 32.760kp

一般 北見市常呂町字岐阜 32.760kp～

国道 ～
北見市常呂町字岐阜 35.894kp

道路 238号 5.8 16

道路 238号 3.1 16

道路 238号 6.1 18

道路 238号 4.6 18

道路 238号 3.3 18

道路 238号 4.7 18

道路 238号 2.5 18

道路 238号 3.1 18

道路 238号 2.2 18
接続施設名
「網走道路事務所」

道路 39号 3.1 16
接続施設名
「網走開発建設部」

道路 39号 2.0 14

接続施設名
「網走道路事務所」
接続施設名
「網走開発建設部」

道路 39号 7.3 16 接続施設名
「網走道路事務所」

道路 39号 4.1 20

道路 39号 6.2 16

道路 39号 4.9 20

道路 39号 3.9 20

道路 39号 4.2 16

道路 39号 1.1 20

道路 39号 6.5 16

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_tanno-hiusinai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_bihoro_takano_182_210.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_bihoro_takano_182_210.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_bihoro-nakamati1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_bihoro-nakamati1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-bihoro-mihashicho2chome.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-bihoro-mihashicho2chome.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-bihoro-nakamachi2chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-bihoro-nakamachi2chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_memanbetu-hongo.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_memanbetu-hongo.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-ozora-memanbetsushowa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-ozora-memanbetsushowa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abasiri-yohito.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abasiri-yohito.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-omagari1chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-omagari1chome.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abasiri-sinmati.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abasiri-sinmati.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abasiri-minami1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-omagari1chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-mitunagame.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-mitunagame.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-futamigaoka_5_162.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-futamigaoka_5_162.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-futamigaoka_8_283.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-futamigaoka_8_283.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-ubaranai.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-ubaranai.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-hewa.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-hewa.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-notori.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-notori.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_tokoro-higashihama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_tokoro-higashihama.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_tokoro-gifu_32_760.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_tokoro-gifu_32_760.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_tokoro-gifu_35_894.html


延長 利用可能
(km) 芯線数

施設 種別 名称 起点～終点 距離標

【SM】(令和４年度募集状況)

