
H２９．７．３１現在

備 考

※例・区間距離時間
高速道（札北～丸瀬布）・R333 R333・R39・道道104・R238・R39 R39・R244

8:30 (10) (3:20) 11:50 (50) 12:40 (2:00) 14:40 (20) 15:00 (0:10) （予定時間）

（火） 道推進委員会発 休憩 (2:53) 昼食・休憩 (1:47) (0:06) （予測時間）

（札幌市） 道央道・音江ＰＡ (233km) 丸瀬布町・道の駅 (99.6km) オホーツク総合振興局 (1.6km) （区間距離）

（網走市） 【グーグルナビ使用】

R244・道道769

15:10 (20) 15:30 (0:50) 16:20 (20) 16:40 (0:20) 17:00
(0:46) (0: ) 宿 泊

網走市役所 (40.0km) 斜里町役場 ( km) 斜里町

網走警察署管内 斜里警察署管内

△オホーツク地区
１８市町村

オホーツク総合振興局管内キャラバン行程表（案・３泊４日）

１

日

目

8月22日

行 程

※小計

・移動時間 ７：１５

・移動距離 ３７４ｋｍ

・振興局 １ヶ所

・市町村 ２ヶ所



備 考

町道・R334・道道1115 道道1115・道道944・R391 道道246・R3９ 道道64・道道246・R39

（水） 8:30 (0:30) 9:00 (20) 9:20 (0:20) 9:40 (20) 10:00 (0:45) 10:45 (20) 11:05 (0:30)
斜里町発 (0:21) (0:16) (0:38) (0:22)

(12.7km) 清里町役場 (12.3km) 小清水町役場 (33.4km) 大空町役場 (15.0km)

斜里警察署管内 網走警察署管内

R240 R240・道道217・R39・R337・道道103 道道961・R238・R242

11:35 (20) 11:55 (0:25) 12:20 (60) 13:20 (0:10) 13:30 (20) 13:50 (1:20) 15:10 (20) 15:30 (0:40)
(0:20) 昼食・休憩 (0: ) (1:13) (0:36)

美幌町役場 (15.9km) 津別町 ( km) 津別町役場 (67.6km) 佐呂間町役場 (34.6km)

美幌警察署管内 美幌警察署管内 遠軽警察署管内

R242・R238・道道304

16:10 (20) 16:30 (0:50) 17:20
(0:43) 宿泊

湧別町役場 (35.3km) 紋別市

北見警察署管内

△オホーツク地区
１８市町村

２

日

目

行 程

8月23日

※小計

・移動時間 ５：３０

・移動距離 ２２７ｋｍ

・市町村 ７ヶ所



備 考

道道305・R238 R238 R238・道道883

（木） 8:40 (0:20) 9:00 (20) 9:20 (0:35) 9:55 (20) 10:15 (0:30) 10:45 (20) 11:05 (0:45)
紋別市発 (0: ) (0:28) (022) (0:41)

( km) 紋別市役所 (23.8km) 興部町役場 (20.2km) 雄武町役場 (39.3km)

紋別警察署管内 興部警察署管内

道道137・道道61 道道61・道道137

11:50 (60) 12:50 (0:20) 13:10 (20) 13:30 (0:40) 14:10 (20) 14:30 (2:00) 16:30 (20) 16:50 (0:20)
昼食・休憩 (0: ) (0:34) (1:56) (0: )
西興部村 ( km) 西興部村役場 (25.6km) 滝上町役場 (59.3km) 遠軽町役場 ( km)

興部警察署管内 紋別警察署管内 遠軽警察署管内

17:10
宿 泊
遠軽町

△オホーツク地区
１８市町村

8月24日

行 程

３

日

目

※小計

・移動時間 ５：３０

・移動距離 １６８ｋｍ

・市町村 ６ヶ所



備 考

R242・道道50 R238・道道305 R273・旭川紋別道無料区間（浮島～比布北）

（金） 8:30 (1:10) 9:40 (20) 10:00 (0:25) 10:25 (20) 10:45 (0:35) 11:20 (20) 11:40 (0:20)
遠軽町発 (1:05) (0:20) (0:27) (0: )

(55.6km) 置戸町役場 (15.1km) 訓子府町役場 (16.8km) 北見市役所 ( km)

北見警察署管内

R333・高速道（遠軽瀬戸瀬～札幌北）

12:00 (60) 13:00 (4:20) 17:20
昼食・休憩 (4:06) 道推進委員会着
比布町 (305km) （札幌市）

△オホーツク地区
１８市町村

４

日

目

行 程

8月25日

※合計

・移動時間 ２３：５０

・移動距離 １，１６２ｋｍ

・振興局 １ヶ所

・市町村 １８ヶ所

・街頭啓発 ２ヶ所

※小計

・移動時間 ６：５０

・移動距離 ３９３ｋｍ

・市町村 ３ヶ所


