
延長 利用可能
(km) 芯線数

十勝川 豊頃町大津河口右岸地先
水系 ～

豊頃町寒々平救急排水機場地先
十勝川 豊頃町寒々平救急排水機場地先
水系 ～

豊頃町旅来第２樋門地先
十勝川 豊頃町旅来第２樋門地先
水系 ～

豊頃町安骨樋門上流地先
十勝川 豊頃町安骨樋門上流地先
水系 ～

豊頃町茂岩救急排水機場地先
十勝川 豊頃町茂岩救急排水機場資材庫地先
水系 ～

豊頃町農野牛救急排水機場地先
十勝川 豊頃町豊頃大橋右岸地先
水系 ～

豊頃町育素多排水機場地先
十勝川 豊頃町豊頃大橋左岸地先
水系 ～

豊頃町北栄
十勝川 豊頃町北栄
水系 ～

十勝川利別川合流点地先
十勝川 十勝川利別川合流点地先
水系 ～

池田町十弗川合流点地先
十勝川 池田町十弗川合流点地先
水系 ～

池田河川事務所
十勝川 池田河川事務所
水系 ～

池田町豊田樋門上流地先
十勝川 池田町豊田樋門上流地先
水系 ～

池田町信取橋上流地先
十勝川 池田町信取橋上流地先
水系 ～

池田町若草橋下流地先
十勝川 池田町若草橋下流地先
水系 ～

本別町勇足十二線樋門地先
十勝川 本別町勇足十二線樋門地先
水系 ～

本別町幌内樋管地先
十勝川 本別町幌内樋管地先
水系 ～

本別町嫌呂樋門地先

▲開放状況等に関する問合せはこちら

光ファイバ開放状況（ＳＭ、ＤＳＦ）　帯広開発建設部
　※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。

　

　

【SM】(令和４年度募集状況)

施設 種別 名称 起点～終点 備　　考

河川 十勝川 5.1 0

河川 十勝川 5.3 0

河川 十勝川 4.5 0

河川 十勝川 3.0 20

河川 十勝川 1.1 20

河川 十勝川 2.6 0

河川 十勝川 3.5 0

河川 十勝川 3.5 0

河川 利別川 2.4 0

河川 利別川 5.2 0

河川 利別川 4.5 20

河川 利別川 5.7 20

河川 利別川 5.6 20

河川 利別川 4.6 20

河川 利別川 4.2 0

河川 利別川 6.0 20

../../../../../（２）本省用HP資料/jouhou/01_依頼/171012_光ファイバ資料一式/06_本省HP修正報告(維持課→建設行政課)/②光ファイバ解放区間一覧表(修正)/元データ110520/pref_map_h/map/81761h_tokachi_toyokoro_kankandaira_kyukyuhaisuikijochisaki_7_300.pdf
../../../../../（２）本省用HP資料/jouhou/01_依頼/171012_光ファイバ資料一式/06_本省HP修正報告(維持課→建設行政課)/②光ファイバ解放区間一覧表(修正)/元データ110520/pref_map_h/map/81761h_tokachi_toyokoro_kankandaira_kyukyuhaisuikijochisaki_7_300.pdf
../../../../../（２）本省用HP資料/jouhou/01_依頼/171012_光ファイバ資料一式/06_本省HP修正報告(維持課→建設行政課)/②光ファイバ解放区間一覧表(修正)/元データ110520/pref_map_h/map/81761h_tokachi_toyokoro_tabikidai2himonchisaki_13_000.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_toyokoro_tabikidai2himonchisaki_13_000.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_toyokoro_yasuhonehimonjoryuchisaki_15_900.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_toyokoro_toyokoroohashiuganchisaki_21_600.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_toyokoro_ikusotahaisuikijochisaki_21_600.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_toshibetsu_ikedakasenjimusho_8_000.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_toyotahimonjyouryuuchisaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_toyotahimonjyouryuuchisaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_nobutoribashijyouryuuchisaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_nobutoribashijyouryuuchisaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_wakakusabashikaryuuchisaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_wakakusabashikaryuuchisaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_yuutarijyuunisennhimonchisaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_yuutarijyuunisennhimonchisaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_horonaihikanchisaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/info/info01h.pdf
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/chousei/ud49g70000000td3.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 備　　考