備　　考

一般 北見市常呂町字岐阜 35.894kp～

国道 ～
常呂郡佐呂間町字浜佐呂間 42.101kp

一般 常呂郡佐呂間町字浜佐呂間 42.101kp～

国道 ～
常呂郡佐呂間町字幌岩 46.740kp

一般 常呂郡佐呂間町字幌岩 46.740kp～

国道 ～
常呂郡佐呂間町字富武士 53.743kp

一般 常呂郡佐呂間町字富武士 53.743kp～

国道 ～
常呂郡佐呂間町字富武士 56.465kp

一般 常呂郡佐呂間町字富武士 56.465kp～

国道 ～
常呂郡佐呂間町字計呂地 61.564kp

一般 常呂郡佐呂間町字計呂地 61.564kp～

国道 ～
紋別郡湧別町字芭露 67.135kp

一般 紋別郡湧別町字芭露 67.135kp～

国道 ～
紋別郡湧別町字芭露 70.140kp

一般 紋別郡湧別町字芭露 70.140kp～

国道 ～
紋別郡上湧別町字北兵村３区 74.740kp

一般 紋別郡上湧別町字北兵村３区 74.740kp～

国道 ～
紋別郡上湧別町字北兵村３区 0.021kp R242接続

一般 紋別郡上湧別町字北兵村３区 （0.021kp）～

国道 ～
紋別郡湧別町字川西 81.777kp

一般 紋別郡湧別町字川西 81.777kp～

国道 ～
紋別郡湧別町字信部内 84.919kp

一般 紋別郡湧別町字信部内 84.919kp～

国道 ～
紋別市沼ノ上 90.067kp

一般 紋別市沼ノ上 90.067kp～

国道 ～
紋別市小向 93.759kp

一般 紋別市小向 93.759kp～

国道 ～
紋別市小向 98.337kp

一般 紋別市小向 98.337kp～

国道 ～
紋別市落石町４丁目 109.155kp

一般 紋別市落石町４丁目 109.155kp～

国道 ～
紋別市渚滑町川向 112.349kp

一般 紋別市渚滑町川向 112.349kp～

国道 ～
紋別郡興部町字富丘 117.146kp

一般 紋別郡興部町字富丘 117.146kp～

国道 ～
紋別郡興部町字沙留 122.536kp

一般 紋別郡興部町字沙留 122.536kp～

国道 ～
紋別郡興部町字豊野 127.076kp

一般 紋別郡興部町字豊野 127.076kp～

国道 ～
紋別郡興部町字興部 131.880kp

道路 238号 4.6 0

道路 238号 4.8 0

道路 238号 4.8 0

道路 238号 5.4 0

道路 238号 10.8 0

道路 238号 3.2 20

道路 238号 3.7 0

道路 238号 4.6 0

道路 238号 3.1 0

道路 238号 5.1 0

道路 238号 2.5 20

道路 238号 4.6 0

道路 238号 3.0 0

道路 238号 4.6 20

道路 238号 5.1 18

道路 238号 5.6 0

道路 238号 7.0 18

道路 238号 2.7 18

道路 238号 6.2 16

道路 238号 4.7 16

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_tokoro-gifu_35_894.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_saroma-hamasaroma.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_saroma-hamasaroma.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_saroma-horoiwa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_saroma-horoiwa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_saroma-toppushi_53_743.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_saroma-toppushi_53_743.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_saroma-toppushi_56_465.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_saroma-toppushi_56_465.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_saroma-kerochi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_saroma-kerochi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu-batsuyu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu-batsuyu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu-batsuyu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu-batsuyu.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kamiyubetsu-kitahe3ku_74_740.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kamiyubetsu-kitahe3ku_74_740.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kamiyubetsu-kitahe3ku_0_021.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kamiyubetsu-kitahe3ku_0_021.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu-kawanishi_81_777.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu-kawanishi_81_777.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu-shibunai_84_919.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_yubetsu-shibunai_84_919.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_monbetsu-numanoue_90_067.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_monbetsu-numanoue_90_067.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_monbetsu-komukai_93_759.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_monbetsu-komukai_93_759.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_monbetsu-komukai_98_337.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_monbetsu-komukai_98_337.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_monbetsushiochiishityou4tyoume.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_monbetsushiochiishityou4tyoume.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_monbetsushisyokotsutyoukawamukai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_monbetsushisyokotsutyoukawamukai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_okoppe-tomioka_117_146.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_okoppe-tomioka_117_146.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_okoppe-saru_122_536.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_okoppe-saru_122_536.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_okoppe-toyono_127_076.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_okoppe-toyono_127_076.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_okoppe-okoppe.html#


延長 利用可能
(km) 芯線数

施設 種別 名称 起点～終点 距離標

【SM】(令和４年度募集状況)

