
 

宗谷の海・空・大地・そして人とつながる 稚内開発建設部  

 

 

               平成２９年１２月１８日 

 

稚内開発建設部ホームページに運搬排雪予定を公表します 

 

 

 

 

 

 

運搬排雪は別紙のとおり予定しており、以下のＵＲＬに掲載しております。 

 

【稚内開発建設部ホームページ】 

 
http://www.hkd.mlit.go.jp/wk/douro_seibi/vadrmd0000000blf.html 

 
稚内開発建設部トップページ>>運搬排雪の予定はこちら 

 
 

 

 

 

 

 

 

※運搬排雪の作業予定時期は、車道脇の雪山の状況等により計画を立てておりますが、天候状況 

その他により変更する場合があります。 

 なお、作業日が確定次第、予定表を随時更新していきます。 

 

 

稚内開発建設部では、管内の国道における運搬排雪予定をホームページで公表しますので、お

知らせします。 

運搬排雪作業等におきましては、ご通行の皆様にご不便をおかけしますが、ご理解とご協力を

お願いいたします。 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 稚内開発建設部 

        稚内道路事務所   所長  阿部 康明   電話 0162-33-5276 

        浜頓別道路事務所  所長  佐々木 清彦  電話 01634-2-2173 

        道路整備保全課   課長  今野 秀一    電話 0162-33-1159 

稚内開発建設部ホームページ  http://www.hkd.mlit.go.jp/wk/ 

 

http://www.hkd.mlit.go.jp/wk/douro_seibi/vadrmd0000000blf.html
http://www.hkd.mlit.go.jp/wk/


稚内道路事務所管内の国道における運搬排雪予定 
 

 

 

平成 29 年 12月 18 日現在 
 

※  作業予定時期は天候状況その他により変更となることがあります。 

国道番号 市町村・区 上下 作業予定時期 備 考 

国道 40 号 
（上り：旭川方面） 

（下り：稚内方面） 

豊富町（豊富町市街） 
上り 1 月中旬 ～ 1 月中旬 拡幅 

下り 1 月中旬 ～ 1 月中旬 拡幅 

稚内市（朝日～中央） 
上り 12月 26日 ～ 12月 29日 拡幅 

下り 12月 26日 ～ 12月 29日 拡幅 

国道 238号 
（上り：網走方面） 

（下り：稚内方面） 

稚内市（潮見～声問） 
上り 12月 20日 ～ 12月 23日 拡幅 

下り 12月 20日 ～ 12月 23日 拡幅 

稚内市（宗谷岬） 
上り 12月 24日 ～ 12月 25日 拡幅 

下り 12月 24日 ～ 12月 25日 拡幅 

※  運搬排雪は、車道脇の雪山の状況等により作業予定を立てております。 

 
 
 

別 紙 



浜頓別道路事務所管内の国道における運搬排雪予定
tei定 

 

 

 

平成 29年 12月 18 日現在 
※  作業予定時期は、天候状況その他により変更となることがあります。 

国道番号 市町村・区 上下 作業予定時期 備 考 

国道 238号 
（上り：網走方面） 

（下り：稚内方面） 
 

枝幸町目梨泊地区 
上り 12月 25日 ～ 12月 28日 巻出 

下り 12月 25日 ～ 12月 28日 巻出 

枝幸町岬町地区 
上り 12月 25日 ～ 12月 28日 巻出 

下り 12月 25日 ～ 12月 28日 巻出 

枝幸町乙忠部地区 
上り 12月 25日 ～ 12月 28日 巻出 

下り 12月 25日 ～ 12月 28日 巻出 

枝幸町風烈布地区 
上り 12月 25日 ～ 12月 28日 巻出 

下り 12月 25日 ～ 12月 28日 巻出 

枝幸町音標地区 
上り 12月 25日 ～ 12月 28日 巻出 

下り 12月 25日 ～ 12月 28日 巻出 

枝幸町岡島地区 
上り 12 月下旬 ～ 12 月下旬 巻出 

下り 12 月下旬 ～ 12 月下旬 巻出 

枝幸町山臼地区 
上り 12 月下旬 ～ 12 月下旬 巻出 

下り 12 月下旬 ～ 12 月下旬 巻出 

浜頓別町市街地 
上り 12月 25日 ～ 12月 27日 巻出 

下り 12月 25日 ～ 12月 27日 巻出 

国道 275 号   
（上り：札幌方面） 

（下り：浜頓別方面） 

 

            

浜頓別町市街地 
上り 12月 25日 ～ 12月 27日 巻出 

下り 12月 25日 ～ 12月 27日 巻出 

中頓別町小頓別地区 
上り 12月 20日 ～ 12月 23日 巻出 

下り 12月 20日 ～ 12月 23日 巻出 

中頓別町敏音知地区 
上り 12月 20日 ～ 12月 23日 巻出 

下り 12月 20日 ～ 12月 23日 巻出 

中頓別町市街地 
上り 12月 20日 ～ 12月 23日 巻出 

下り 12月 20日 ～ 12月 23日 巻出 

浜頓別町下頓別地区 
上り 12月 20日 ～ 12月 23日 巻出 

下り 12月 20日 ～ 12月 23日 巻出 

※  運搬排雪は、車道脇の雪山の状況等により作業予定を立てております。 
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