十勝川 本別町嫌呂樋門地先
水系 ～

本別町本別大橋地先
十勝川 本別町東橋左岸地先
水系 ～

右岸地先
十勝川 豊頃町農野牛橋地先
水系 ～

豊頃町久保川合流点地先
十勝川 浦幌町十勝太救急排水地先
水系 ～

浦幌町朝日樋門地先
十勝川 浦幌町浦幌十勝導水吐口部
水系 ～

浦幌町朝日樋門地先
十勝川 浦幌町浦幌大橋左岸地先
水系 ～

浦幌町浦幌大橋右岸地先
十勝川 浦幌町浦幌大橋右岸地先
水系 ～

浦幌町養老新川橋右岸地先
十勝川 浦幌町浦幌十勝導水路呑口部
水系 ～

吐口部
十勝川 十勝河口橋右岸地先
水系 ～

十勝河口橋左岸地先
十勝川 浦幌町十勝河口橋左岸地先
水系 ～

浦幌町浦幌十勝導水路呑口部
十勝川 浦幌町浦幌十勝導水路管理所
水系 ～

豊頃町幌岡南13号地先
十勝川 浦幌町浦幌十勝導水路吐口部
水系 ～

国道38号合流部
十勝川 浦幌町下頃辺橋右岸地先
水系 ～

浦幌町西稲穂第2樋門地先
十勝川 浦幌町豊稔橋右岸地先
水系 ～

浦幌町豊稔橋左岸地先
十勝川 浦幌町豊稔橋左岸地先
水系 ～

浦幌町下頃辺川左岸地先
十勝川 浦幌町下頃辺川左岸地先
水系 ～

浦幌町東稲穂樋門地先
十勝川 池田町十弗川合流点地先
水系 ～

池田町東台樋門地先
十勝川 池田町東台樋門地先
水系 ～

池田町東台1号橋地先
十勝川 幕別町相川樋門地先
水系 ～

幕別町止若橋左岸地先
十勝川 幕別町止若橋左岸地先
水系 ～

幕別町猿別水門地先

河川 利別川 0.5 0

河川 利別川 2.8 0

河川
浦幌十勝

川
6.5 0

河川 牛首別川 7.4 0

河川
浦幌十勝

川
0.7 0

河川
下頃辺川
～浦幌川

6.3 0

河川
浦幌十勝
導水路

1.0 0

河川
浦幌十勝
川～下頃
辺川

4.8 0

河川 十勝川 5.1 20

河川 十勝川 1.0 0

河川 下頃辺川 4.9 0

河川 十勝川 7.7 20

河川 下頃辺川 0.1 0

河川 下頃辺川 2.8 0

河川 下頃辺川 0.7 0

河川 下頃辺川 0.2 0

河川 十弗川 0.7 0

河川 十弗川 1.4 0

河川 猿別川 1.9 0

河川 猿別川 2.0 0

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachikakoukyousaganchisaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_uｒahorotokachidousuironomikuchibu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_urahorotokachidousuirokanrisyo.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_toyokoro_horookaminami_13chisaki_18_2.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 備　　考

十勝川 十勝川利別川合流点地先
水系 ～

池田町川合地先
十勝川 池田町川合地先
水系 ～

池田町千代田地先
十勝川 池田町千代田地先
水系 ～

幕別町千代田大橋右岸地先
十勝川 幕別町新川樋門地先
水系 ～

幕別町千代田大橋右岸地先
十勝川 千代田大橋右岸地先
水系

千代田大橋左岸地先
十勝川 幕別町千代田大橋右岸地先
水系 ～

幕別町止若橋右岸地先
十勝川 池田町十勝川利別川合流点地先
水系 ～

池田町川合樋門地先
十勝川 池田町川合樋門地先
水系 ～

池田河川事務所
十勝川 池田町高島橋地先
水系 ～

池田町美加登樋門地先
十勝川 豊頃町農野牛樋門地先
水系 ～

幕別町新川樋門地先
十勝川 豊頃町幌岡南13号地先
水系 ～

豊頃町豊頃大橋地先
十勝川 幕別町相川樋門地先
水系 ～

幕別町途別川合流点地先
十勝川 幕別町途別川合流点地先
水系 ～

幕別町札内橋右岸下流地先
十勝川 帯広市札内橋左岸地先
水系 ～

幕別町札内橋右岸下流地先
十勝川 帯広市札内橋左岸地先
水系 ～

帯広市十勝大橋右岸地先
十勝川 帯広市十勝大橋右岸地先
水系 ～

帯広市平原大橋右岸上流地先
十勝川 帯広市然別樋門地先
水系 ～

帯広市平原大橋右岸地先
十勝川 帯広市平原大橋右岸上流地先
水系 ～

芽室町士狩大橋右岸地先
十勝川 芽室町士狩大橋右岸地先
水系 ～

芽室町士狩大橋左岸地先
十勝川 芽室町士狩大橋右岸地先
水系 ～

芽室町芽室太第１樋門地先

河川 十勝川 3.9 20

河川 十勝川 3.9 20

河川 十勝川 4.5 20

河川 十勝川 0.9 20

河川
十勝川～
猿別川

4.4 20

河川 十勝川 0.8 20

河川 利別川 4.8 20

河川 利別川 2.0 20

河川 十勝川 14.8 20

河川 利別川 1.5 0

河川 十勝川 5.5 20

河川 十勝川 3.4 20

河川 札内川 0.6 20

河川 十勝川 6.2 20

河川 十勝川 3.2 0

河川
十勝川、
札内川

3.6 20

河川 十勝川 5.0 0

河川 十勝川 1.4 0

河川 十勝川 6.2 0

河川 十勝川 0.8 0

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_toshibetsu_ikeda_tokachigawatoshibetugawagoryutenchisaki_1_800.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_ikeda_kawaichisaki_32_800.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_ikeda_kawaichisaki_32_800.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_ikeda_chiyodachisaki_35_600.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_ikeda_chiyodachisaki_35_600.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_makubetsu_chiyodaohashiuganchisaki_37_600.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_makubetsu_shinkawahimonchisaki_33_200.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_makubetsu_chiyodaohashiuganchisaki_37_600.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_makubetu_sinkawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ikeda_chiyoda.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_makubetsu_chiyodaohashiuganchisaki_37_600.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_makubetsu_tomewakabashiuganchisaki_2_900.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/81761h.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_toshibetsu_ikeda_kawaihimonchisaki_3_600.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_toshibetsu_ikeda_kawaihimonchisaki_3_600.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_toshibetsu_ikedakasenjimusho_8_000.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_toyokoro_nonoushihimonchisaki_22_000.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_makubetsu_shinkawahimonchisaki_33_200.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_toyokoro_horookaminami_13chisaki_18_2.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_toyokoro_toyokorooohashichisaki_21_6.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_makubetsu_aikawahimonchisaki_38_800.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_makubetsu_yobetsugawagoryutenchisaki_47_200.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_makubetsu_yobetsugawagoryutenchisaki_47_200.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_makubetsu_satsunaibashiugankaryuchisaki_53_800.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_obihiro-satunaibasisagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_makubetsu-satsunaibashiugankaryuchiten.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_obihiro-satunaibasisagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_obihiro-tokatiohasiugan.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 備　　考