備　　考

一般 紋別郡興部町字興部 131.880kp～

国道 ～
紋別郡雄武町字上沢木 135.537kp

一般 紋別郡雄武町字上沢木 135.537kp～

国道 ～
紋別郡雄武町字沢木 139.951kp

一般 紋別郡雄武町字沢木 139.951kp～

国道 ～
紋別郡雄武町字栄丘 144.234kp

一般 紋別郡雄武町字栄丘 144.234kp～

国道 ～
紋別郡雄武町字南雄武 147.050kp

一般 紋別郡雄武町字南雄武 147.050kp～

国道 ～
紋別郡雄武町字雄武 152.276kp

一般 紋別郡雄武町字雄武 152.276kp～

国道 ～
紋別郡雄武町字元稲府 156.704kp

一般 紋別郡雄武町字元稲府 156.704kp～

国道 ～
紋別郡雄武町字幌内 160.120kp

一般 紋別郡雄武町字幌内 160.120kp～

国道 ～ Brch=-0.033
枝幸郡枝幸町音標 165.938kp

一般 紋別郡興部町字興部 （131.003kp）～

国道 ～
紋別郡西興部村字西興部 25.380kp

一般 紋別郡西興部村字西興部 25.380kp～

国道 ～
紋別郡西興部村字上興部 30.200kp

一般 紋別郡西興部村字上興部 30.200kp～

国道 ～ Brch=-0.049
紋別郡西興部村字奥興部 35.473kp

一般 網走郡津別町字相生 70.700kp～

国道 ～
網走郡津別町字相生 81.200kp

一般 網走郡津別町字共和 100.399kp～

国道 ～
網走郡美幌町字大通り南１丁目 116.787kp

一般 網走郡美幌町字大通り南１丁目 116.787kp～

国道 ～
網走郡美幌町字仲町２丁目 186.359kp R39接続

一般 紋別郡上湧別町字北兵村3区 0.021kp～ R238接続
国道 ～

紋別郡上湧別町字北兵村1区 3.977kp
一般 紋別郡上湧別町字北兵村1区 3.977kp～
国道 ～

紋別郡上湧別町字南兵村1区 10.249kp
一般 紋別郡上湧別町字南兵村1区 10.249kp～

国道 ～ 15.703kp
紋別郡遠軽町大通北７丁目 （成端箱）

一般 紋別郡遠軽町大通北７丁目 15.703kp
国道 ～ （成端箱）～

紋別郡遠軽町生田原水穂 24.128kp
一般 網走郡美幌町字大通り南１丁目 116.787kp～ R240接続
国道 ～

網走郡美幌町字都橋 5.020kp
一般 網走郡美幌町字都橋 5.020kp～
国道 ～

網走郡美幌町字福住 9.600kp

道路 243号 5.0 16

道路 243号 4.6 16

道路 242号 8.9 19
接続施設名
「遠軽開発事務所」

道路 242号 5.5 20 接続施設名
「遠軽開発事務所」

道路 242号 4.0 20

道路 242号 6.3 20

道路 240号 16.5 0

道路 240号 1.5 18

道路 239号 5.3 8

道路 240号 10.5 0

道路 239号 25.2 0

道路 239号 4.8 8

道路 238号 3.4 20

道路 238号 5.8 20

道路 238号 5.2 20

道路 238号 4.4 20

道路 238号 4.3 20

道路 238号 2.8 20

道路 238号 3.7 20

道路 238号 4.4 20

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_okoppe-okoppe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_omu-kamisawaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_omu-kamisawaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_omu-sawaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_omu-sawaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_omu-sakaeoka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_omu-sakaeoka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_omu-minamiomu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_omu-minamiomu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_omu-omu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_omu-omu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_omu-teineppu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_omu-teineppu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_omu-horonai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_omu-horonai.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_esashi-otoshibe.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_nishiokoppe_nishiokoppe_25_380.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_nishiokoppe_kamiokoppe_30_200.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_nishiokoppe_kamiokoppe_30_200.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81701h_shimokawa_ichinohashi_35_553.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_tsubetsu-aioi_70_700.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_tsubetsu-aioi_81_200.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_tsubetsu-kyowa_100_399.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_bihorotyouazaoodouriminami1tyoume.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_bihorotyouazaoodouriminami1tyoume.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_bihoro-nakamati1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kamiyubetsu-kitahe3ku_0_021.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kamiyubetsu-kitahe1ku_3_977.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kamiyubetsu-kitahe1ku_3_977.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kamiyubetsu-kitahe1ku_10_249.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kamiyubetsu-kitahe1ku_10_249.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_engaru-odorikita7chome.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_engaru-odorikita7chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_ikutawara_mizuho_24_128.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_bihoro_odori_minami_1_116_787.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_bihoro_miyakobashi_55_020.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_bihoro_miyakobashi_55_020.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_bihoro-hukuzumi.html#


延長 利用可能
(km) 芯線数

施設 種別 名称 起点～終点 距離標

【SM】(令和４年度募集状況)