十勝川 芽室町士狩大橋左岸下流
水系 ～

芽室町西士狩樋門地先
十勝川 芽室町芽室太第１樋門地先
水系 ～

芽室町芽室太第２樋門下流地先
十勝川 芽室町芽室太第2樋門上流地先
水系 ～

芽室町毛根樋門下流地先
十勝川 芽室町毛根樋門上流地先
水系 ～

清水町十勝川橋左岸上流地先
十勝川 清水町十勝川橋左岸上流地先
水系 ～

清水町上川橋右岸地先
十勝川 清水町町道清水東１線道路地先
水系 ～

清水町ニトマップ第一樋門地先
十勝川 清水町ニトマップ第一樋門地先
水系 ～

清水町共栄橋
十勝川 清水町共栄橋地先
水系 ～

新得町新清橋地先
十勝川 清水町共栄橋地先
水系 ～

清水町ニトマップ第三樋門地先
十勝川 帯広市札内橋右岸下流地先
水系 ～

帯広市愛国大橋右岸上流地先
十勝川 帯広市愛国大橋右岸上流地先
水系 ～

帯広市南帯橋右岸地先
十勝川 帯広市南帯橋右岸地先
水系 ～

帯広市第2大川橋右岸上流地先
十勝川 帯広市第2大川橋右岸上流地先
水系 ～

帯広市大正橋右岸地先
十勝川 帯広市大正橋右岸地先
水系 ～

中札内村中島新橋下流地先
十勝川 中札内村中島新橋右岸地先
水系 ～

帯広市中島新橋左岸地先
十勝川 中札内村中島新橋下流地先
水系 ～

中札内村中札内橋右岸地先
十勝川 中札内村中札内橋右岸地先
水系 ～

中札内村上札内橋右岸地先
十勝川 帯広市札内橋左岸地先
水系 ～

帯広市愛国大橋左岸付近
十勝川 帯広市十勝大橋右岸地先
水系 ～

音更町十勝大橋左岸地先
十勝川 音更町十勝大橋左岸地先
水系 ～

音更町柳町樋門上流地先

河川 十勝川 1.8 0

河川 十勝川 9.4 0

河川 十勝川 5.6 0

河川 十勝川 5.2 0

河川 十勝川 4.3 0

河川 十勝川 6.1 0

河川 十勝川 6.3 0

河川 十勝川 3.3 0

河川 札内川 5.4 20

河川 十勝川 0.9 0

河川 札内川 5.6 20

河川 札内川 5.3 20

河川 札内川 3.7 0

河川 札内川 4.1 20

河川 札内川 5.3 0

河川 札内川 0.5 0

河川 札内川 5.4 20

河川 札内川 7.4 0

河川 音更川 3.4 18

河川 十勝川 0.6 18

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_makubetsu_satsunaibashiugankaryuchisaki_53_800.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_satsunai_obihiro_aikokuohashiuganchisaki_15_000.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_satsunai_obihiro_aikokuohashiuganchisaki_15_000.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_satsunai_obihiro_minamiobibashiuganchisaki_15_000.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_satsunai_obihiro_minamiobibashiuganchisaki_15_000.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_satsunai_obihiro_dai2okawabashiuganjoryuchisaki_20_800.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_satsunai_obihiro_dai2okawabashiuganjoryuchisaki_20_800.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_satsunai_obihiro_taishobashiuganchisaki_25_400.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_satsunai_obihiro_satsunaibashisaganchisaki_4_000.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_satsunai_obihiro_aikokuohashisaganfukin_9_400.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_obihiro-tokatiohasiugan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_otohuke-tokatiohasisagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_otohuke-tokatiohasisagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_otofuke-yanagimachihimonjoryuchisaki.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 備　　考

十勝川 音更町柳町樋門上流地先
水系 ～

音更町音更橋右岸地先
十勝川 幕別町十勝中央大橋右岸地先
水系 ～

音更町十勝中央大橋左岸地先
十勝川 音更町十勝中央大橋左岸地先
水系 ～

音更町千代田堰堤地先
十勝川 音更町十勝中央大橋左岸地先
水系 ～

音更町旭橋地先
十勝川 音更町旭橋地先
水系 ～

音更町士幌樋門地先
十勝川 幕別町途別川合流点地先
水系 ～

幕別町途別川橋梁地先
十勝川 帯広市帯広川帯里橋地先
水系 ～

帯広市帯広川東３条水位局地先
十勝川 帯広市札内橋左岸地先
水系 ～

帯広市西４条南８丁目地先
十勝川 帯広市大正橋右岸地先
水系 ～

帯広市大正橋左岸地先
十勝川 音更町十勝大橋左岸地先
水系 ～

音更町宝来大橋右岸地先
十勝川 音更町宝来大橋右岸地先
水系 ～

音更町下士幌2号樋門地先
十勝川 音更町下士幌樋門地先
水系 ～

音更町下士幌2号樋門地先
十勝川 音更町下士幌樋管地先
水系 ～

音更町下士幌樋門地先
十勝川 音更町音更橋右岸地先
水系 ～

音更町東昭栄樋門地先
十勝川 音更町音更橋右岸地先
水系 ～

音更町武儀樋門地先
十勝川 音更町音更橋右岸地先
水系 ～

音更町武儀樋門地先
十勝川 音更町武儀樋門地先
水系 ～

士幌町南士幌築堤霞堤地先
十勝川 士幌町南士幌築堤霞堤地先
水系 ～

士幌町士幌水位観測所地先
十勝川 新得町新清橋右岸地先
水系 ～

新得町上佐幌町道三十号地先
十勝川 新得町上佐幌三十号地先
水系 ～

新得町上佐幌町道三十五号地先

河川 十勝川 1.0 20

河川 音更川 5.3 18

河川 士幌川 2.7 0

河川 十勝川 4.3 0

河川 途別川 3.1 0

河川 士幌川 0.9 0

河川 十勝川 3.1 0

河川 帯広川 0.8 0

河川 十勝川 0.6 20

河川 札内川 0.4 0

河川 十勝川 1.3 20

河川 音更川 0.5 20

河川 音更川 0.5 0

河川 十勝川 1.3 0

河川 音更川 1.6 0

河川 音更川 4.5 0

河川 音更川 8.4 0

河川 音更川 6.3 0

河川 十勝ダム 4.4 0

河川 十勝ダム 6.5 0

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_otofuke-yanagimachihimonjoryuchisaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_otohuke-otohukebasiugan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachicyuuouoohashiuganchisaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachicyuuouoohashisaganchisaki.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_otohuke-tokatiohasisagan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_otofuke_horaiohashiuganchisaki_56_000.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi_otofuke_horaiohashiuganchisaki_56_000.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_otofuke_otofuke_shimoshihoro2gohimonchisaki_1_900.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_otofuke_otofuke_shimoshihorohimonchisaki_54_800.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_otofuke_otofuke_shimoshihoro2gohimonchisaki_1_900.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 備　　考

十勝川 新得町上佐幌町道三十五号地先
水系 ～

新得町岩松ダム右岸上流地先
十勝川 新得町岩松ダム右岸上流地先
水系 ～

新得町十勝ダム下流地先
十勝川 新得町十勝ダム下流地先
水系 ～

新得町十勝ダム管理所
十勝川 新得町十勝ダム管理所
水系 ～

新得町東大雪大橋右岸地先
十勝川 中札内村上札内橋右岸地先
水系 ～

中札内村南札内村道五十九号地先
十勝川 中札内村南札内村道五十九号地先
水系 ～

中札内村上札内雨量観測所上流地先
十勝川 中札内村上札内雨量観測所上流地先
水系 ～

中札内村札内川第2号砂防ダム地先
十勝川 中札内村札内川第2号砂防ダム地先
水系 ～

中札内村札内川ダム管理所
十勝川 中札内村中札内橋右岸地先
水系 ～

帯広市戸蔦橋左岸地先
十勝川 帯広市戸蔦橋左岸地先
水系 ～

帯広市戸蔦別川第１号砂防えん堤右岸地先
十勝川 帯広市戸蔦橋左岸地先
水系 ～

帯広市明星橋右岸地先
十勝川 中札内村上札内橋右岸地先
水系 ～

中札内村上札内雨量観測所地先
十勝川 中札内村上札内雨量観測所地先
水系 ～

中札内村札内川第2号砂防ダム地先
一般 上川郡新得町字新内（狩勝峠）
国道 ～

上川郡新得町字新内西４線
一般 上川郡新得町字新内西４線
国道 ～

上川郡新得町字新得基線
一般 上川郡新得町字新得基線
国道 ～

上川郡新得町字元町
一般 上川郡新得町字元町
国道 ～

上川郡清水町下佐幌
一般 上川郡清水町下佐幌
国道 ～

上川郡清水町南４条11丁目
一般 上川郡清水町南４条11丁目
国道 ～

上川郡清水町字羽帯南２線
一般 上川郡清水町字羽帯南２線
国道 ～

上川郡清水町字御影

河川 十勝ダム 4.4 0

河川 十勝ダム 3.8 0

河川 十勝ダム 2.5 0

河川 十勝ダム 0.8 0

河川
札内川ダ

ム
4.4 0

河川
札内川ダ

ム
4.7 0

河川
札内川ダ

ム
4.5 0

河川
札内川ダ

ム
4.5 0

河川 戸蔦別川 7.7 0

河川 戸蔦別川 7.0 0

河川 札内川 5.9 0

河川 戸蔦別川 0.9 0

道路 38号 6.7 20

河川 札内川 6.1 0

道路 38号 4.2 20

道路 38号 5.7 20

道路 38号 4.7 18

道路 38号 5.4 18

道路 38号 4.5 14

道路 38号 5.7 14

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_sintoku-sinnai1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_sintoku-sinnai3.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_sintoku-sinnai3.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamikawa-shintoku-shintokukisen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamikawa-shintoku-shintokukisen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_sintoku1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_sintoku1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamikawa-shimizu-shimosahoro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamikawa-shimizu-shimosahoro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_simizu-minami2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_simizu-minami2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamikawa-shimizu-haobiminami2sen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamikawa-shimizu-haobiminami2sen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_simizu-mikage.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 備　　考