備　　考

一般 網走郡美幌町字福住 9.600kp～
国道 ～

網走郡美幌町字古梅 13.766kp
一般 網走郡美幌町字古梅 13.766kp～

国道 ～
網走郡美幌町字古梅 18.950kp

一般 網走郡美幌町字古梅 18.950kp～

国道 ～ 25.538kp
網走郡美幌町字古梅 （成端箱）

一般 網走市南６条東４丁目 0.591kp～
国道 ～

網走市字駒場 4.140kp
一般 網走市字駒場 4.140kp～
国道 ～

網走市字藻琴 8.199kp
一般 網走市字藻琴 8.199kp～
国道 ～

斜里郡小清水町字浜小清水 12.530kp
一般 斜里郡小清水町字浜小清水 12.530kp～

国道 ～
斜里郡小清水町字浜小清水 19.170kp

一般 斜里郡小清水町字浜小清水 19.170kp～

国道 ～
斜里郡小清水町字浜小清水 24.145kp

一般 斜里郡小清水町字浜小清水 24.145kp～

国道 ～
斜里郡小清水町字止別 26.715kp

一般 斜里郡小清水町字止別 26.715kp～

国道 ～
斜里郡斜里町字大栄 32.320kp

一般 斜里郡斜里町字大栄 32.320kp～

国道 ～ 38.901kp
斜里郡斜里町字豊倉 （成端箱）

一般 斜里郡斜里町字豊倉 38.901kp
国道 ～ （成端箱）～

斜里郡斜里町字豊倉 41.322kp
一般 斜里郡斜里町字豊倉 41.322kp～

国道 ～
斜里郡斜里町字越川 48.327kp

一般 斜里郡斜里町字越川 48.327kp～

国道 ～
斜里郡斜里町字富士 55.814kp

一般 斜里郡斜里町字富士 55.814kp～ Brch=-0.067
国道 ～ 63.307kp

標津郡標津町国有林 （成端箱）
一般 紋別郡滝上町 129.574kp～

国道 ～
紋別郡滝上町字第5区 131.613kp

一般 紋別郡滝上町字第5区 131.613kp～

国道 ～
紋別郡滝上町字滝上原野 133.234kp

一般 紋別郡滝上町字滝上原野 133.234kp～

国道 ～
紋別郡滝上町字滝上原野 135.021kp

一般 紋別郡滝上町字滝上原野 135.021kp～

国道 ～
紋別郡滝上町字第5区 136.396kp

一般 紋別郡滝上町字第5区 136.396kp～

国道 ～
紋別郡滝上町字第5区 136.889kp

道路 273号 0.5 6

道路 273号 1.8 4

道路 273号 1.4 4

道路 273号 1.9 4

道路 273号 1.6 4

道路 244号 7.4 20 接続施設名
「根北峠道路気象観測所」

道路 244号 7.1 20

道路 244号 7.5 20

接続施設名
「斜里防災ST」

道路 244号 2.5 18
接続施設名
「斜里防災ST」

道路 244号 5.6 18

道路 244号 6.6 18

道路 244号 5.0 18

道路 244号 2.6 18

道路 244号 4.3 15

道路 244号 6.6 18

道路 244号 3.6 16

道路 244号 4.1 16

道路 243号 6.6 9 接続施設名
「美幌峠通信局舎」

道路 243号 4.2 16

道路 243号 5.2 12

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_bihoro-hukuzumi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_bihoro-koume_13_766.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_bihoro-koume_13_766.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_bihoro-koume_18_950.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_bihoro-koume_18_950.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_bihoro-koume_25_538.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abasiri-minami1.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-komaba.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abashiri-komaba.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abasiri-soukin.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_abasiri-soukin.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kosimizu-hamakosimizu_12_530.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kosimizu-hamakosimizu_12_530.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kosimizu-hamakosimizu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kosimizu-hamakosimizu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kosimizu-hamakosimizu2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kosimizu-hamakosimizu2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_shari-koshimizu-tomaribetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_shari-koshimizu-tomaribetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kosimizu-taiei.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kosimizu-taiei.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syari-sinkou.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syari-sinkou.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syari-toyokura1.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syari-toyokura1.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syari-kosikawa1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syari-kosikawa1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_shari-shari-fuji.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_shari-shari-fuji.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_sibetu-kokuyurin_63_307.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinouegenya.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinouegenya.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinouegenya2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinouegenya2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku3.html#


延長 利用可能
(km) 芯線数

施設 種別 名称 起点～終点 距離標

【SM】(令和４年度募集状況)