一般 上川郡清水町字御影
国道 ～

河西郡芽室町上芽室基線
一般 河西郡芽室町上芽室基線
国道 ～

河西郡芽室町東3条10丁目
一般 河西郡芽室町東3条10丁目
国道 ～

河西郡芽室町東芽室基線
一般 河西郡芽室町東芽室基線
国道 ～

帯広市西１７条南１丁目
一般 帯広市西１７条南１丁目
国道 ～

帯広市西４条南１丁目
一般 帯広市西４条南１丁目
国道 ～

帯広市西４条南8丁目
一般 帯広市西４条南１丁目
国道 ～

中川郡幕別町札内西町
一般 中川郡幕別町札内西町
国道 ～

中川郡幕別町字千住
一般 中川郡幕別町字千住
国道 ～

中川郡幕別町新町
一般 中川郡幕別町新町
国道 ～

中川郡幕別町新川
一般 中川郡幕別町新川
国道 ～

中川郡豊頃町統内
一般 中川郡豊頃町統内
国道 ～

中川郡豊頃町礼作別
一般 中川郡豊頃町礼作別
国道 ～

中川郡豊頃町茂岩新和町
一般 中川郡豊頃町茂岩新和町
国道 ～

中川郡豊頃町豊頃旭町
一般 中川郡豊頃町豊頃旭町
国道 ～

十勝郡浦幌町字吉野
一般 十勝郡浦幌町字吉野
国道 ～

十勝郡浦幌町字共栄
一般 十勝郡浦幌町字共栄
国道 ～

十勝郡浦幌町字南町
一般 十勝郡浦幌町字南町
国道 ～

十勝郡浦幌町字帯富
一般 十勝郡浦幌町字帯富
国道 ～

十勝郡浦幌町字上厚内
一般 十勝郡浦幌町字上厚内
国道 ～

十勝郡浦幌町字上厚内

道路 38号 5.6 14

道路 38号 4.4 14

道路 38号 4.5 12

道路 38号 4.7 12

道路 38号 1.1 34

道路 38号 2.8 12

道路 38号 5.0 0

道路 38号 3.8 16

道路 38号 5.7 16

道路 38号 6.5 0

道路 38号 6.2 16

道路 38号 2.8 16

道路 38号 3.7 18

道路 38号 1.5 18

道路 38号 1.5 14

道路 38号 6.0 14

道路 38号 2.0 13

道路 38号 5.8 13

道路 38号 4.5 14

道路 38号 6.1 13

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_simizu-mikage.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kawanishi-memuro-kamimemurukisen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kawanishi-memuro-kamimemurukisen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_memuro-higasi3zyo.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_memuro-higasi3zyo.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kawanishi-memuro-higashimemurokisen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kawanishi-memuro-higashimemurokisen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_obihiro-nishi17jominami1chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_obihiro-nishi17jominami1chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_obihiro-higasi2kita.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_obihiro-higasi2kita.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_obihiro-higasi2minami.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_obihiro-higasi2kita.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_makubetu-satunainisi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_makubetu-sinmati.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_nakagawa-makubetsu-shinkawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_nakagawa-makubetsu-shinkawa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_toyokoro-tonai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_toyokoro-tonai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_nakagawa-toyokoro-resakubetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_nakagawa-toyokoro-resakubetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_toyokoro-sigeiwa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_toyokoro-sigeiwa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_nakagawa-toyokoro-toyokoro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_nakagawa-toyokoro-toyokoro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_urahoro-yoshino_217_825.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_urahoro-yoshino_217_825.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_urahoro-yoshino_219_310.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_urahoro-yoshino_219_310.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi-urahoro-minamicho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi-urahoro-minamicho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_urahoro-obitomi1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_urahoro-obitomi1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi-urahoro-kamiatsunai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi-urahoro-kamiatsunai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_urahoro-atunai.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 備　　考

一般 十勝郡浦幌町字上厚内
国道 ～

十勝郡浦幌町字直別
一般 十勝郡浦幌町字直別
国道 ～

釧路市音別町直別
一般 中川郡幕別町札内西町
国道 ～

帯広市大通南1丁目
一般 帯広市大通南1丁目
国道 ～

帯広市大通南33丁目
一般 帯広市大通南33丁目
国道 ～

帯広市川西町基線
一般 帯広市川西町基線
国道 ～

帯広市昭和町基線
一般 帯広市昭和町基線
国道 ～

帯広市幸福町基線
一般 帯広市幸福町基線
国道 ～

河西郡中札内村大通南６丁目
一般 河西郡中札内村大通南６丁目
国道 ～

河西郡中札内村栄東４線
一般 河西郡中札内村栄東４線
国道 ～

河西郡更別村字更別南1線
一般 河西郡更別村字更別南1線
国道 ～

河西郡更別村字上更別南14線
一般 河西郡更別村字上更別南14線
国道 ～

河西郡更別村弘和
一般 河西郡更別村弘和
国道 ～

中川郡幕別町字元忠類
一般 中川郡幕別町字元忠類
国道 ～

中川郡幕別町忠類共栄
一般 中川郡幕別町忠類共栄
国道 ～

広尾郡大樹町東本通
一般 広尾郡大樹町東本通
国道 ～

広尾郡大樹町字石坂
一般 広尾郡大樹町字石坂
国道 ～

広尾郡広尾町字紋別１８線
一般 広尾郡広尾町字紋別１８線
国道 ～

広尾郡広尾町字紋別１８線
一般 広尾郡広尾町字紋別１８線
国道 ～

広尾郡広尾町字紋別２２線
一般 広尾郡広尾町字紋別２２線
国道 ～

広尾郡広尾町字上トヨイ南１線

道路 38号 3.5 12

道路 38号 4.9 12

道路 236号 3.3 20

道路 236号 6.4 0

道路 236号 4.2 16

道路 236号 5.4 14

道路 236号 6.7 16

道路 236号 2.9 14

道路 236号 6.2 14

道路 236号 7.1 16

道路 236号 4.3 14

道路 236号 4.3 16

道路 236号 2.4 16

道路 236号 4.9 16

道路 236号 3.8 16

道路 236号 6.1 15

道路 236号 5.5 15

道路 236号 8.5 0

道路 236号 0.2 0

道路 236号 4.6 0

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_urahoro-atunai.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi-urahoro-naobetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tokachi-urahoro-naobetsu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_otobetu-tyokubetu1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_makubetu-satunainisi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_obihiro-odoriminami1chome_0_009.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_obihiro-odoriminami1chome_0_009.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_obihiro-odoriminami33.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_obihiro-nisikisen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_obihiro-showakisen1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_obihiro-showakisen1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_obihiro-kofukuchokisen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_obihiro-kofukuchokisen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_nakasatunai-higasi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_nakasatunai-higasi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kawanishi-nakasatsunai-sakaehigashi4sen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kawanishi-nakasatsunai-sakaehigashi4sen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_sarabetu-minami1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_sarabetu-minami1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kawanishi-sarabetsu-kamisarabetsuminami14sen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kawanishi-sarabetsu-kamisarabetsuminami14sen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_sarabetu-kowa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_sarabetu-kowa.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tyurui-kyoei.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_tyurui-kyoei.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_nakagawa-makubetsu-churuikyoe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_nakagawa-makubetsu-churuikyoe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_taiki-kasiwagi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_taiki-kasiwagi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_hiro-taiki-ishizaka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_hiro-taiki-ishizaka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_hiroo-monbetu3.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 備　　考

一般 広尾郡広尾町字上トヨイ南１線
国道 ～

広尾郡広尾町字上トヨイ基線
一般 広尾郡広尾町字上トヨイ基線
国道 ～

広尾郡広尾町国有林１６林班
一般 広尾郡広尾町国有林１６林班
国道 ～

広尾郡広尾町国有林１６林班
一般 広尾郡広尾町国有林１６林班
国道 ～

広尾郡広尾町国有林２３林班
一般 足寄郡足寄町茂足寄
国道 ～

足寄郡足寄町茂足寄
一般 足寄郡足寄町茂足寄
国道 ～

足寄郡足寄町茂足寄
一般 足寄郡足寄町茂足寄
国道 ～

足寄郡足寄町茂足寄
一般 足寄郡足寄町茂足寄
国道 ～

足寄郡足寄町上足寄
一般 足寄郡足寄町上足寄
国道 ～

足寄郡足寄町螺湾
一般 足寄郡足寄町螺湾
国道 ～

足寄郡足寄町螺湾本町
一般 足寄郡足寄町螺湾本町
国道 ～

足寄郡足寄町中足寄
一般 足寄郡足寄町中足寄
国道 ～

足寄郡足寄町新町
一般 足寄郡足寄町新町
国道 ～

足寄郡足寄町北1条4丁目
一般 足寄郡足寄町北1条4丁目
国道 ～

足寄郡足寄町栄町1丁目
一般 足寄郡足寄町南7条1丁目
国道 ～

中川郡本別町仙美里
一般 中川郡本別町仙美里
国道 ～

足寄郡足寄町中矢
一般 足寄郡足寄町中矢
国道 ～

足寄郡足寄町中矢
一般 足寄郡足寄町中矢
国道 ～

足寄郡足寄町芽登
一般 足寄郡足寄町芽登
国道 ～

河東郡上士幌町字居辺
一般 河東郡上士幌町字居辺
国道 ～

河東郡上士幌町字居辺

道路 236号 6.4 0

道路 236号 0.1 0

道路 236号 3.6 0

道路 241号 5.3 16

道路 236号 5.2 0

道路 241号 5.6 16

道路 241号 6.0 16

道路 241号 4.5 16

道路 241号 5.2 16

道路 241号 6.7 18

道路 241号 3.2 16

道路 241号 4.3 18

道路 241号 4.5 18

道路 241号 5.3 0

道路 241号 1.6 0

道路 241号 1.1 16

道路 241号 4.2 16

道路 241号 5.6 16

道路 241号 5.3 16

道路 241号 5.7 15

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-moashoro_49_075.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-moashoro_54_357.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-moashoro_54_357.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-ashoro-shigeashoro_60_330.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-ashoro-shigeashoro_60_330.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-ashoro-shigeashoro_65_903.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-ashoro-shigeashoro_65_903.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-ashoro-kamiashoro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-ashoro-kamiashoro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-ashoro-ninawan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-ashoro-ninawan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-ashoro-ninawanhoncho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-ashoro-ninawanhoncho.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-ashoro-nakaashoro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-ashoro-nakaashoro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-ashoro-shinmachi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-ashoro-shinmachi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-ashoro-kita1jo4chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_honbetsu-senbisato_99_941.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-chuo_104_143.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-chuo_104_143.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-chuo_105_287.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-chuo_105_287.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-meto.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-meto.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro-oribe_116_205.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro-oribe_116_205.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro-oribe_121_903.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 備　　考