備　　考

一般 紋別郡滝上町字第5区 136.889kp～

国道 ～
紋別郡滝上町字第5区 138.831kp

一般 紋別郡滝上町字第5区 138.831kp～

国道 ～
紋別郡滝上町字第5区 139.443kp

一般 紋別郡滝上町字第5区 139.443kp～

国道 ～
紋別郡滝上町字第5区 140.451kp

一般 紋別郡滝上町字第5区 140.451kp～

国道 ～
紋別郡滝上町字第5区 140.695kp

一般 紋別郡滝上町字第5区 140.695kp～

国道 ～
紋別郡滝上町字第5区 142.45kp

一般 紋別郡滝上町字第5区 142.45kp～

国道 ～
紋別郡滝上町字第5区 143.415kp

一般 紋別郡滝上町字第5区 143.415kp～

国道 ～
紋別郡滝上町字第5区 144.566kp

一般 紋別郡滝上町字第5区 144.566kp～

国道 ～
紋別郡滝上町字第5区 145.308kp

一般 紋別郡滝上町字第5区 145.308kp～

国道 ～
紋別郡滝上町字第4区 146.651kp

一般 紋別郡滝上町字第4区 146.651kp～

国道 ～
紋別郡滝上町字第4区 148.491kp

一般 紋別郡滝上町字第4区 148.491kp～

国道 ～
紋別郡滝上町字第4区 148.960kp

一般 紋別郡遠軽町生田原水穂 24.128kp～ R242接続
国道 ～

紋別郡遠軽町生田原安国 63.492kp
一般 紋別郡遠軽町生田原安国 63.492kp～ R242接続
国道 ～ 69.486kp

常呂郡佐呂間町字大成 （成端箱）
一般 常呂郡佐呂間町字大成 69.486kp
国道 ～ （成端箱）～

常呂郡佐呂間町字大成 76.554kp
一般 常呂郡佐呂間町字大成 76.554kp～

国道 ～
常呂郡佐呂間町字若佐 81.618kp

一般 常呂郡佐呂間町字若佐 81.618kp～

国道 ～ 86.072kp
常呂郡佐呂間町字栃木 （成端箱）

一般 常呂郡佐呂間町字栃木 86.072kp
国道 （成端箱）～

90.487kp
北見市北陽 （成端箱）

一般 北見市北陽 90.487kp
国道 （成端箱）～

～ Brch=-1.617
93.602kp

北見市北陽 （成端箱）
一般 北見市北陽 93.602kp
国道 ～ （成端箱）～

北見市北陽 97.037kp

道路 273号 0.5 10

道路 273号 1.2 10

道路 273号 1.8 10

道路 273号 1.2 6

道路 273号 0.9 6

道路 273号 1.0 6

道路 273号 1.8 6

273号 1.0 6

道路 273号 0.2 6

道路 273号 0.7 6

道路

道路 273号 1.9 6

道路 333号 3.4 12
接続施設名
「仁頃ﾄﾝﾈﾙ電気室」

道路 333号 1.6 12

接続施設名
「新佐呂間ﾄﾝﾈﾙ第2電気室」

接続施設名
「仁頃ﾄﾝﾈﾙ電気室」

接続施設名
「新佐呂間ﾄﾝﾈﾙ第1電気
室」

道路 333号 4.5 14

接続施設名
「新佐呂間ﾄﾝﾈﾙ第1電気室」

～
接続施設名
「新佐呂間ﾄﾝﾈﾙ第2電気室」

道路 333号 5.1 20

道路 333号 4.5 20

接続施設名
「旭野トンネル電気室」

道路 333号 7.1 20
接続施設名
「旭野トンネル電気室」

道路 333号 1.9 20

道路 333号 6.0 20

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku3.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku4.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku4.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku5.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku5.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku6.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku6.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku7.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku7.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku8.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku8.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku9.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku9.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku10.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku10.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku11.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai5ku11.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai4ku.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai4ku.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai4ku2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai4ku2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_takinoue-dai4ku3.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_engaru-ikutahara-minaho_61_607.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_monbetsu-enngaru-ikutaharaasyasukuni.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_monbetsu-enngaru-ikutaharaasyasukuni.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_saroma-taise_69_486.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_saroma-taise_69_486.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_saroma-taise_76_554.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_saroma-taise_76_554.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_saroma-wakasa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_saroma-wakasa.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_saroma_totigi_86_072.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_saroma_totigi_86_072.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami_hokuyo_90_487.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami_hokuyo_90_487.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami_hokuyo_93_602.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami_hokuyo_93_602.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-hokuyo4.html


延長 利用可能
(km) 芯線数

施設 種別 名称 起点～終点 距離標

【SM】(令和４年度募集状況)

備　　考

一般 北見市北陽 97.037kp～

国道 ～
北見市仁頃町 104.348kp

一般 北見市仁頃町 104.348kp～

国道 ～
北見市端野町二区 167.912kp R39接続

一般 斜里郡斜里町字ウトロ東 30.750kp～

国道 ～
斜里郡斜里町字ウトロ 32.390kp

一般 斜里郡斜里町字ウトロ 32.390kp～

国道 ～
斜里郡斜里町字ウトロ西 32.911kp

一般 斜里郡斜里町字ウトロ西 32.911kp～

国道 ～
斜里郡斜里町字ウトロ西 39.470kp

一般 斜里郡斜里町字ウトロ西 39.470kp～

国道 ～
斜里郡斜里町字真鯉 44.550kp

一般 斜里郡斜里町字真鯉 44.550kp～

国道 ～
斜里郡斜里町字真鯉 48.892kp

一般 斜里郡斜里町字真鯉 48.892kp～

国道 ～
斜里郡斜里町字日の出 54.540kp

一般 斜里郡斜里町字日の出 54.540kp～

国道 ～
斜里郡斜里町字峰浜 59.370kp

一般 斜里郡斜里町字峰浜 59.370kp～

国道 ～
斜里郡斜里町字豊倉 41.322kp

一般 斜里郡小清水町字小清水 113.940kp～

国道 ～
斜里郡小清水町字浜小清水 24.145kp

一般 紋別郡遠軽町白滝 66.225kp～

国道 ～
紋別郡遠軽町野上 98.167kp

4.9 0

16

334号

道路 334号

道路 8.6 0

道路 334号 5.6 0

道路 334号 5.1 16

道路 334号 4.3

道路 334号 6.6 0

道路 334号 1.7 0

道路 334号 0.7 0

道路 333号 7.3 12

道路 333号 5.8 20

道路 391号 9.1 0

道路 450号 31.9 0

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-hokuyo4.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-nikorocho.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_kitami-nikorocho.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_tanno1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syari-utorohigashi_30_750.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syari-utoro_32_390.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syari-utoro_32_390.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syari-utoronishi_32_911.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syari-utoronishi_32_911.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syari-utoro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syari-utoro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_shari-magoi_44_550.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_shari-magoi_44_550.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_shari-magoi_48_892.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_shari-magoi_48_892.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syari-hinode_54_540.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syari-hinode_54_540.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syari-minehama_59_370.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syari-minehama_59_370.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81741h_syari-toyokura_41_322.html


延長 利用可能
(km) 芯線数

常呂川 常呂河口(常呂橋) 0.2kp
水系 ～ ～

常呂町豊川(上川沿観測所) 11.1kp
常呂川 常呂町豊川(上川沿観測所) 11.1kp
水系 ～ ～

常呂町福山(太茶苗観測所) 18.6kp
常呂川 常呂町福山(太茶苗観測所) 18.6kp
水系 ～ ～

常呂町日吉 27.3kp
常呂川 常呂町日吉 27.3kp
水系 ～ ～

端野町忠志(忠志観測所) 33.2kp
常呂川 端野町忠志(忠志観測所) 33.2kp
水系 ～ ～

端野町１区(端野大橋) 37.929kp
常呂川 常呂郡端野町１区(端野大橋) 37.929kp
水系 ～ ～

北見市田端町 47.54kp
常呂川 北見市田端町(河川事務所) 47.54kp
水系 ～ ～

北見市上常呂(金比羅橋) 58.257kp
常呂川 北見市上常呂(金比羅橋) 58.257kp
水系 ～ ～

訓子府町(叶橋) 68.476kp
常呂川 訓子府町(叶橋) 68.476kp
水系 ～ ～

置戸町(林友橋) 84.472kp
常呂川 置戸町(林友橋) 84.472kp
水系 ～ ～

置戸町(中里橋) 86.8kp
常呂川 置戸町(中里橋) 86.8kp
水系 ～ ～

置戸町字常元266 97.6kp
常呂川 置戸町字常元266 97.6kp
水系 ～ ～

置戸町字常元(ﾀﾞﾑ) 104kp
網走川 網走市呼人 12.2kp
水系 ～ ～

大空町女満別湖南(川尻漁場観測所) 13.4kp
網走川 大空町女満別住吉 18kp
水系 ～ ～

大空町女満別本郷(本郷観測所) 21.8kp
網走川 大空町女満別住吉（治水橋） 18.5kp
水系 ～ ～

大空町女満別本郷（カメラ） 20.3kp
網走川 大空町女満別本郷(本郷観測所) 21.8kp
水系 ～ ～

大空町女満別本郷(黒瀬樋門) 24.2kp
網走川 美幌町美禽(美禽樋門) 27.3kp
水系 ～ ～

美幌町美禽(美禽橋) 29.2kp
網走川 美幌町鳥里(美禽橋) 29.2kp
水系 ～ ～

美幌町鳥里(美幌観測所) 29.8kp
網走川 美幌町美禽(美禽橋) 29.2kp
水系 ～ ～

美幌町昭野(大正橋) 31.2kp

河川 網走川 0.5 0

河川 網走川 2.3 0

河川 網走川 2.7 0

河川 網走川 1.9 0

河川 網走川 7.7 0

河川 網走川 2.2 0

河川
鹿ノ子ダ

ム
6.4 0

河川 網走川 3.3 0

河川 常呂川 2.4 0

河川 常呂川 12.3 0

河川 常呂川 9.9 0

河川 常呂川 15.5 0

河川 常呂川 9.1 0

河川 常呂川 10.4 0

河川 常呂川 5.8 0

河川 常呂川 4.8 0

河川 常呂川 10.9 0

河川 常呂川 9.1 0

備　　考

河川 常呂川 9.3 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

網走川 美幌町昭野(大正橋) 31.2kp
水系 ～ ～

美幌町昭野(昭野橋) 33.5kp
網走川 美幌町昭野(昭野橋) 33.5kp
水系 ～ ～

美幌町美和(西幹線頭首工) 38.6kp
網走川 美幌町美和(西幹線頭首工) 38.6kp
水系 ～ ～

津別町岩富 44.6kp
網走川 津別町岩富 44.6kp
水系 ～ ～

津別町達美(津別観測所) 48.8kp
網走川 日甜樋門 0.6kp
水系 ～ ～

美幌橋 2.5kp
湧別川 開盛橋 17.2kp
水系 ～ ～

上湧別町開盛(開盛観測所) 18.8kp
湧別川 遠軽町大通北 22kp
水系 ～ ～

遠軽町大通北(34号樋門) 22.4kp
湧別川 遠軽橋 25.7kp
水系 ～ ～

遠軽町西町(西町樋門) 25.9kp
湧別川 上湧別町字屯田 12.1kp
水系 ～ ～

上湧別町字南兵村 14kp
渚滑川 紋別市渚滑町３丁目 0.2kp
水系 ～ ～

紋別市渚滑町元西 7kp
渚滑川 紋別市渚滑町元西 7kp
水系 ～ ～

紋別市上渚滑町中渚滑 12kp
渚滑川 紋別市上渚滑町中渚滑 12kp
水系 ～ ～

紋別市上渚滑町７丁目 19.3kp
網走市南６条東４丁目 0.591kp

幹線 ～ ～
網走市字駒場 4.14kp