一般 河東郡上士幌町字居辺
国道 ～

河東郡上士幌町字上士幌
一般 河東郡上士幌町字上士幌
国道 ～

河東郡士幌町字士幌東一線
一般 河東郡士幌町字士幌東一線
国道 ～

河東郡士幌町字士幌基線
一般 河東郡士幌町字士幌基線
国道 ～

河東郡士幌町字士幌西２線
一般 足寄郡陸別町字小利別
国道 ～

足寄郡陸別町字小利別
一般 足寄郡陸別町字小利別
国道 ～

足寄郡陸別町字川上
一般 足寄郡陸別町字川上
国道 ～

足寄郡陸別町字川上
一般 足寄郡陸別町字川上
国道 ～

足寄郡陸別町字下勲弥別
一般 足寄郡陸別町字下勲弥別
国道 ～

足寄郡陸別町字陸別基線
一般 足寄郡陸別町字陸別基線
国道 ～

足寄郡足寄町字伏古丹
一般 足寄郡足寄町字伏古丹
国道 ～

足寄郡足寄町字大誉地
一般 足寄郡足寄町字大誉地
国道 ～

足寄郡足寄町上斗伏
一般 足寄郡足寄町上斗伏
国道 ～

足寄郡足寄町塩幌
一般 足寄郡足寄町塩幌
国道 ～

足寄郡足寄町上愛冠
一般 足寄郡足寄町上愛冠
国道 ～

足寄郡足寄町下愛冠3丁目
一般 足寄郡足寄町下愛冠3丁目
国道 ～

足寄郡足寄町北1条4丁目
一般 足寄郡足寄町南7条1丁目
国道 ～

足寄郡足寄町効南1丁目
一般 足寄郡足寄町効南1丁目
国道 ～

中川郡本別町仙美里
一般 中川郡本別町仙美里
国道 ～

中川郡本別町北８丁目
一般 中川郡本別町北８丁目
国道 ～

中川郡本別町南4丁目

道路 241号 2.8 15

道路 241号 4.2 5

道路 241号 3.1 5

道路 242号 4.6 12

道路 241号 2.5 8

道路 242号 4.7 12

道路 242号 4.6 12

道路 242号 4.8 12

道路 242号 4.5 12

道路 242号 4.6 12

道路 242号 5.0 12

道路 242号 4.9 12

道路 242号 5.4 12

道路 242号 4.9 12

道路 242号 5.2 12

道路 242号 4.8 0

道路 242号 2.5 0

道路 242号 6.1 18

道路 242号 4.6 18

道路 242号 2.2 18

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro-oribe_121_903.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro-kamishihoro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro-kamishihoro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_shihoro-shihorohigashi1sen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_shihoro-shihorohigashi1sen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_shihoro-shihorokisen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_shihoro-shihorokisen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_shihoro-shihoronishi2sen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_rikubetu_shotosibetu_81_9.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_rikubetu_shotosibetu_86_469.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_rikubetu_shotosibetu_86_469.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_rikubetu_kawakami_91_046.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_rikubetu_kawakami_91_046.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_rikubetu_kawakami_95_706.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_rikubetu_kawakami_95_706.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_rikubetu_shimokunnebetu_100_243.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_rikubetu_shimokunnebetu_100_243.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_rikubetu_rikubetukisen_105_007.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_rikubetu_rikubetukisen_105_007.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-fusekotan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-fusekotan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-oyochi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-oyochi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-kamitofuse.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-kamitofuse.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-shiohoro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-shiohoro.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-kamiaikappu.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-kamiaikappu.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-shimoaikappu3chome.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ashoro-konan1chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_honbetsu-senbisato_144_989.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_honbetsu-senbisato_144_989.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_honbetsu-kita8chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_honbetsu-kita8chome.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_honbetsu-kyoe.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 備　　考