網走市字駒場 4.14kp

幹線 ～ ～
網走市字藻琴 8.199kp
網走市字藻琴 8.199kp

幹線 ～ ～
斜里郡小清水町字浜小清水 12.53kp
斜里郡小清水町字浜小清水 12.53kp

幹線 ～ ～
斜里郡小清水町字浜小清水 19.17kp
斜里郡小清水町字浜小清水 19.17kp

幹線 ～ ～
斜里郡小清水町字浜小清水 24.145kp
斜里郡小清水町字浜小清水 24.145kp

幹線 ～ ～
斜里郡小清水町字止別 26.715kp
斜里郡小清水町字止別 26.715kp

幹線 ～ ～
斜里郡斜里町字大栄 32.32kp

河川
一般国道
244号

5.6 0

河川
一般国道
244号

5 0

河川
一般国道
244号

2.6 0

河川
一般国道
244号

4.3 0

河川
一般国道
244号

6.6 0

河川
一般国道
244号

3.6 0

河川
一般国道
244号

4.1 0

河川 渚滑川 5 0

河川 渚滑川 6.7 0

河川 湧別川 1.8 0

河川 渚滑川 5.8 0

河川 湧別川 0.9 0

河川 湧別川 0.2 0

河川 美幌川 1.9 0

河川 湧別川 1.4 0

河川 網走川 6 0

河川 網走川 4.3 0

河川 網走川 2.2 0

河川 網走川 4.7 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

斜里郡斜里町字大栄 32.32kp
幹線 ～ ～

斜里郡斜里町字豊倉 38.901kp
斜里郡斜里町字豊倉 38.901kp

幹線 ～ ～
斜里郡斜里町字豊倉 41.322kp
斜里郡斜里町字豊倉 41.322kp

幹線 ～ ～
斜里郡斜里町字越川 48.327kp
斜里郡斜里町字越川 48.327kp

幹線 ～ ～
斜里郡斜里町字富士 55.814kp
斜里郡斜里町字富士 55.814kp

幹線 ～ ～
標津郡標津町国有林 63.307kp

上川郡上川町字層雲峡大学平（石北峠） 89.957kp
幹線 ～ ～

北見市留辺蘂町富士見 96.3kp
北見市留辺蘂町富士見 96.3kp

幹線 ～ ～
北見市留辺蘂町富士見 102.545kp
北見市留辺蘂町富士見 102.545kp

幹線 ～ ～
北見市留辺蘂町富士見 107.938kp
北見市留辺蘂町富士見 107.938kp

幹線 ～ ～
北見市留辺蘂町厚和 113.502kp
北見市留辺蘂町厚和 113.502kp

幹線 ～ ～
北見市留辺蘂町厚和 117.49kp
北見市留辺蘂町厚和 117.49kp

幹線 ～ ～
北見市留辺蘂町平里 124.558kp
北見市留辺蘂町平里 124.558kp

幹線 ～ ～
北見市留辺蘂町温根湯温泉 127.398kp
北見市留辺蘂町温根湯温泉 127.398kp

幹線 ～ ～
北見市留辺蘂町昭栄 130.976kp
北見市留辺蘂町昭栄 130.976kp

幹線 ～ ～
北見市留辺蘂町旭 134.871kp
北見市留辺蘂町旭 134.871kp

幹線 ～ ～
北見市留辺蘂町旭一区 136.713kp
北見市留辺蘂町旭一区 136.713kp

幹線 ～ ～
北見市西相内 141.242kp
北見市西相内 141.242kp

幹線 ～ ～
北見市豊田 144.99kp
北見市豊田 144.99kp

幹線 ～ ～
北見市美園 149.252kp
北見市美園 149.252kp

幹線 ～ ～
北見市三輪 155.577kp

河川
一般国道
39号

4.3 0

河川
一般国道
39号

6.7 0

河川
一般国道
39号

4.6 0

河川
一般国道
39号

3.7 0

河川
一般国道
39号

3.9 0

河川
一般国道
39号

1.9 0

河川
一般国道
39号

2.8 0

河川
一般国道
39号

3.6 0

河川
一般国道
39号

4 0

河川
一般国道
39号

7.1 0

河川
一般国道
39号

5.4 0

河川
一般国道
39号

5.6 0

河川
一般国道
39号

5.7 0

河川
一般国道
39号

6.1 0

河川
一般国道
244号

7.5 0

河川
一般国道
244号

7.4 0

河川
一般国道
244号