一般 中川郡本別町南4丁目
国道 ～

中川郡本別町勇足
一般 中川郡本別町勇足
国道 ～

中川郡本別町勇足
一般 中川郡本別町勇足
国道 ～

中川郡池田町字大森
一般 中川郡池田町字大森
国道 ～

中川郡池田町字高島
一般 中川郡池田町字高島
国道 ～

中川郡池田町字信取
一般 中川郡池田町字信取
国道 ～

中川郡池田町字豊田
一般 中川郡池田町字豊田
国道 ～

中川郡幕別町字明野
一般 河東郡上士幌町字上士幌
国道 ～

河東郡上士幌町字上士幌東3線
一般 河東郡上士幌町字上士幌東3線
国道 ～

河東郡上士幌町字上士幌東3線
一般 河東郡上士幌町字上士幌東3線
国道 ～

河東郡上士幌町国有林134林班
一般 河東郡上士幌町国有林134林班
国道 ～

河東郡上士幌町国有林36林班
一般 河東郡上士幌町国有林36林班
国道 ～

河東郡上士幌町国有林44林班
一般 河東郡上士幌町国有林44林班
国道 ～

河東郡上士幌町国有林56林班
一般 河東郡上士幌町国有林56林班
国道 ～

河東郡上士幌町国有林61林班
一般 河東郡上士幌町国有林61林班
国道 ～

河東郡上士幌町国有林163林班
一般 河東郡上士幌町国有林163林班
国道 ～

河東郡上士幌町国有林102林班
一般 河東郡上士幌町国有林102林班
国道 ～

河東郡上士幌町国有林197林班(三股)
一般 河東郡上士幌町国有林197林班(三股)
国道 ～

河東郡上士幌町国有林202林班
一般 河東郡上士幌町国有林202林班
国道 ～

河東郡上士幌町国有林200林班
一般 沙流郡日高町字千栄
国道 ～

上川郡清水町清水国有林25林班

道路 242号 4.5 18

道路 242号 5.4 18

道路 242号 3.1 18

道路 242号 4.2 18

道路 242号 4.5 18

道路 242号 7.8 20

道路 242号 5.0 20

道路 273号 4.7 15

道路 273号 4.8 15

道路 273号 4.2 11

道路 273号 4.7 13

道路 273号 4.5 10

道路 273号 4.3 11

道路 273号 4.0 10

道路 273号 4.4 10

道路 273号 4.5 2

道路 273号 4.9 2

道路 273号 4.6 2

道路 273号 5.5 2

道路 274号 5.1 16

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_honbetsu-kyoe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_honbetsu-yutari_157_810.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_honbetsu-yutari_157_810.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_honbetsu-yutari_160_915.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_honbetsu-yutari_160_915.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ikeda-omori.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ikeda-omori.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ikeda-takashima.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ikeda-takashima.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ikeda-shinntori.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ikeda-shinntori.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ikeda-toyota.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_ikeda-toyota.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_makubetu-akeno.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kamishihoro_124_678.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kamishihorohigashi3sen_4_629.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kamishihorohigashi3sen_4_629.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kamishihorohigashi3sen_9_286.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kamishihorohigashi3sen_9_286.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin134rinpan_13_954.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin134rinpan_13_954.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin36rinpan_18_109.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin36rinpan_18_109.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin44rinpan_22_412.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin44rinpan_22_412.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin56rinpan_26_883.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin56rinpan_26_883.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin61rinpan_31_245.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin61rinpan_31_245.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin163rinpan_35_255.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin163rinpan_35_255.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin102rinpan_40_052.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin102rinpan_40_052.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin197rinpan_44_480.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin197rinpan_44_480.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin202rinpan_50_002.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin202rinpan_50_002.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamishihoro_kokuyurin200rinpan_54_559.pdf#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_hidaka-senei1.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamikawa-shimizu-shimizukokuyurin25rinpan.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 備　　考

一般 上川郡清水町清水国有林25林班
国道 ～

上川郡清水町清水国有林26林班
一般 上川郡清水町清水国有林26林班
国道 ～

上川郡清水町字清水第８線
一般 上川郡清水町字清水第８線
国道 ～

上川郡清水町南４条11丁目
一般 広尾郡広尾町ビタタヌンケ
国道 ～

広尾郡広尾町字ルベシベツ
一般 広尾郡広尾町字ルベシベツ
国道 ～

広尾郡広尾町字ルベシベツ
一般 広尾郡広尾町字ルベシベツ
国道 ～

広尾郡広尾町字茂寄
一般 広尾郡広尾町字茂寄
国道 ～

広尾郡広尾町並木通東２丁目
一般 広尾郡広尾町並木通東２丁目
国道 ～

広尾郡広尾町字野塚
一般 広尾郡広尾町字野塚
国道 ～

広尾郡広尾町字紋別18線
一般 中川郡豊頃町長節
国道 ～

十勝郡浦幌町字共栄
一般 河西郡芽室町西士狩北8線
国道 ～

河西郡芽室町西士狩北１線
一般 河西郡芽室町西士狩北１線
国道 ～

帯広市川西町西基線
一般 帯広市川西町西基線
国道 ～

帯広市幸福町東3線
一般 帯広市幸福町東3線
国道 ～

河西郡中札内村協和東3線
一般 河西郡中札内村協和東3線
国道 ～

河西郡更別村更別南１線

道路 274号 4.3 16

道路 274号 4.9 16

道路 274号 7.4 16

道路 336号 0.1 0

道路 336号 5.1 20

道路 336号 7.1 18

道路 336号 4.9 18

道路 336号 6.0 13

道路 336号 6.7 13

道路
帯広広尾
自動車道

4.3 0

道路 336号 14.3 0

道路
帯広広尾
自動車道

13.2 0

道路
帯広広尾
自動車道

11.8 0

道路
帯広広尾
自動車道

6.5 0

道路
帯広広尾
自動車道

6.5 0

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamikawa-shimizu-shimizukokuyurin25rinpan.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_simizu2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_simizu2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamikawa-shimizu-shimizudai9sen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_kamikawa-shimizu-shimizudai9sen.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_simizu-minami2.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_hiroo-bitatanunke.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_hiro-hiro-rubeshibe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_hiro-hiro-rubeshibe.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_hiroo-moikesi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_hiroo-moikesi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_hiroo-namikinisi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_hiroo-namikinisi.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_hiro-hiro-notsuka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_hiro-hiro-notsuka.html#
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/81761h_hiroo-monbetu3.html#