2.5 0

河川
一般国道
244号

7.1 0

河川
一般国道
244号

6.6 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

北見市三輪 155.577kp
幹線 ～ ～

北見市端野町二区 165.555kp
北見市端野町二区 165.555kp

幹線 ～ ～
北見市端野町二区 167.912kp
北見市端野町二区 167.912kp

幹線 ～ ～
北見市端野町一区 172.125kp
北見市端野町一区 172.125kp

幹線 ～ ～
北見市端野町緋牛内 175.729kp
北見市端野町緋牛内 175.729kp

幹線 ～ ～
網走郡美幌町字高野 182.21kp
網走郡美幌町字高野 182.21kp

幹線 ～ ～
網走郡美幌町字仲町２丁目 186.359kp
網走郡美幌町字仲町２丁目 186.359kp

幹線 ～ ～
網走郡美幌町字三橋町2丁目 187.434kp
網走郡美幌町字三橋町2丁目 187.434kp

幹線 ～ ～
網走郡美幌町字瑞冶 192.287kp
網走郡美幌町字瑞冶 192.287kp

幹線 ～ ～
網走郡大空町女満別本郷 196.199kp
網走郡大空町女満別本郷 196.199kp

幹線 ～ ～
網走郡大空町女満別昭和 200.306kp
網走郡大空町女満別昭和 200.306kp

幹線 ～ ～
網走市字呼人 206.533kp
網走市字呼人 206.533kp

幹線 ～ ～
網走市大曲１丁目 213.236kp
網走市大曲１丁目 213.236kp

幹線 ～ ～
網走市新町2丁目 214.669kp
網走市新町2丁目 214.669kp

幹線 ～ ～
網走市南６条東４丁目 0.591kp
北見市端野町一区 170.01kp

幹線 ～ ～
北見市端野町一区 172.125kp
北見市端野町一区 172.125kp

幹線 ～ ～
北見市端野町緋牛内 175.729kp
北見市端野町緋牛内 175.729kp

幹線 ～ ～
網走郡美幌町字高野 182.21kp
網走郡美幌町字高野 182.21kp

幹線 ～ ～
網走郡美幌町字仲町２丁目 186.359kp
網走郡美幌町字仲町２丁目 186.359kp

幹線 ～ ～
網走郡美幌町字三橋町2丁目 187.434kp

河川
一般国道
39号

1.1 0

河川
一般国道
39号

6.5 0

河川
一般国道
39号

4.2 0

河川
一般国道
39号

2.1 0

河川
一般国道
39号

3.6 0

河川
一般国道
39号

1.5 0

河川
一般国道
39号

3.1 0

河川
一般国道
39号

6.2 0

河川
一般国道
39号

6.7 0

河川
一般国道
39号

3.9 0

河川
一般国道
39号

4.1 0

河川
一般国道
39号

1.1 0

河川
一般国道
39号

4.9 0

河川
一般国道
39号

6.5 0

河川
一般国道
39号

4.2 0

河川
一般国道
39号

4.2 0

河川
一般国道
39号

3.6 0

河川
一般国道
39号

10.4 0

河川
一般国道
39号

2.4 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

網走郡美幌町字三橋町2丁目 187.434kp
幹線 ～ ～

網走郡美幌町字瑞冶 192.287kp
網走郡美幌町字瑞冶 192.287kp

幹線 ～ ～
網走郡大空町女満別本郷 196.199kp
網走郡大空町女満別本郷 196.199kp

幹線 ～ ～
網走郡大空町女満別昭和 200.306kp
網走郡大空町女満別昭和 200.306kp

幹線 ～ ～
網走市字呼人 206.533kp
網走市字呼人 206.533kp

幹線 ～ ～
網走市大曲１丁目 213.236kp
網走市大曲１丁目 213.236kp

幹線 ～ ～
網走市新町2丁目 214.669kp

河川
一般国道
39号

1.5 0

河川
一般国道
39号

6.2 0

河川
一般国道
39号

6.7 0

河川
一般国道
39号

3.9 0

河川
一般国道
39号

4.1 0

河川
一般国道
39号

4.9 0


